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冬季から初夏における南半球大気のQBO に対する応答 
 

山下陽介１、直江寛明２、井上誠３、高橋正明４ 

1. 海洋研究開発機構（JAMSTEC）、2. 気象研究所（MRI） 

3. 秋田県立大学、4. 国立環境研究所（NIES） 

 

図 1 赤道東西風の時間―高度断面図（9～48カ月成分）（Baldwin et al. 2001 Plate 1） 

本報告書に掲載した内容は，Yamashita et 

al.（2018）として出版されており，山下他
（2019）でも本報告書と同様の解説を行った． 
１．はじめに 
赤道成層圏には準２年周期振動（QBO）と

呼ばれる卓越した変動が存在し，西風と東風
が交互に現れる振動現象で特徴付けられる．
QBO に伴う東西風の振幅は 5～40 hPa 付近
で約 20 m/s で，東西風の位相は１ヶ月当た
り約 1 km の速度で下降している（図１）．
QBO は赤道域に存在する波によって駆動さ
れていることが知られてきた． 

QBO は赤道域周辺の循環に加え北半球極
渦強度にも影響することが知られており，中
高緯度の波や循環の変化とも関係するとさ
れてきた（例えば，Plumb and Bell 1982；Holton 

and Tan 1980）．Plumb and Bell（1982）では，
QBO に伴う二次循環が赤道周辺に影響を及
ぼすことを示した（図２）．図２は，QBOに
伴い上層が西風，下層が東風となる場合（西
風シアの場合）の模式図で，温度風の関係（赤
道上で𝑢"# = −𝑅(𝐻𝛽)+,𝑇..）からその場所が

高温偏差となり長波放射加熱項が相対的に
冷却傾向となるために，断熱加熱項で打ち消
すような下向きの循環が駆動される．さらに，
質量保存を満たすように赤道周辺の循環も
駆動されることを表している． 

 

図 2 QBOの⻄⾵シアにより駆動される⼆次

循環の模式図（Plumb and Bell 1982 Fig.1 改） 

QBO の北極渦への影響については，
Holton and Tan（1980：以降 HT80）が 50 hPa

の赤道東西風で定義した QBO西風相の際に，
東風相の際よりも冬季北極渦の西風が強く

西風

東風
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なりやすいことを統計的に示し，Holton and 

Tan Effect（HTE）と呼ばれている．ロスビー
波は次式のように東風域や西風が強すぎる
場所を伝播できない特性があり（Charney and 

Drazin 1961）， 

	0 < 𝑢" − 𝑐 < 𝑢"3 ≡ 𝛽(𝑘6 + 𝑙6 + 𝜀/4𝐻6)+,， 

HT80 では QBO に伴いロスビー波の伝播条
件を満たす領域の端に当たる東西風速０m/s

の緯度が変わるために波の伝播を変えて北
極域に影響することを示唆していた．しかし
HTE のメカニズムについては，赤道上部成
層圏の影響や QBOに伴う子午面循環の変化，
対流圏～下部成層圏の波の変化など様々な
指摘があり，いまだに不明な点も多い． 

QBO の南極渦への影響については，1980

年代に初期的な研究が行われており，Holton 

and Tan（1980）は，南極周辺の数点の観測点
ではあるが 50 hPaにおけるQBO西風相で東
風相よりも９～11 月の西風が強いことを報
告していた．また Garcia and Solomon（1987）
は，1979～1986 年の限られた期間ではある
が 50 hPaにおける QBO西風相の年に 10月
のオゾン極小値が低下しやすいことを報告
していた．1990年代後半以降になると，客観
解析データの解析が行われ，50 hPaではなく
20～30 hPaで定義した QBOの位相と南極渦
の東西風との相関がよく，11 月に相関が最
大となることが報告されている（例えば
Baldwin and Dunkerton 1998；Naito 2002；
Anstey and Shepherd 2014）．また Hitchman and 

Huesmann（2009）は，10～20 hPa付近の QBO

位相に対応する東西風シアで分類してコン
ポジット平均の差を取ると，９～11 月には

QBO と南極渦変動との間に有意な正の相関
があることを示していた．他方，惑星波の上
向き伝播との関係も解析されており，QBO

東風相では西風相よりも南半球成層圏で惑
星波の上向き伝播が強く南極渦強度が早期
に弱化しやすいことが指摘されている
（Newman and Randel 1988；Naito 2002）． 

