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4.2.1 はじめに 
対流圏と成層圏は、対流圏からのプラネタリー波の伝播が結果として成層圏の風の

変化を作り、またそのような変化が対流圏から見たときの上部境界条件を変えるとい

う意味で対流圏自体の場をも変化させる。このようにして対流圏と成層圏は結合して

いるが、最近このような力学的結合過程として北極振動（AO）、またはそれを南北両

半球一般化した環状モード（AM）と呼ばれる変動モードの研究が盛んである（例え

ば Thompson and Wallace, 1998, 2000）。この変動モードはその名が示すように、高

度場で見た時に地表面から下部成層圏（または一説によると中間圏）までほぼ順圧的

かつ帯状対称に伸びた変動モードであり、特に冬季には対流圏成層圏結合変動として

強い振幅で現れると考えられている。Baldwin and Dunkerton (1999,2001)はこのよ

うな変動信号が冬季にまず上部成層圏に現れ、それが時間と共に下方へ伝播し、対流

圏で北極振動を形成することを示している。このように AM の理解には成層圏との

関わり合いもまた重要である。 
 ところで、南北両半球における成層圏の極夜ジェットの強度にはある種の規則的変

動が見られる事が知られている（Kodera, 1995; Kuroda and Kodera, 1998）。実際、

両半球ともに極夜ジェットの東西風偏差では時間と共に極向き下向きに移動してい

くような変動が卓越しており、この風変動には対流圏からの波伝播の変動が対応して

いる。即ちこの変動も対流圏からの波による波平均流相互作用の結果としての変動と

考えられる。北半球におけるこのような変動は準周期的な様相を示しているが、この

ような周期性は冬に固定した大気大循環モデルでもっと明瞭に示されている（例えば

Christiansen, 1999）。興味深いことに、この以下極夜ジェット振動（PJO）とよば

れる変動モードが時間発展していってあるステージになった時には南北両半球とも

対流圏に環状モードが現れる傾向があることがわかった（Kuroda and Kodera, 
1999; Kuroda and Kodera, 2001）。このことは、PJO もまた対流圏成層圏の相互作

用にともなう変動であり、環状モードと PJO はお互い無関係な変動ではなく、何ら

かの意味で関係しあっている変動であることを示している。 
 そこで、本論では PJO がどのようなもので、どのように AM と関係しあっている

のかを最近の筆者らの研究（Kuroda and Kodera, 2001; Kuroda 2002 など）をもと

に論じることにしたい。 
 
4.2.2 データと解析方法 



 本論で解析に用いたデータは、１９７９年１月から１９９８年１２月までのデータ

であって、１００hPa 以下の下層には NCEP/NCAR の再解析データ(Kalney et al. 
1996)を、それ以高１hPa までのレベルには NMC/NCEP の衛星観測によって得られ

た成層圏データ(Randel, 1992)を結合したものを用いた。風データはバランス風の関

係を仮定することによって計算し、全て基本量は５日平均値とした。E-P フラックス

や残差速度等はこの５日平均場から計算し、その後に月平均場を計算した。 
本論文では両半球での極夜ジェットの変動を共通した５ヶ月にわたる拡張 SVD 解

析によって取り出した。ここで SVD 解析とは 2 つの変動から同じような時間変動を

しているパターンを取り出す（従って両者は単一変動を別な変数で見ていると考えら

れる）統計的な手法である（Bretherton et al. 1992 参照）。拡張 SVD は時間を固定

した通常の SVD ではなく次式 
xit=(ui(m+t), ui(m+t+1),,,,,ui (m+n+t-1)) 
yit=(ei (m+t),ei (m+t+1),,,,,ei (m+n+t-1)) 

