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上層の風の見当をつけるのに、地上天気図から推測する方法が普通行なわれているが、いわゆる「地

衡風」というものと、実際に吹いている上空の風との間には、時として余りにも大きな違いが発生す

る。 
 
そして、この夏の聞、英国南部では、等圧線から推定すると、高度 3,000 フィートで 20 ノット以上

もの風が吹いているはずなのに、気球を上げてそれをレーダーで追跡してみると、実際にはほとんど

静穏であった、という日が幾日か現れている。 
 
そこでこの小文では、上層の風が予測と異なることがあるのはいかなる理由によるものか、そして、

そういった変化が「天気」とどういう関係を持つのかについての解説を試みる。 
 

1 「等圧線」ではなく「等高度線」 
 
大方の人がなれ親しんでいるのが、地上天気図での「等圧線」であり、その等圧線に直角にスケール

をあてて上空の「地衡風」の強さのめどをつける方法は、かなり一般に行われている（サーマルのし

くみ、P1-2）。 
 
ふつうの天気図には等圧線が表示されているが、気象の専門家が上層の風を解説するために使用する

のは「高層天気図」であり、それには「等高度線」が用いられている。等高度線とは、ちょうど地形

図がそうである様に、特定の気圧が等しい「面」の「高さ」を（メートルで）表している。 
 
上空を飛行する際、高度計の指示を厳密に一定に保ってゆくとすると、機体は気圧が同じ「面」に従

って飛行することになる。飛行のテキストには、気圧の変化が起こった場合には、高度計の示す高さ

と「真高度」のあいだに差が生まれるので注意せよ、と書いてあるはずである。具体的に言えば、高

度計の指示高度が 3,000ft の場合、地上の気圧が 10hPa 下がる毎に、実際の高度も 280ft 下がるとい

う具合である。 
 
よく教科書に載っているのは、これと事故をからめた例であって、気圧が下がって高度計の指示が正

確でない機体が、雲に覆われて見えない、本当ならば高さが 3,000ft 以下であるはずの山に衝突して

しまった、などという形で取り上げられていることが多い。 
 
この、高度計の「誤指示」事

件とは、その飛行機がたどっ

ている等圧面が（QNH を

1,013hPa に 規 制 す る と

908hPa となる）実は傾斜し

ていて、遠くで山岳に交差し

ているために、そういう結末

になったのである（図−1 は、

この目に見えない「傾斜面」

を横断面で表している）。 
 
こういう感じで、地図を描くのと同じ様にして「等圧面」を表すことができる。そしてでき上がった
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図には、地上天気図の等圧線と同じような「等高度線」が表現され、これによって、等圧線と同様に