このようにQBOが南極渦に影響し惑星波
の伝播が関係していることは示唆されてい
るが，QBO 位相を定義する高度や定義方法
により結果が変わっており，また手法として
用いられてきたコンポジット平均の差には
太陽周期やエルニーニョ・南方振動（ENSO）
など他の年々変動の影響を含む可能性が残
っている．そこで，本研究では QBO位相の
定義方法を工夫し，線形重回帰分析を用いて
長期間の客観解析データから QBOの影響と
他の変動の影響とを分離することで QBOの
南極渦への影響プロセスを調べた． 

２．手法 
QBO を定義する際に，赤道域で行われた

rawinsonde の東西風観測データに対して主
成分分析を行い，卓越する２モードを抽出し
た．図３は第１主成分（EOF-1）と第２主成
分（EOF-2）の鉛直プロファイルを示したも
ので，EOF-1が 55.3%，EOF-2が 40.9%の寄
与率なので，両者で全体の分散の約 96%を説
明できる．EOF-1 は 10～20 hPa 付近の中部
成層圏に極値を持つので便宜上「中部成層圏
QBO」と呼ぶ．EOF-2 は 30～50 hPa 付近の
下部成層圏に極値を持つので「下部成層圏
QBO」と呼ぶ．これらのスコア時系列（PC-

1，PC-2）を QBOa(t)，QBOb(t)として重回帰
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分析の式に導入する．重回帰式には他にも等
価実効成層圏塩素（EESC），太陽活動（Solar），
ENSO，火山噴火（Vol）の項を説明変数とし
て加えた． 

𝑌(𝑡) = 𝑐> + 𝛼𝐸𝐸𝑆𝐶(𝑡) + 𝛽C𝑄𝐵𝑂𝑎(𝑡)

+ 𝛽H𝑄𝐵𝑂𝑏(𝑡) + 𝛾𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟(𝑡)

+ 𝛿𝐸𝑁𝑆𝑂(𝑡) + 𝜀𝑉𝑜𝑙(𝑡) + 𝑅(𝑡) 

Y(t)は目的変数で，1960～2010年の期間の
JRA-55 客観解析データから計算した月平均
した東西風，気温，E-Pフラックス，残差平
均子午面循環の値を目的変数として解析を
行った．なお，E-Pフラックス，残差平均子
午面循環を計算する際には日平均データを
用いて，導出後に月平均を行ったので，日々
の擾乱に伴う成分は含まれている． 

３．結果 
表１は南極渦周辺の 40～80ºS，1～200 hPa

東西風を目的変数として重回帰分析を行い，
回帰係数の値と１σ の範囲を示したもので，
春季（９～11 月）～初夏（12 月）には，ハ
ロゲン濃度変化によるオゾン変化により生
じた EESC と南極渦強度との関係を除けば，
南極渦変動に対して中部成層圏，下部成層圏
QBO の寄与が大きい．そこでこれらの成分

に着目して詳細な解析を行う． 

図４（a）は南極渦の季節変化を反映する
10 hPaにおいて気候値的な東西風（緑線）と
東西風の中部成層圏 QBO成分（QBOa成分：
𝛽C）の回帰係数の値（黒線）の緯度―時間断
面図を作成したものである． 

 
図 3 ⾚道東⻄⾵の観測データから主成分分

析により導出した EOF-1 と EOF-2 の（a）鉛

直プロファイルと（b）スコア時系列 

表 1 南極渦の東⻄⾵を⽬的変数とした場合の回帰係数の値と１σの範囲を⽰したもの． 

単位は m/s，太字：係数の⼤きさが１𝜎を超えたもの，⾊：２𝜎を超えたもの，𝛼：EESC，𝛽C：中

部成層圏 QBO，𝛽H：下部成層圏 QBO，𝛾：太陽活動，𝛿：ENSO，𝜀：火山噴火 

(b) 

 

(a) 
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中部成層圏 QBOに伴う西風偏差は，７月
に南半球低緯度の０～30ºS付近にあったが，
８～11 月にかけ南極側に移動し中高緯度域
で西風偏差を示す．同時期に60ºS付近では，
気候値的な西風が弱まる．11～12 月になる
と気候値的な西風が東風に変わり，東西風速
０の場所（太緑線）に西風偏差の極大が重な
る．これは中部成層圏 QBOが西風相の場合
に東風相の場合よりも西風が継続しやすい
ことを意味するので，南極渦のシフトダウン
の時期の遅れを表す． 

下部成層圏 QBO 成分（QBOb 成分：𝛽H）
に伴う西風偏差は，６～７月頃の30～40ºS付
近や 11 月頃の南半球中高緯度域では西風偏
差であるが，８月には 30～40ºS 付近の西風
偏差が不明瞭になっている（図４b）．このよ
うに下部成層圏 QBOに伴う偏差の季節変化
の特徴が，中部成層圏 QBOに伴う偏差とは
異なる振る舞いをしているように見えるの
で，中部成層圏 QBOに伴うプロセスを調べ
た後，下部成層圏 QBOに伴うプロセスがど
のように異なるのか調べた． 