のように遅れの成分をも含めたベクトル x、y 間の SVD 解析である。ここに i は年の

番号 n は連続する月の数 t＝０,1 は遅れの成分を表す。従ってこの場合の x、y 間の

SVD 解析は連続する n 月をひとかたまりとして遅れ成分を含め年数の 2 倍の成分を

もつベクトル間で SVD を計算することになる。ここで遅れ成分まで含めたのは位相

がカレンダー月にロックしていない変動をも取り出すためである。ここでは、具体的

には北半球冬季の極夜ジェット変動は１１／１２月から翌年３／４月までの、南半球

のそれは６／７月から１０／１１月までのともに連続する５ヶ月の E-P フラックス

の鉛直成分と帯状平均東西風についてその月々の変動度で規格化したのち拡張 SVD
解析を行って変動を取り出した。ここで南北両半球同じ手法で変動を取り出している

のは両者の比較を容易にするためである。また、SVD 解析の範囲を超えた期間や他

の成分の変動は共に回帰によって調べた。さらに、例えば１２／１月の AM インデ

ックスを D1 を一年目１２月の AM インデックス等として（D1,J1,D2,J2,,,）で定義

して他のラグ月との回帰によって AM のラグ回帰を計算した。 
 

4.2.3 極夜ジェット振動とその特徴 
 図 4.9a, b はそれぞれ北半球、南半球の卓越モード（E-SVD1）の帯状平均東西

風と E-P フラックスについての連続する６ヶ月にわたる回帰を示している。ラグ０か

らラグ４までが E-SVD を行った期間であり、それぞれの対応する実際の月々ととも

に図に示した。また、それぞれの帯状平均東西風の９５％有意な（相関係数が北半球

（南半球）で 0.32（0.31）より大きい）領域にはハッチをかけた。北半球ではこの第

一モードは全二乗変動のうち 27.5%を説明するが、23.3％を説明する第二モードはほ

とんど第一モードを全体的に時間をずらしただけの変動を記述しており、本質的には

この二つのモードは振動する同一の変動を記述していると考えられる。このように第

一モードと第二モードの寄与率が接近するのは周期的な変動に対して遅れをふくめ



た拡張解析を行った場合に一般に現われる性質であり、図からもわかるが北半球の変

動は準周期的であるといえる。他方、南半球ではこの第一モードは全二乗変動のうち

56.9%を説明し、9.7％を説明する第二モードとは明瞭にモードの分離が行われていた。

図 4.9b の結果をカレンダー月に固定した解析（Kuroda and Kodera, 1998）と比較

してみると、各ラグ月のパターンはその月に対応する変動を平均したようなものにな

っていて、南半球の変動がほとんど季節進行にロックしているということを示してい

る。この変動は全体場で見ると極渦崩壊の早まりまたは遅れに関連した変動であると

見なせる。 
 北半球の変動を見ると（図 4.9a）、弱風域がまず中緯度の上部成層圏に高緯度から

上ってくる波を伴って作られ（ラグ－１、０）、それが高緯度へ移動しながら強化さ

れ（ラグ１）、そして下部成層圏へ（ラグ２）と中心を極向き下向きに移動している。