して風速と風向を知ることができる（高度計の誤差も表示する）。 
 
高層天気図に「等高度線」が使用されるのは、風速を知るのに「気圧」を公式に入れていちいち計算

する必要がないからであって、じじつ簡単なスケールが一組あれば足りる。コンピュータの計算にお

いても、同様な理由で「等高度線」が用いられている。 
 

2 等高度線から風を知る 
 
次ページの図−2 はその根本原理を説明するもので、上の三角形は等圧面が傾いていることを表してい

る。その下の平面図は、その斜面（等圧面）を上から眺めたもので、黒い線のそれぞれが等高度線で

ある。 
 
最初「A」の所に空気の塊が停止していたと

する。そこに何らかの外力が働いて「面」に

傾きが生まれると、初めは重力に従って斜面

を下ってゆくが、その塊が移動してゆくのは

回転する地球の上であって、ちょうどこれは

回転するターンテーブルの上でビー玉を転が

すのと同様になる。外見的にはビー玉はまっ

すぐに進む様に見えるが、テーブルの上に描

く軌跡はカーブしてゆく（実際にテーブルに

乗っていればわかる）。 
 
この「カーブさせる効果」のことが、よく気

象の本に出てくる「コリオリの力」といわれ

るものである。 
 

「コリオリの力」は、地球上の緯度によってその大きさが変化する。まず北極では右回りにコリオリ

の力が最大になり、緯度が低くなるにつれて減少してゆき、赤道上ではゼロになる。 
 
南半球では反対に左回りとなり、南極で最大になる。このため、北半球では高気圧から吹き出す風、

ならびに南半球では低気圧に吹き込む風が、おのおの時計回りとなる。 
 
図−2 では北半球を想定してあるので、「斜面」を下に向かって流れてゆく空気の塊が、徐々に点線の

カーブで描いたように、コリオリの力で右回りに向きを変えてゆく様子を描いてある。 
 
そうして点「B」まで来ると、空気の流れの向きは 90 度だけ変わったことになり、等高度線（斜面）

と平行な流れとなる。そこまで来ると、たとえコリオリの力が働くにせよ、「斜面」を逆に昇り始める

ということはありえないので、力のバランスによって空気は等高度線と平行に流れてゆく。この場合、

風速は斜面の傾きの大きさに比例するようになる。 
 
斜面の傾きが急であると、重力の影響も大となって空気の動きが速くなり、バランスの状態に達する

までが短くなる。 
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このような想定による理想の風が、「地衡風」と呼ばれるものである。 
 

3 寒気と暖気の影響 
 
柱状になった空気を考えると、温度計の水銀柱と

おなじで、温められれば当然伸びる。そこで、空

気が温まると「等圧面」が押し上げられる。この

ことは、特に高空を飛行する場合に顕著に現れる。

いま仮に、海の上を飛行中の航空機が 300hPa の

気圧の高さを保っていたとすれば（高度計を

1,013hPa に規制するならば）、高度計の指示する

高度は 30,066ft もしくは 9,164m となるはずであ

る。 
 
その航空機が熱帯に（平均気温が高い）さしかか

ると、真の高度（電波高度計で測定して得られる

値）はおそらく 32,000ft を超えるであろうし、反

対に極地方では真高度は28,000ft位にまで下がる

だろう。つまり、旅客機などが高度計の値を一定

に保ちつつ熱帯から極地に向かうとするならば、

実際の高度は 4,000ft 以上も下がってしまうので

ある。 
 
前ページの図−3 は、実際に吹く風が 2 つの要素から成り立っていることを表している。 
 
まず、地上での気圧が変化すると、等圧面（たとえば 1,000hPa）に傾きができる。標準大気では、

1,000hPa の等圧面は地上気圧が 1,000hPa のところで地面と接し、おなじく 1,013.2hPa（1 気圧）に

なると、その面の高さは 364ft となる。ここで気温が一様であると仮定すれば、上空の等圧面の傾き

はそれぞれ同じとなる。 
 
次に、気温の変化がある場合を考えてみる。普通、

気温がどこでも同じということはあり得ない。そこ

で、気温の差を考えに入れると、高度とともに「面」

の傾きが急になる。 
 
図−3（b）がそれを表したもので、左側が寒気、右

が暖気の部分である。その暖気の部分では空気の柱

が膨張して高くなっているので、上空に行くに従っ

て左右の傾きが急になっていることがわかる。急斜

面は強風を意味し、時として風速は 200 ノット（も

しくはそれ以上）にも達することがある。通常、ジ

ェット気流が寒気と暖気の境目、すなわち前線に伴

って流れるというのはこのためである。 
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この温度による影響が、時として地上天気図の等圧線とは反対の方向に現れるので要注意である。図