 
図 4 1960〜2010 年までの，10 hPa における東⻄⾵の（a）中部成層圏 QBO と（b）下部成層

圏 QBO 回帰係数（等値線，単位は m/s）の緯度―時間断⾯図に東⻄⾵気候値（緑線，10 m/s 毎）

を重ねた（Yamashita et al. 2018 Fig. 2 改）． 

中部成層圏 QBO に伴う南半球低緯度の
偏差は真冬の７月頃から見られていたので，
７月の緯度―高度断面の偏差を作成した（図
５）．赤道域では QBO そのものに対応して
10～20 hPa付近に西風偏差，１hPa付近に東
風偏差があり，東風シアなので，温度風の関
係から低温偏差となる．このような東風シア
の領域では上昇流が駆動され，質量保存を満
たすように 1 hPa付近で南向き，15 hPa付近

で赤道向きの循環が駆動される（図５bの矢
印）．この循環は，Plumb and Bell（1982）等
で示されている QBO二次循環に対応し，図
６の紫矢印で模式的に示している．20～50ºS

の１～15 hPa付近は，二次循環のうちの下降
流の部分に当たり，断熱加熱の偏差となるた
め高温偏差を形成している．下層の 50～15 

hPaは西風シアになっているので，上層１～
15 hPaとは逆回りの二次循環が駆動されて，

？

10 hPa 東西風回帰係数
a（中部成層圏QBO）OBQ)a( a（下部成層圏QBO）OBQ)b(
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20～50ºS付近に低温偏差を形成する．このよ
うに生じた気温偏差は，図５（a）に見られる
中緯度 1～５ hPaの西風偏差，５～50 hPaの
東風偏差と温度風の関係で対応している．南
極渦は季節とともに南極側に移動している
が，西風偏差は図５（a）の緑線で示した南極
渦の中心軸よりも赤道側に位置しているの
で，QBO 西風相で南極渦の季節変化が遅れ

ることに対応する．そのため，真冬に対流圏
から成層圏に伝播し成層圏で上向き・赤道向
きに伝播している惑星波の伝播が QBO西風
相の際に抑制されて，下向き・極向き偏差を
示す（図５c）．７月に見られたこれら一連の
特徴は，10月まで継続して見られており，成
層圏への惑星波の伝播は継続して抑制され
ていた（図８a）． 

 
図 5 （a〜c）７⽉における中部成層圏 QBO 回帰係数の緯度―⾼度断⾯図（Yamashita et al. 2018 

Fig. 4 改）．（a）東⻄⾵の回帰係数（⿊線）と気候値（緑線），（b）気温（⿊線，単位は K）と残差

平均⼦午⾯循環（⽮印，単位は m/s）の回帰係数，（c）惑星波（東⻄波数１〜３）の E-P フラッ

クス回帰係数（⽮印，単位は kg/m/s2），及び，E-P フラックス発散の回帰係数（等値線，単位は

m/s/d；⾚⾊：発散偏差，⻘⾊：収束偏差）．残差循環と E-P フラックスの⽮印は，鉛直成分を⽔

平成分の 100 倍しており，右下のスケールは⽔平成分に対して作成した．100 hPa より下の残差

循環の⽮印は 0.3 倍，E-P フラックスの⽮印は 0.1 倍している． 

 
図 6 QBO の東⻄⾵（⾚道上の⻘丸と⾚丸）

に対して，循環（紫の⽮印と円），気温（⾚と

⻘のハッチ），東⻄⾵（⾚丸と⻘丸）がどのよ

うに応答するのかを模式的に表したもの．60ºS

付近の半円の⿊点線は南極渦を表す． 

下部成層圏 QBO に伴う偏差は晩冬の８
⽉頃に特徴的な構造を⽰していたので，８⽉
を調べた．⾚道周辺では QBO ⼆次循環に伴
う南北流が解析されているが（図７b），20〜
50ºS，10〜20 hPa 付近を⾒ると，⼆次循環
の下向き偏差が⼩さい．代わりに⾚道から南
半球中⾼緯度域にまで南向き偏差の領域が
拡⼤し⾼緯度域では下降している． 

