
第１０回 大気循環

低緯度地方では放射エネルギーがあまっているが、高緯度地方

では不足している。赤道から緯度30ºまでの熱帯および亜熱帯地域

の地球の表面積に対する割合は57%であり、その地域が受容する

年聞の太陽放射のエネルギーは300kcal/cm2である。一方、緯度

66.5ºより高緯度の極地域の面積は4.1%であり、そこで年間に受け

る太陽からのエネルギーは130 kcal/cm2である。この不均衡を補償

するために、低緯度地方から高緯度地方へと熱エネルギーが運搬

される。その運搬の役割を担っているのが大気と海洋である。日

本ではその境界となっている38º線は佐渡と仙台湾を通過している。

亜熱帯起源のサツマイモや茶の栽培の北限や暖帯林と温帯林の境

界などは、38º付近に位置している。

地表で受ける太陽エネルギーが最大の地域は、熱帯地域ではな

く23.5º付近の亜熱帯地域である。それはこの地方が高気圧でおお

われていることが多く、雲が少ないためである。その結果、亜熱

帯地域には砂漠や半乾燥地が多い。
参考書：「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



熱エネルギーの輸送

南北の温度差に依存する熱エネルギーの輸送は、低緯

度地域では主に海流によって、中～高緯度地域では大気

の流れによって行われている。大陸東岸を流れる黒潮や

メキシコ湾流によって北緯20º～30ºまで熱エネルギーが

運搬されているが、北方には海洋が少ないため海流によ

る顕熱輸送は70º付近までである。

水の比熱は約1 ca1/gであるが、空気の比熱はその約1/4、
約0.23cal/gである。ところが水の密度が1g/cm3に対し、

空気の密度は0.0012g/cm3である。したがって水1gの温度

を1℃上昇させる熱で、約3600cm3の空気の温度を1℃上

昇させることができる。海水は空気に比べて非常に大き

な熱容量をもっているので、海洋は熱の運搬の他に、熱

を夏に蓄え冬に放出し、気候を和らげる働きもしている。



大気は低緯度では南北循環(ハードレー循環)によって、

中～高緯度では高気圧・低気圧を伴った蛇行する波動(ロス

ビー循環)によって顕熱の南北輸送を行っている。大気組成

の約0.3%を占める水蒸気の量は、地域ごとに大きく異なり、

底面積1 cm2の鉛直気柱に含まれる量は赤道地方で6g、極地

方で0.1gである。赤道地方で水蒸気に蓄えられた潜熱(1gに
つき0℃のとき596 ca1、100℃のとき539 ca1)は、北方に運

ばれ凝結し、降水となって地上あるいは海上に戻る。その

過程で凝結熱を放出し大気を暖めている。熱帯の海で発生

する台風や熱帯低気圧は、赤道地方の余剰の熱エネルギー

を潜熱として中緯度地方に運搬し、放出する重要な働きを

している。



地球表面が受容する太陽放射のエネルギー

(高緯度ほど少ない; θ:緯度; f:太陽高度)

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



太陽放射の吸収量と地球放射の放出量の緯度分布

(エネルギーが余剰な低緯度地方から不足している高緯度地方へ熱エネ
ルギーが運搬されることにより、大気と海洋の循環が起こっている。)

(Vonder Haar & Suomi、 1971)



放射エネルギーの収支分布

海洋では38度付近まで熱源となっており、余剰な熱は海流によって高
緯度地域に運ばれている

「新しい海洋科学」



地球表層で受ける太陽エネルギーの分布

(23.5ºを中心とした中緯度地域は亜熱帯高圧帯下にあり、晴天の日
が多く、大きな値をとる)

(『最新図表地学』浜島書店、
2002)