−4 にそのことを表す。 
 

この図は、気圧の低い側に暖気が存在する場合を描いたもので、この真に幾度か現れたパターンの、

南部沿岸地域で冷たい東の風が吹いている一方、英国海峡からフランスにかけての上層に暖気が存在

したときの状況である。 
 
一番下の等圧面（a）は東の風をあらわしているが、面 B、C、D、E となるに従って、左（すなわち西）

側の暖気の影響によって「面」の傾きが逆に強くなってゆく様子がわかる。B の高さでは「面」は水

平であり、E と D では完全に逆である。 
 
冒頭に述べた「上空では静穏であった」というのはこのことで、カードローズの海軍航空基地での現

況が「090 度の風、18 ノット、ガスト 26 ノット」というのに加えて、地上の等圧線も東のやや強い

風が吹く形になっていたので、誰しもが 3,000ft で東風が 25 ノット位はあるはずだと思っていた。と

ころが、実際は余り離れていないカムポーンのラジオゾンデ測候所でのレーダーによる観測では、

3,000ft あたりでほとんど無風であることが確認されたという次第であった。 
 

4 等高度線がカーブしていると 
 
前の図−2 は最もシンプルなケースを考えたのであって、現実には「線」が長い距離にわたって直線、

平行であるということはほとんどありえない。 
 
等高度線が曲がっていると、更に「遠心力」を考えに入れなければならない。遠心力とはどんなもの

でも曲がった軌跡を描くものについてまわる「力」である（普通、気象学の教科書などには「求心加

速度」などとして記述されているが、普通人の感覚ではカーブの外側に飛び出すという感じの「遠心

加速度」の方がピッタリ来るのではないだろうか）。等高度線の曲がる方向によって、以下のとおり遠

心力の作用が違ってくる。 
 
1）低気圧の場合（図−5） 
 
図−5 の様に、低気圧の回りを囲む様に曲がっていると、重力の作用で「落ち」ようとする前に、コリ

オリの力が右に偏向させようとして、重力による「引き」を弱める。更に、この働きに「遠心力」が

加わるために、風のスピードは「線」がまっすぐな場合よりも小さくなる。通常、低気圧の周りでは

「線」の曲がり方が大きいので、同じ気圧の傾きであっても、等高度線がまっすぐな場合に比べれば

はるかに風速が小さくなる。 
 
要するに、曲がりが強くなれば、それだけブレーキの作用が強くなるということであり、「線」がまっ

すぐな場合に比べると、風の強さはおよそ半分位になるであろう。 
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2）高気圧の場合（図−6） 
 
等高度線が高気圧を囲む形になっていると、

遠心力の作用が前に述べたのとは逆になる。

すなわち、遠心力が重力の「引き」と複合

してその力を強める。この場合には、コリ

オリの力はもはや用をなさず、空気が線か

らあふれて流れて出すのを止められない。 
 
遠心力と重力が合わさっているため「傾き」

は実際よりも急になる感じで、このために

高気圧を囲む等高度線に沿う流れの方が風

速が大きい。 
 

理論的な「地衡風」のほぼ倍になるまで強く吹く場合もあるが、そうなると流れそのものが不安定に

なってしまい、もはや高気圧を囲む急な曲がりに沿っては流れなくなり、等高度線からあふれ出す。 
 
この作用によって、高気圧の中心付近では「傾き」の大きさが限られることになる。込み合った「線」

が強い低気圧の中心付近にだけ存在し、高気圧の中心には見られないのはこのためである。 
 
5 「加速」の効果 
 
ふつうわれわれがグライダーに乗っていて

速度を上げようとするときは、機首を下げ

て高度を速度に変換する（位置エネルギー

を運動エネルギーに変える）。速度を小さく

する場合には機首を上げ、加速するのと反

対のことを行う。 
 
いま、等高度線と平行に流れている空気が、

更に急な「斜面」に出会ったとすると、空

気は「線」を横切って斜面を下る格好で加

速する。ちょうど私たちがグライダーで行

うのと同様、高度を速度に変えるのである。 
 
図−7 は、等高度線がせばまり始めた「ジェ

ット気流の入り口」を描いたもので（a）
はその平面図、（b）のほうは入り口手前の

ななめ上から眺めた 3次元のスケッチであ

る。 
 

最初「A」のところにあった空気が斜面を下って加速してゆくが、これを別の表現で表せば、「風」が

フルスピードで安定するまでしばらくの間は、「線」を横切って進むというように言える。 
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左の図−8 には、「ジェットの出口」に