図３（b）のように，下部成層圏 QBO の
位相は中部成層圏 QBO の位相よりも時間

(a)東西風 (b)気温と循環 (c)惑星波伝播
真冬（７月）における中部成層圏QBO応答

低温
偏差

赤道30ºS

15hPa

1 hPa
高温偏差

60ºS

西風
偏差 東風

西風東風
偏差50hPa
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変化が遅れるので，QBO ⼆次循環に伴う南
半球の偏差も，同様に時間の遅れとして現れ
ることが期待される．しかし，それとは異な
り循環偏差の空間分布に違いが現れたので，
８⽉頃の下部成層圏 QBO に伴う偏差には
⼆次循環では説明が付かないプロセスが含
まれていると考えられる． 

中⾼緯度の⼦午⾯循環は波活動による平
均流の加減速と整合的に変わっており（定常
を仮定すれば、𝑓>�̅�∗ + 1/𝜌>∇ ∙ 𝑭=0），下部成
層圏 QBO に伴う対流圏から成層圏への惑
星波伝播が変化していれば，その影響も受け
る．図７（c）の 40〜80ºS，10〜200 hPa 付
近では，実際に惑星波伝播の増⼤を表す上向
きの E-P フラックスが解析され，成層圏で
は E-P フラックスの収束偏差（⻘⾊）が⾒ら
れるので，残差循環の偏差が⾚道から南半球
中⾼緯度域にまで南向きであったことと整
合的である．また，図４（b）や図７（a）で
８⽉に 30～40ºS 付近の⻄⾵偏差の不明瞭化
が⾒られることとも整合的になっている． 

季節変化を解析すると，下部成層圏 QBO
に伴い晩冬の８⽉頃にだけ惑星波の上向き
伝播の増⼤が⾒られており（図８b），QBO
⼆次循環に伴う成層圏のプロセスとは別に，
８⽉頃にだけ QBO に伴い対流圏から成層
圏への惑星波伝播を増⼤するプロセスも存
在していたと考えると，下部成層圏 QBO に
伴う偏差を⽭盾なく説明可能である． 

４．まとめ 
QBO の南半球極渦変動への影響プロセ

スは，どの⾼度の⾚道 QBO を⽤いるか，ど
のように QBO 位相を定義するのかで結果
がまちまちで，影響を調べる⼿法も限られて
いたため，不明な点が多かった．本研究では，
これまでのコンポジット解析では他の年々
変動を含む可能性が残り不明瞭であった
QBO と南極渦との関係を重回帰分析により
調べ，重回帰式の説明変数とした中部成層圏
QBO，及び下部成層圏 QBO の項を分析す
ることで，QBO が南半球極渦に影響を与え
る２つの経路を⽰唆する結果を得られた． 

 

 
図 7 図５と同様だが，８⽉における下部成層圏 QBO 回帰係数（Yamashita et al. 2018 Fig. 5 改）． 

  

(a)東西風 (b)気温と循環 (c)惑星波伝播
晩冬（８月）における下部成層圏QBO応答
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まず１つ⽬の影響経路として，中部成層
圏 QBO に伴う⼆次循環が低緯度域の南半
球⼤気応答を引き起こし，さらに⾼緯度域の
応答をもたらすというプロセスを⾒出した．
これにより南極渦の中⼼軸が季節進⾏の中
で下降している速さが，QBO ⻄⾵年の８〜
11 ⽉に⾼緯度域（60ºS 付近）で遅くなりや
すい．１つ⽬の影響経路では南半球晩冬の 8
⽉において南極渦が⼀時的に弱まる応答を
説明できていなかったが，１つ⽬の影響経路
で説明できていない部分を詳細に調べるこ
とで２つ⽬の影響経路を⾒出した．２つ⽬の
影響経路は，8 ⽉において下部成層圏 QBO

が南半球中⾼緯度域の対流圏から成層圏へ
の惑星波の上向き伝播の増⼤を引き起こす
プロセスで，このプロセスを含めると８⽉に
南極渦が⼀時的に弱まる傾向も⽭盾なく説
明可能である． 
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図 8 40〜80ºS 平均した惑星波の E-P フラックス鉛直成分（等値線，単位は×10-3 kg/m/s2）と

E-P フラックス発散（⾊，単位は m/s/d）の（a）中部成層圏 QBO と（b）下部成層圏 QBO 回帰

係数の時間―⾼度断⾯図（Yamashita et al. 2018 Fig. 6 改）．E-P フラックスの上向き偏差が実線，

下向き偏差が点線で，発散偏差が⾚⾊，収束偏差が⻘⾊で表されている． 

 

  

惑星波の鉛直伝播と東西風加速
a（中部成層圏QBO）OBQ)a( a（下部成層圏QBO）OBQ)b(
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