さらに弱風域が高緯度対流圏で消滅した後はその低緯度側上部成層圏に存在してい

た強風域も同様に極向き下向きに移動し（ラグ３、４）ながら振幅を弱めて春に至っ

ている。この結果は負のアノマリーの極向き下方への移動に引き続いてさらに低緯度

で形成された正のアノマリーがその後同様に準周期的に降りてくることを示してい

る。この東西風の変動はいつも大きな波の伝播の変動を伴い E-P フラックス偏差は常

に弱風域へと向かうような変動をしており、数ヶ月のスケールで気候的な E-P フラッ

クスの上方伝播が強化されたり、弱化したりしている。また、対流圏内でも E-P フラ

ックスの南北伝播が成層圏対流圏東西風の双極子アノマリー形成期（ラグ１、２）に

変動を示している。これに対して、南半球ではまず低緯度上部成層圏に弱風域と強風

域の南北双極子が E-P フラックスの弱風域への収束を伴って作られる（ラグ－１、０）。

南半球でも上部成層圏中低緯度に作られた弱風域が時間と共に極域下方へと移って

いくと言う点は同じだが北半球と異なり低緯度の東西風のアノマリーと同時に高緯

度に正のアノマリーが形成される（ラグ０、１）。この正のアノマリーはゆっくりと

下方へ移動しながら弱まり、かつその範囲を狭め（ラグ２、３）、最後に負のアノマ

リーは中高緯度全体をしめるようになる（ラグ４）。また、北半球のように弱風域の

後を追うような強風域は現れない。他方 E-P フラックスの鉛直成分アノマリーは全期

間ほぼ一定の符号を保っており、初期に波の鉛直伝播が強いとそれが最後まで持続す

る傾向を示している。また、波の上る中心緯度も東西風の負の領域の拡大に従って次

第に高緯度に移動していく傾向を示している。この図では南半球では対流圏内での

E-P フラックスの南北伝播はほとんど見られないが、この解析で落ちている高振動波

では南北伝播の変化がおきていることが確かめられた（図略）。 
 ここで得られた帯状平均東西風の成因をより詳しく見るために両者の場合の波加

速を帯状平均東西風の回帰によって計算したところ、共に帯状平均東西風の加速域、

減速域と比較的よく対応して変動していることがわかった。しかし、南半球では減速

域は波収束とよく対応しているものの加速域は波加速と対応していない（波加速域は

ほとんど存在しない）。このことは、南半球での加速域は残差速度による移流項が主



となることを意味している。他方、E-P フラックスを波数分解して各波数ごとの加速

と比較してみると Kodera et al.(2000)が指摘した北半球のみならず南半球もその主

要部分は波数１の波がその変動要因になっていることが分かった。ただし、南半球で

は波数１成分は主に減速域の極方向への移動を誘導しているのに対し、波数２成分は

減速域の下方伝播に大きな寄与をしていることがわかった（図略）。 
 次にこのモードに伴う残差循環と温度場の変化について考える（図 4.10a, b）。こ

こで温度場の変動は帯状平均東西風の回帰より計算した。また、残差循環はまず Seol 
and Yamazaki（1998, 1999）に準じて 0.5 ミリバールで上昇下降流がゼロとした境