大気の流れの原動力

大気が暖められると軽くなって上昇し、地上付近には低

気圧が形成される。一方、冷却されると重くなって下降し、

地上付近には高気圧が形成される。高気圧から低気圧に向

かって大気の流れが生じ、それにしたがって風が吹く。気

圧が高い部分と低い部分の間には、気圧勾配が生じる。こ

れを気圧傾度力という。台風の周辺の等圧線は非常に密で

あり、台風の中心に向かって大きな気圧傾度力が働いてい

る。気圧傾度力にしたがって大気が流れると、台風の中心

に吹き込む風は等圧線に直交するように吹くはずであるが、

実際には等圧線に斜行して、台風の雲は北半球では反時計

廻りに渦を巻いている。これは気圧傾度力の他に、転向力

が働いた結果である。



大気は回転している地球の上で運動しているため、転向力

(コリオリの力)という見かけの力が受けている。転向力は、北

半球では物体の進行方向に対し右向きに働き、南半球では左

向きに働く。

地上1000mより上空では、気圧傾度力に転向力が加わり、風

速に比例して風向は北半球では右へ(南半球では左へ)と変化し

ていく。気圧傾度力と転向力がつりあったとき、風は等圧線

に平行に、北半球では高気圧を右手に見て一定の速さで吹く

ようになる。この風を地衡風という。

地上付近では大気と大地あるいは海洋の問に摩擦力を生じ

る。摩擦力は風向と逆に働き、そのために風は弱くなる。摩

擦力によって、陸上の風速は地衡風の約1/3に、海上では約2/3
に減少する。また風は、地衡風のように等圧線に平行には吹

かず、等圧線に対し35º～20º斜行して低圧部に吹き込む。



低気圧(L)と高気圧(H)の中心付近の風向
(北半球) 

地球が自転しているため、
北半球では進行方向に対
し右向きに、南半球では
左向きに転向力(コリオリ
の力)が働く。

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003
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気圧傾度力と転向力が釣り合っていると地衡風が吹く
(地上約1000m上空の平面)

地衡風は等圧線に沿って一定の速さで吹く(北半球の場合)

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



地上天気図(西高東低の冬型の天気図)と高層天気図

地上付近の風向と上空約5000mの風向に注意。地上付近では等圧線に斜
行して、低気圧に向かって風が吹き込んでいるが、上空では500hPaの

等高線に平行に地衡風が吹いている。

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



地上付近では気圧傾度力と転向力に摩擦力が加わって風が吹く

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



地球表層の気圧配置と南北循環

図10aに示すように南北方向に3つの循環系(セル)が形成されてい

る。1つは赤道地方で上昇し30º～40º付近で下降し雨を降らせ、地

表に沿って赤道に戻るセルであり、ハードレーセルと呼ばれてい

る。もう1つは、極地方で冷却された大気が下降し、60º付近で上昇

する極のセルである。両者の中間には30º～40º付近で下降し、50º
～60ºで上昇しているフェレルセルがある。3つのセルの上昇域には

低気圧が、下降域には高気圧が形成され、暖気団と寒気団の間に

は前線(収束帯)が形成されている。

赤道上には赤道低圧帯(収束帯)、50º～60ºには高緯度低圧帯が形

成され、極地方には極高圧帯が、20º～30ºには亜熱帯高圧帯が形成

されている。また極高圧帯と高緯度低圧帯が接する部分には、寒

帯前線(あるいは極前線)が、亜熱帯高圧帯と高緯度低圧帯が接する

部分には、温帯前線が形成されている。



(a) 地球大気の大循環
モデル (Rossby, 1940)

(b) 子午線循環は3つ
のセルから構成され、
各セルの境界付近の
上空にはジェット気
流が吹いている
(Palman, 1951)

(a) 

(b) 



地球表層の風系

亜熱帯高圧帯から赤道低圧帯に吹く風は、進行方向に向かって
右向きの転向力を受け、東よりの貿易風となる。亜熱帯高圧帯
から高緯度低圧帯に向かって吹く風は転向力を受け、西よりの
偏西風となる。また極高圧帯から高緯度低圧帯に向かって吹く
風は、同様に転向力を受け極偏東風となる。

このように半球につき2つの高圧帯と2つの低圧帯が形成され、
その圧力差にしたがって3つの風系が形成されている。赤道低圧
帯(収束帯)の位置は、夏は北緯20ºまで北上し、冬には南下する。