さしかかった気流が減速するようすを

示してある。 
 
この場合、減速するために「速度を高

度に変える」ので、今度は斜面を昇っ

て行くことになる。この平面の図では

右に向きを変えているが、この際に完

全なループを描くこともある。これは

理屈には合わない現象ではあるが、衛

星写真で実際に確認されている。 
 

さらには、等圧気球を「入り口」から放流する実験でも、気球が同様の軌跡をたどることがみとめら

れ、気球のいくつかは「出口」で右に偏向し、完全にひと回転することも確認されている。 
 

高空を飛ぶ航空機からも同じような「風」が観測されている。「ジェットの入り口」の付近では等高度

線を超えて低気圧の側に流れ、「出口」では高気圧の方に偏向してゆく。その偏向の角度は、時として

30 度位までになることもある。 
 

6 前線とジェット気流 

 
前線とは、温度の違う空気の塊の境目のことをいう。冷たい空気と暖かい空気が引き寄せられると、

そこの部分で気圧の傾きが急になる。図−9 の（A）と（B）にその比較を示してある。 
 
寒気と暖気が接近すると（B）の通りに傾きが急になる。（C）はより現実に即した形に描いたもので、

二つの気団を分ける前線の面の、それも圏界面に近い部分で傾斜が急になっていて、両端に近いとこ
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ろではそれが緩やかになっている。 
 
ジェット気流とは、このような等圧面に段差がある部分に存在する。 
 
（訳注：「圏界面」対流圏と成層圏の境の面、2℃/1,000m 以下の気温減率が 2km 以上の高度にわたっ

て続く場合に、その最も下の層の高度が「圏界面」として報告される。通常、寒帯で低く熱帯では高

くなっている。また季節的な変化も起こる。AIM 参照） 
 

7 前線とジェット気流の相互作用 
 
下の図−10（a）は、8 ページの図−7 に示した「ジェットの入り口」を、手前上から眺めたかたちの 3
次元図である。 
 

 
初めに「A」にあった空気が「斜面」を下り、等高度線をまたぎながら加速してゆくと、もと「A」の

あったところに、一種の「空隙」ができる理屈になる。自動車がカーブの部分からスピードを上げて

ゆくと、「車間距離」もだんだんに拡がってゆく様になるが、それと同じ感じである。 
 
このような場合、大気中ではこの「空隙」は下方から昇ってくる空気によって満たされるが、そうす

ると今度は「B」の部分の空気が不足する。不足するということは気圧が下がるのと同じで、つまり

はこの「B」の所に、新しく低気圧あるいは「前線の折れ曲がり」が発生するという仕組みである。 
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次ページの図−10(B)は、それをタテに切った断面で、上空の空気の塊「A」が加速してジェット気流