界条件のもとで半旬ごとに TEM 方程式を積分することによって求め、その後、極夜

ジェットの変動に伴う変動を帯状平均東西風の回帰より求めた。ところで温度場の変

動は第一義的には波の収束発散にともなうラグランジュ的な上昇流、下降流に伴って

形成されると考えられる。図より明らかに両半球における高温偏差域は確かに下降偏

差流とよく対応しており、これによって作られていることがわかる。この温度変動の

大きな領域は北半球の変動ではほぼ北極点で最大となっており、時間と共に高温アノ

マリーが下降しそのあとを追って低温アノマリーが下降してきている様子が良く分

かる。また、極域で高温の場合は低緯度で低温となっている。特にラグ２での温度場

の四重極子的構造は明瞭である。高温偏差そのものはラグ１で最大となっているが高

温を保っている時間はせいぜい３ヶ月程度である。それに対し、南半球においては高

温域は東西風のつくる南北双極子の間である中緯度中部成層圏で減速域の極側の下

降流アノマリーにともなって作られ減速域の拡大と共に成長しながら極域に移動し

（ラグ０～２）その後ゆっくりと下降している（ラグ３、４）という変動を示してい

る。また、北半球と同様に極側の高温域の低緯度側に低温域が存在しているが、北半

球と異なり高温域の上に存在する低温偏差域はほとんど下降しないままに春に至っ

て消滅している。また、最大温度偏差となるのはラグ３であるが、高温偏差の持続時

間は５ヶ月にも及んでいる。 
 いずれの半球においても極域での温度偏差の下降の様子が見られるが、その特徴を

より詳しく見るために図 4.11a, b に南北両極点における温度場偏差の変動を示す。北

極点においては正負交互の温度場の下降が、南極点では年一回の温度場の下降が明瞭

に見て取れる。このような極夜ジェット振動に伴う温度場の下降変動パターンは生の

温度偏差データでも観察される。図 4.12、図 4.13 に１９８７年から１９８８年にか

けての南北両半球での３０日移動平均を施した時間高度断面図を季節進行に伴う極

域での温度変動全体とともに示すが、実際にそのような変動が良く見えることが分か

る。実際、北極点での極夜ジェット変動にともなう温度場の変動は１１月から４月に

かけて成層圏全域で変動が大きい期間領域に対応して存在していることがわかる。他

方、南極点での極夜ジェット変動に伴う温度変動は、南極点での温度変動度の時間高

度変動と同じように変動の大きな領域の高度が季節とともに下降してくるパターン

を示している。両極の極夜ジェット変動に伴う温度変動はともに全変動振幅のうちの



半分程度を説明する変動モードであるが、北半球ではこのような構造は全体の変動度

で現れていない。このことは北半球では極夜ジェット振動は年周期と同期しない季節

内変動であり、南半球の極夜ジェット変動が季節進行の変調の形であらわれているの

と対照的な点である。南半球では季節進行と共に極域温度の変動度の大きな高度が移

り変わっているが、このことは季節によって特定の変動パターンが出現しやすいこと

と対応している。 
 さて、この PJO 変動に伴い、北半球では１／２月に、南半球では１０／１１月に

対流圏で風が双極子的な変動を示していたが（図 4.9）。このことは、この時期には

対流圏では環状モード的な変動が作られていることを示唆している。そこで、この月

（以下環状期と呼ぶ）を含む連続する３ヶ月の 1hPa,30hPa,500hPa の高度場変化を

PJO 時係数の回帰によって計算しこれを図 4.14、図 4.15 に示す。図を見ると、予想

通り環状期には両半球とも 500hPa 面で環状モード的な変動が形成されており、相関

係数も負の大きな値となっている。この時期北半球のプラムフラックスは極向きの偏

差となり、これが図 4.9 でみられる環状期の極向きの E-P フラックスに対応して AM
を作っていることが分った（図略）。（ただし、Thompson and Wallace (1998,2000) 
の AO 信号とは異なり、北太平洋側に有意な信号がない事に注意。一般に成層圏結合

型の「AO」はこのような特徴を持っている。Christiansen(2002)も参照のこと）南

半球でもこの解析で用いた５日平均で落ちている短周期の波を調べると、やはりこの

短周期の波動が極向き偏差を示しておりこの波が南半球の AM を形成していること

を示唆している（Limpasuvan and Hartmann, 2000）。さて、ここで上層の PJO 変

動の構造を見ると、興味深いことに環状期には、両半球とも３０hPa、１hPa 面でも

環状的な（即ち波数０が卓越している）構造をしている。すなわち環状期には PJO
に伴う変動パターンは対流圏のみならず上部成層圏まで連なった背の高い帯状対称

なチューブのような形の構造になっている。北半球での環状期の一ヶ月前には成層圏

に前駆的信号が見られはするが対流圏では AO 的な構造をしていないし、また一ヶ月

後には上部成層圏から環状構造が崩れてきて対流圏でもNAO的な形に変化している。

また、南半球では成層圏における南インド洋付近に極大をもつ三日月型の変動が時間

とともに丸くなっていく過程を経て環状期に至っており、環状期の一ヶ月後には対流

圏で環状構造が崩れるとともに成層圏の環状振幅も小さくなっている。北半球におけ

る環状期における AMの形はまさに Baldwin and Dunkerton (1999)が指摘した冬季

の背の高い AO の構造そっくりである。しかし、この背の高い AM 的な構造は PJO
の時間発展のひとつのステージでのみ現れる現象であり、環状期を過ぎると再びその