そのため、気圧配置は季節により南北移動したり、強くなった
り弱くなったり変化するが、貿易風の風向は年中変わらない。

このような風の流れのシステムは、昔から航海に利用されて
いた。コロンブスはスペインを出て、カナリア諸島を経てカリ
ブ海のサンサルバドル島に到着した。この時利用したのが北東
の貿易風である。帰りには偏西風を利用している。その後の奴
隷貿易でも同様な風が利用された。



地球平面の気圧配
置と風系

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



(Garrison, 2002を改作)

コロンブスは北東貿易風を利用してカリブ海のサンサル
バドル島に到着し、偏西風を利用してポルトガルに戻っ

た航路(点線はコロンブスの航路)

貿易風に駆動されて
北赤道海流が偏西風
により北大西洋海流
がつくられている



大陸・海洋の分布と気圧配置
1月の北半球では、ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の上に

高気圧(シベリア高気圧とカナダ高気圧)が、そして北西太平洋

と北大西洋に低気圧(アリューシャン低気圧とアイスランド低気

圧)が発生している。一方、7月の北半球では、ユーラシア大陸

と北アメリカ大陸の上に低気圧が、北太平洋と北大西洋上に高

気圧(太平洋高気圧とバミューダ高気圧)が発生している。

これは大陸と海洋の熱容量の差によって発生したものである。

冬には大陸上の大気が冷却され高気圧が、逆に大洋上の大気は

相対的に暖かく低気圧が発生する。一方、夏には大陸上の大気

が暖められ低気圧が、逆に大洋上の大気は相対的に冷たく高気

圧が発生する。現在の北半球にはユーラシア大陸と北アメリカ

大陸という2つの大陸と太平洋と大西洋という2つの海洋が東西

に分布するために、2つの高気圧と2つの低気圧が東西に2つ形成

されているのである。



日本列島はユーラシア大陸と太平洋の間に位置している。そ
のため、夏には太平洋高気圧からユーラシア大陸上の低気圧に
向かって南東の湿潤な風が吹き込む。一方、冬にはユーラシア
大陸上の高気圧から北太平洋上の低気圧に向かって乾燥した北
西の風が吹く。つまり大陸と海洋上空の気圧のコントラストに
よって、季節ごとに風向が異なる風、季節風が吹く地帯となっ
ている。

海洋の占める面積の大きな南半球では、亜熱帯高圧帯の南側
の中・高緯度には、南緯40°付近から南極にまで広がる低圧帯、
周極低気圧帯が分布しており、その中心は南緯65º付近にある。

この低圧帯では常時天候が悪く、暴風圏となっており、南米南
端のホーン岬からフエゴ島にかけては世界一周ヨットレースの
難関となっている。南極大陸の上空は一年中高気圧の中心と
なっている。なお、南半球の各大陸上には、北半球同様1月(南
半球の夏)には低気圧が、7月には(南半球の冬)には高気圧が発生

している。しかし大陸のサイズが小さいため、北半球ほど海洋
との間に大きなコントラストはできていない。



気象衛星で見た大気の大循環と典型的な冬の気圧配置

(赤道収束帯(低圧帯)の積乱雲が南緯10º付近に分布し、北太平洋の低気圧に
向かってシベリア高気圧から強い季節風が吹き込んでいる)

「ひまわり」の赤外線画像(気象庁ホームページより)



偏西風波動とジェット気流

日本列島を含む中緯度地帯の上空には西風が吹いている。
この偏西風の速度は上空ほど速くなり、日本上空付近で最大
となる。この強風帯の軸はジェット気流と呼ばれ、圏界面近
くの高度10～14km付近を、幅数百キロメートル、厚さ2～3km
で、帯状に地球を取り巻いて流れている。冬の日本上空では、
その風速は秒速40m以上であり、100mを超えることもある。
時速900km程度で西向きに飛行しているジェット機にとって、
ジェット気流は大変強い向かい風である。その結果、冬期の
東京一福岡間の飛行機の所要時間は、東行きより西行きの方
が15～20分ほど遅くなっている。