になった後、「B」の位置の気圧が低下することを描いている。 
 

8 低気圧の発生する場所 
 
以上に説明したごとく、「ジェットの入り口」の向かって、その右側が低気圧が発生しやすい場所であ

る。反対の作用が「左側」で起こり、ここでは地上の気圧が上昇してゆく。 
 
いろいろな条件が複合して地上の低気圧が強まると、最も下層の空気は、そこを中心に回転を始める。

すると、上空のジェットはあたかも吸引ファンのごとく作用して、低気圧から空気を吸い上げるかた

ちとなる。 
 
当然ながら、上昇する空気は冷やされて雲ができるが、そのときには膨大な量の潜熱エネルギーもこ

れに加わることになる。 
 
「ジェットの出口の向かって左側」の所でも、等高度線を横切る空気を補償するための上昇流が発生

し、同じようなプロセスが起こる。 
 

9 高気圧のできる場所 
 
ところが「出口の右側」では状況が違ってくる。空気が右に回りながら減速してゆくと、そこの部分

に余った空気が「堆積」し、そして沈下を始めると、地上では気圧が高くなり、新しい高気圧の誕生

となる。「入り口の左側」でも同様のことが起こる。 
 
以上のような説明は、かなりオーバーに単純なものであって、実際には生のデータを数値モデルに入

れ、それをコンピュータが計算して、異なった高度におけるそれぞれの加速がどのように相互に作用

するかを算出する。しかし、最初のようなシンプルな説明のほうが、頭の中にイメージを創るのには

かえって役に立つ。 
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10 要点として覚えておきたい事 
 
（A）どのような流れであっても、「寒気」と「暖気」を引き合わせるようなものは、上空の風速を増

加させる。 
 
（B）数兆トンもの空気が加速されられると、その流れは完全にはバランスされない。 
 
（C）バランスされていない流れは、地上と成層圏の下部（ときにはもっと高く）との間に大規模な

上下方向の空気の動きをつくる。 
 
（D）地上に現れる低気圧、高気圧は、こういった上空の空気の動きによって形成される場合が多い。 
 
（E）地上の低気圧あるいは高気圧が発達する際には、反対に上空の流れを変化させる。初めのうち

は流れのプロセスを強め、後になると逆にブレーキの働きをする。 
 

11 ウェーブと上層の風 
 
ジェット気流が近づいてくるというのは、普通の場合ソアリングをするのには歓迎されない。それは

天候が不安定になって雲がふえて、ことによると雨が降るということを意味するためである。 
 
しかし、ひとつだけ良いことがある。ウェーブが発達するというのがそれである。普通、強いウェー

ブができるためには、最初に山岳に当たってバウンドしたウェーブのエネルギーが、どこか適当な高

度のところで跳ね返ってこなくてはならない。この「エネルギーの反射」が適当に起これば、はじめ

はごく弱かった「波」が、パワフルな上下動にも発達する。ふつう、大気がこのような「共振」の周

期を得るまでには、多少の時間がかかる。 
 
このようにエネルギーを「閉じ込める」のにうまく作用するのが、上層のジェット気流である。高い

所を高速で流れてゆく空気が、ちょうど「反射板」のように働く。そして、この「閉じ込められたエ

ネルギー」が大きければ大きいほど、ウェーブの波が延々と続いてゆく。 
 
実際のウェーブが発生している日には、エネルギーの流出が起こっていて、そのために下流に行くに

従って波動が弱まってゆく。力学の専門家の中には、この弱まってゆく状態のことを「エネルギー流

出モード」として、波動がおさまらずに連続する「エネルギー閉じ込めモード」と区別している人も

ある。 
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ジェット気流の付近を写した衛

星写真に、巻雲ができる高さま

で発達し、非常に長い波長を有

するウェーブが見られることが

良くある。その「付近」という

のは、上層のジェット気流のコ

アと地上の前線のちょうど中間

のあたりで、上空の風速はまだ

エネルギーを閉じ込めるだけの

速度を持っていて、いっぽう下

からできる積雲の高さは、低い

所のウェーブを破壊するまでに

は高くならないという領域であ

る（図−11 上）。 
 
ジェット気流の中心が、地上の

前線の寒気の側の数百マイルの

所に平行して存在することがよ

くある。寒冷前線が等圧線と平

行になっていると、ジェット気

流もおそらく同様になっている

はずである。 
 
そして、その前線に交差して、

ちょっとした気圧の尾根が存在する部分（すなわち雲の頭が押さえられる領域）こそ、「使える」ウェ

ーブのできる所である。 
 
前線の面はウェーブの生成に必要な「安定層」を提供し、いっぽうで上空のジェットはエネルギーの

反射板の役割を果すという具合である。そして、この二つの条件が揃えば、すばらしいウェーブがで

き上がる。 
 
実際にそのような気象条件の日には、アイルランドの西で発生したウェーブが、風下のスコットラン

ドをほぼ覆い、北海上をはるかノルウェイの中間くらいの所まで波動が連なっているのが、いくたび

か気象衛星の写真に記録されている。 
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本翻訳版につきましては、1990 年 10 月 26 日付けで、英国 BGA より「非商業ベースでの複製ならび

に配布」の承認を得ております。 
「本文献より引用をされる場合には、出典を明らかにしていただきたい」というのが、著作者の要望

です。 
 
内容に関してのお問い合わせは、大石 直昭 まで： 
naoakiyy@ytv.home.ne.jp 
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