ような AM 的な構造が崩れることに注意する必要がある。このようにして PJO の時

間発展のあるステージで背の高い AM 的な変動が現れる。 
 
4.2.4 極夜ジェット振動と環状モードの関係 
 それでは、PJO と AM とは一体どのような関係があるのであろうか。そもそも AM



自体は成層圏とほとんど関係無いとされる夏でも対流圏に現れるので、対流圏主体の

変動と考えるのが妥当であろう。他方 PJO は成層圏極夜ジェットの変動であるから

極夜ジェットが存在する冬季にしか存在せず従って対流圏主体の AM とは別の変動

であろう。しかし、３章で見たように、冬季にはそれらはかなり強い相互作用を起こ

しているようである。そこで両者相互作用を起こしている冬季に両者がどのように関

係しあっているかを調べてみることにする。 
 そこで、4.2.3 節で行った解析がいわば PJO の側に立ってそれに伴う各場の変動パ

ターンを見たものであったことを踏まえ、今度はそれを AM の側に立って同様の変

動を見てみる。北半球 AM に関しては Kodera and Kuroda (2000)は AO に対流圏型

のものと成層圏まで伸びた対流圏成層圏結合型の二種類があることを示している。こ

こでは PJO の解析と同様の手法で南北両半球を解析し両者を比較してみる。ここで

興味があるのは、PJO と AM の結合過程であるので、環状期における AM の時間発

展を調べた。環状期（北半球１２／１月、南半球１０／１１月）の AM インデック

スの回帰を図 4.9 と同様に示したものが図 4.16 である。図を見ると、北半球の環状

期における AM の信号は高緯度側では中部成層圏付近、低緯度側も下部成層圏まで

延びていることがわかる。しかも、この信号は前の月の上部成層圏まで広がっていた

高緯度側の信号が降りてきているように見えるが、次の月にはほとんど信号がなくな

っている。南半球側の環状期の AM 信号を見てみると、こちらは高緯度側の信号は

上部成層圏にまで達しているが低緯度側の信号は対流圏にとどまっている。時間的に

は、高緯度側の信号は２ヶ月前の成層圏にまでたどれるし、さらに１ヶ月後にまでも

強い信号を持っていることは興味深い。つまり南半球環状期の AM 信号は北半球よ

りさらに一段と持続性が良いと言える。 
さて、ここで環状期には PJO と AM が良い相関を持っていたことを踏まえ、環状

期の AM 信号から PJO 成分を統計的に除去して「純粋な」AM のみの立ち振る舞い

を見てみることにする。PJO 成分を除去した環状期の AM 信号から得られた帯状平

均東西風、E-P フラックスの回帰を図９に示す。なお PJO 成分の除去は次のように

する：規格化された PJO 及び AM の時係数を s、r とすると PJO 除去 AM の時係数

r’ は 
         r’=r -<rs>s 

で定義される。ここに角括弧は時間平均を表す。このように定義された r’と s には相

関が無いことに注意する。なお、北半球では図 4.9 で示した第一モードのみならず時

間遅れの成分である第二モードも除去した。 
北半球をみると、環状期における AM にともなう風は図 4.16 のものに比べてずい

ぶん弱まり、また信号も低緯度高緯度とも下部成層圏までしか伸びなくなっている。

しかし、対流圏の E-P フラックスの極向きの振る舞いは以前とほとんど変わってい

ない。時間的な信号の変化をみると、前後の月での信号は非常に弱くなり持続性が悪

くなり AM はほぼ環状期の月のみの変動となってしまった。実際、別の解析によっ



ても PJO との結合は AM の寿命を有意に延ばすことが示されている。他方南半球を

見ると、環状期における AM に伴う東西風変動は高緯度側も弱まり対流圏内だけの

物になってしまっている。また、時間的に前後の月に存在していた信号はほとんど完

全に無くなってしまった。即ち、南半球環状期の（特に成層圏の）AM 信号の持続性

は、結合していた PJO 信号のせいであったといえる。実際 PJO と AM の相関がほ

とんど見られなかった月（北半球の N/D、南半球の A/S）に対しての AM のラグ相

関を計算したところ PJO 除去の AM（図 4.17）と同様の振る舞いが見られた。 
 
4.2.5 結論 
 南北両半球の冬季には主に成層圏極夜ジェット強度の変動として見られる極夜ジ

ェット振動(PJO)が存在する。これは帯状平均東西風アノマリーが時間と共に極向き

下向きに移動していく現象であり、対流圏から成層圏へ伝わっていくプラネタリー波

の主に成層圏での波平均流相互作用によっておこる現象と考えられる。北半球 PJO
は冬季に各年ごとに位相がまちまちに変動するが、南半球 PJO は季節にロックした

形での変動である。両半球どちらの PJO も変動に伴う極域温度偏差が下部成層圏に

下がってくる時期である環状期には対流圏に環状モード(AM)の形成を伴う。この時

期のPJO変動は対流圏のみならず、成層圏界面にまでのびた帯状対称な背の高いAM
の形をしている。AM の形成と PJO の関係を見るために、環状期における AM の時