ジェット気流を最初に確認したのは第二次大戦中、日本を
爆撃するために南方から飛来したB29のパイロットであった。

南方海上から日本上空にさしかかったところで、しばしば強
い西風に遭遇し、B29(最高速度570km/h)の飛行が妨げられた。



冬の日本の上空では亜熱帯ジェット気流と寒帯前線ジェット気流が合
流するため、世界でもっとも強い風が吹く地帯となっている。ジェッ

ト気流の位置は季節によって北上・南下する。
(Rieh1, 1962)



偏西風の風速分布。偏西風は上空10～14kmでとくに強く、風速が
40m/s以上に達するのでジェット気流と呼ばれている。

(『気象ハンドブック』による) 



ジェット気流の軸の部分は南北の気圧勾配の大きな所、

すなわち南北の温度差が大きな所に一致している。それ

はハードレーセルとフェレルセルが接する亜熱帯から温

帯上空と、極のセルとフェレルセルが接する寒帯上空の

2ヵ所である。前者を亜熱帯ジェット気流、後者を寒帯前

線(または極前線)ジェット気流と呼んでいる。南北の温度

差が小さくなる夏には、ジェット気流は弱くなり、その

位置は北上する。逆に温度差が大きくなる冬には、

ジェット気流は強くなり、平均位置は南下する。日本列

島の上空はヒマラヤ・チベット山塊の風下に当たり、冬

にはちょうど2本のジェット気流が合流する。そのために

世界で一番強い西風が吹いている 。



中緯度地方の高層大気(約5000m上空、500hPa)の等高線は南北

に蛇行している。すなわち大気は東向きに流れるだけでなく、北
向きや南向きの成分をもってうねっている。これを偏西風波動と
いう。上空の偏西風波動は、高圧部を右に、低圧部を左に見なが
ら、等圧線に平行に流れる地衡風である。したがって、等高線が
南に伸びたところは周囲より気圧の低いところで、気圧の谷と呼
ばれ、北に伸びたところは気圧が高く、気圧の峰と呼ばれている。
冬の大陸が冷却されてできる高気圧や極の高気圧は背が低く、そ
のため高層天気図では低圧部となる。気圧の峰では多量の大気が
流れ、谷では少量の大気が流れるので、峰の東側では大気は収束
し下降気流を生じて、地上では高気圧が形成される。一方、谷の
東側では、大気は発散し、地上では低気圧が形成される。上空の
気圧の谷の東側には南西の風が、西側には北西の風が吹いている。
したがって気圧の谷の前方では暖かく、後方では寒くなる。

上空の低気圧や高気圧の東進に伴い、地上の低気圧や高気圧も
東に進む。北半球の上空には、気圧の谷や峰が10個前後繰り返し
ながら、地球を1周している。気圧の谷や峰が東進する速度は、1
日1100km程度で、1つの地点では3～4日周期で天気が繰り返す。



寒帯前線ジェット気流は冷たい極気団と暖かい気団が接し、
気圧勾配の大きな所に発生する

(倉嶋厚『モンスーン』河出書房新社, 1972)



偏西風波動の尾根は地表付近の高気圧に、谷は低気圧に対応して
いる。谷の東方では暖気が流れ込み低気圧が発生する。ヒマラ
ヤ・チベット山塊の影響で、ユーラシア大陸東部には定常的に

偏西風波動の谷ができやすくなっている。

(『最新図表地学』浜島書店, 2002)



(a) 北半球上空の偏西風波動と地上の高・低気圧の関係

(b) 冬型の西高東低の気圧配置と上空の偏西風波動に伴
う寒気と暖気の流れ込みの様子

(倉嶋厚『モンスーン』河出書房新社, 1972)

(a) (b) 