間進行と、PJOとの結合効果を統計的に除去したAMの時間進行を比較したところ、

AM にともなう成層圏変動のかなりの部分は主に PJO に伴うものであり、PJO と関

係のない AM の変動は北半球では下部成層圏、南半球では対流圏内に限られ特に南

半球では前後の月の変動とはほとんど関係が無くなった。このことから、冬季の背の

高い AM 変動は付随した PJO に伴う変動をあわせてみていることに依っていたと考

えられる。即ち AM は基本的には下層大気の現象であるが、冬季には成層圏変動

（PJO）と強い相互作用を引き起こす。以上のことは、PJO は対流圏の AM の形成

に先行して引き起こされ、対流圏 AM たとえば北半球の AO を誘導するような働き

をすることを示しているので、実際的な気候予報という観点でも成層圏対流圏相互作

用のより深い理解が重要となってくると考えられる。 
 



図の説明 
 

図 4.9  帯状平均東西風と E-P フラックス鉛直成分の(a)北半球(b)南半球における E-SVD 第一モ

ードのヘテロ回帰図。コンターは帯状平均東西風を矢印は E-P フラックスを表す。図上の数字は

ラグ月を表し、イニシャルは対応する実際の月を表す。影は東西風の相関値が９５％で有意な領

域を表す。コンター間隔は 2m/s で破線は負の値を表している。E-P フラックスは気圧の逆数のル

ートでスケールされている。（Kuroda and Kodera, 2001 より） 

 

図 4.10 図 4.9 と同様。ただし、帯状平均東西風スコアに対する帯状平均温度場および残差速度

に対する回帰図。影は温度の相関値が９５％で有意な領域を表す。コンター間隔は１K。（Kuroda 

and Kodera, 2001 より） 

 

図 4.11 図 4.10 と同様。ただし極点温度（80 度より極側で平均した温度）に対するもの。コン

ター間隔は１K。図の下には帯状平均東西風スコア（PJO インデックス）と AO/AAO インデックス

間の相関の時間変化を示した。（Kuroda and Kodera, 2001 より） 

 

図 4.12  (a)３０日移動平均した 1987 年から 1989 年までの北極極点温度偏差。(b)北極月平均極

点温度の年々変動に対する標準偏差。同じものを 3つ繰り返してある。コンター間隔は(a)は５K、

(b)は１K。影は(a)では負を表し、(b)では４K以上のところを表している。（Kuroda and Kodera, 

2001 より） 

 

図 4.13  図 4.12 と同様。ただし 1986 年から 1988 年までの南半球極点温度偏差。また、コンタ

ー間隔は(a)では３Kとしている。（Kuroda and Kodera, 2001 より） 

 

図 4.14  図 4.10 と同様。ただし北半球の環状期付近（ラグ０から２）での高度場の PJO インデ

ックスに対する回帰図。図の上から下に向かって 1hPa、30hPa、500hPa のものが示されている。

コンター間隔は 1hPa では 50m、30hPa で 30m、500hPa で 10m としている。図下の数値は AO インデ

ックスと PJO インデックスの各ラグでの相関値を示している。 (Kuroda, 2002 より) 

 

図 4.15  図 4.14 と同様。ただし南半球環状期付近（ラグ２から５）での高度場の回帰図。(Kuroda, 

2002 より) 

 

図 4.16  図 4.9 と同様。ただし環状期（(a)北半球ではラグ１、(b)南半球ではラグ４）の AO/AAO



インデックスに対する回帰図。(Kuroda, 2002 より) 

 

図 4.17  図 4.16 と同様。ただし図 4.16 の AO/AAO インデックスから PJO インデックス成分を統

計的に除去したものとの回帰図。(Kuroda, 2002 より) 

 