偏西風波動は、波長10,000km程度の超長波から3,000km程度の短波長

のものまで、いくつかの波長の波が複合したものである。超長波の谷と峰

の位置は、移動しやすい短波長の波に比べ動かず、その出現場所は季節に

よりだいたい決まっている。超長波の谷はユーラシア大陸東部、北米東部、

ヨーロッパなどに定常的にできていることが多い。超長波の谷の東側の地

上では、小さな気圧の谷がくるたびに低気圧を発生させている。ヒマラ

ヤ・チベット山塊やロッキー山脈のような大規模な地形の高まりがあると、

その地形に規制化された定常的な超長波のパターンが形成される。また大

規模山岳の風下側には定常的に低気圧が発生することになる。

地上の気温や気圧には、地形の影響や地面・海面との熱交換などが強

く影響するので、気団の強さや働きを知るには、上空の気温・気圧を調べ

た方がわかりやすい。したがって高層の偏西風波動の波長や周期、振幅な

どは、天気の長期予報のために重要な情報となっている。

このように自転している地球上で南北に温度差をもつ大気は、中緯度

地域で安定に存在することができず、東西方向に変化する波動を生み出し

ている。高層大気の谷の東側では、温度の高い大気が上昇し、西側では温

度の低い大気が下降することによって、南北の温度差を解消している。



ガリレオ衛星によって南極上空から見た南半球の大気の大循環

超長波の波長にしたがい、大きな低気圧が多数発生し、北半球では逆に時
計廻りに低気圧の渦が形成されている。

(NASAホームページより)



回転体上を流れる流体は障害物によって定常波を発生させる

緯度45ºに障害物があると、偏西風波動は定常波となり、緯度30ºにあると
定常波の振幅が増大する。

(フルツの実験による。 倉嶋厚『モンスー
ン』河出書房新社、 1972より)



ハードレー循環とロスビー循環のフルツ実験

赤道から30°付近までの大気の南北循環(ハードレー循

環)と中緯度の偏西風波動による南北循環（ロスビー循環）

を再現したのが、シカゴ大学のフルツが考案した模型実

験である。彼は3つの円筒の氷と水を使って、大気の大循

環の様子を実験室で再現することに成功した。模型装置

の一番内側の円筒には氷を入れ、外側と2番目の円筒の間

にはお湯を入れ、内側と2番目の円筒の間に水を入れる。

内側の氷(極地域に対応)と外側のお湯(赤道地域に対応)の
間に温度差をつけ、この装置の回転速度を変化させなが

ら中間の水の運動を観察した。



その結果、回転数が遅いときには外側の水は暖められて外
壁に沿って上昇し、内側の水は冷やされて内壁に沿って沈降
する運動をした。これはハードレー循環に相当する。次に水
の表面の動きが可視化できるようにアルミナの粉をふりかけ、
回転速度を上げていくと、アルミナの粉が細い川のように
なって蛇行を始める。これは中緯度における偏西風波動(ロ
スビー循環)に相当する。回転速度を上げていくと蛇行の回
数が多くなり、蛇行する流れの両側に時計廻りと反時計廻り
の渦が発生する。内側の寒冷な渦が高気圧に、外側の温暖な
渦が温帯低気圧に相当する。

回転速度が小さいときは転向力が小さく、赤道地域の循環
(ハードレー循環)に対応し、回転速度が大きくなると転向力
は大きくなり、それは中～高緯度地域の循環(ロスビー循環)
に相当する。このように低緯度地方では鉛直面内の循環で熱
が運ばれているのに対し、中～高緯度地方では水平面内の蛇
行流によって熱が運ばれている。



シカゴ大学のフルツらが行った、回転水槽実験によるハー
ドレー循環とロスビー循環のシミュレーション。

(倉嶋厚『モンスーン』河出書房新
社、1972を改作)

(a) (b)



フルツの回転水槽実験の写真

二重円筒容器の内側には冷却水を入れ(極域に相当)、外側はヒーターで
加熱し(赤道域に相当)、内外壁の温度差を9.0℃にして反時計廻りに回
転させている。回転角速度は、 (a) 0.16 rad/sec、 (b) 0.30 rad/sec。大気
に相当する部分には水を入れ、表面にアルミニウムの粉を浮かべて流

れを可視化している。

(九州大学理学部, 守田治)

(b)(a)


