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圧が形成される。もう 1つは，北太平洋上にみられる北

太平洋高気圧 （以下，本稿では日本に関して特定される

太平洋高気圧を用いる） である。太平洋高気圧は亜熱帯

高気圧の一部で，背が高く，地表付近は特に高温多湿と

いう性質をもつ。大和田・石川 （2005） は，2004年の猛

暑事例を解析し，日本付近でこの 2つの高気圧が重なっ

ていることを指摘した。

夏の日本の天候を支配する存在として，PJパターン

（Pacific-Japan pattern；太平洋－日本パターン；Nitta, 

1987） というテレコネクションがある。フィリピン近海

で海面水温 （SST） が平年より高い 〔低い〕 と，ここでは

積雲対流活動が活発 〔不活発〕 になり，日本付近では下

降流が強化されやすく 〔されにくく〕 なる。その結果，

太平洋高気圧が強化され 〔オホーツク海高気圧が停滞し

やすくなり〕，日本では猛暑・残暑 〔冷夏・天候不順〕 の

傾向となる。これが正 〔負〕 のPJパターンである （図 1）。

1．はじめに

近年，国内では夏季の猛暑の際，「命にかかわる危険

な暑さ」「災害級の暑さ」といった表現が使われるよう

になった。特に2018年 7月は東日本で記録的な猛暑とな

り，7月23日には東京都内 （青
お

梅
うめ

） でも初めて最高気温

が40℃を超えた。また2020年も国内で最高気温が40℃

を超える地点が続出しており，猛暑や残暑は，気象学的

にも日常生活を送るうえでも興味深いテーマといえる。

一般に，夏の日本付近には 2つの高気圧が存在する。

1つは，大陸の上空で大気上層 （概ね300 hPa面以上，

70 hPa面以下） にみられるチベット高気圧である。標高

の高いチベット高原では，強い太陽放射やアジアモン

スーンによる凝結熱の放出で大気が加熱され，大気の層

厚が大きくなる。その結果，対流圏上層から成層圏下層

にかけて周囲より等圧面高度が高くなり，チベット高気
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竹村ほか （2013） は2012年，若松ほか （2019） は2018年

夏季の気象場を解析し，正のPJパターンが日本の猛暑

の一因であることを指摘した。

さらに，太平洋のラニーニャ現象も，日本の猛暑・残

暑を考えるうえで鍵になる現象である。ラニーニャ現象

の際は，太平洋熱帯域で吹く東風 （貿易風） が強まり，

暖水が太平洋西部インドネシアやニューギニア島近海に

吹き寄せられる。この海域ではSSTが高くなるため，積

雲対流活動が活発になり，ここで上昇した空気が北上し

て日本付近で下降し，太平洋高気圧が強化されるため，

日本では猛暑・残暑となる傾向が強まる （山川，2010；

小倉，2015；ほか）。

前述のとおり，日本での猛暑・残暑は，様々な要因に

よって引き起こされる。また，過去の猛暑事例を解析

し，当時の大気・海洋の特徴を明らかにした研究は複数

なされている。一方で，複数の事例を解析し，それぞれ

共通点・相違点を明らかにした研究は少ない。また，残

暑も含めた研究も少ないようである。

そこで本研究では，まず過去の猛暑・残暑事例を複数

抽出し，当時の大気・海洋の特徴や猛暑・残暑のメカニ

ズムなどの解析を総観規模 （概ね水平スケール1,500 km

以上） で行うことを目的とした。また，解析結果をもと

に比較検討を行い，各事例の共通点と相違点を明らかに

することも目的とした。

なお，「残暑」という表現は，本来は立秋以降の暑さ

のことをさす。しかし，本研究では便宜上，「猛暑」は

6～8月に用い，「残暑」は 9月に用いることとする。

2．使用データ

・気温の地域平均平年差 （気象庁）

・NCEP/NCAR再解析データ （NOAA）

・COBE-SST （Ishii et al. 2005）

・Interpolated OLR, Daily (non-interpolated) OLR

（NOAA）

・平年値：すべて1981～2010年の30年平均

3．研究方法

（1） 解析事例の抽出方法

①対象期間は1991～2020年の6～9月とする。

② 北日本，東日本，西日本，沖縄・奄美の 4地域で，

「気温の平均平年差」 の標準偏差σを 3か月ごと （6

～8月／7～9月） に求める。

③ いずれかの同じ期間において，気温の平均平年差が

＋1.5σ以上 （上位約6.7%） である地域が複数あった

年を，解析事例とする。

上記の方法で，1994・2010・2012・2013・2018・2020

年の 6事例を解析事例として抽出した （表 1）。

図 1　 PJ パターンの模式図
左：正のPJパターン，右：負のPJパターン
（先行研究・本研究に基づき筆者作成）

ଢͺـԻฑۋฑ೧ࠫ͗+1.5ОҐͲ͍Ζ͞ͳΝࣖͤɽ 

表 1　解析事例 （各地域の 3か月ごとの気温の平均平年差 ［℃］ ）
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なお，ヨーロッパから西アジアにかけての一帯と日本

付近 （東アジアからカムチャツカ半島付近） の 2箇所に

リッジがみられるとき，その間の中央アジアではトラフ

が形成されやすくなる （淺井，2020）。このようにユーラ

シア大陸中緯度帯で，西部からリッジ （高気圧偏差） と

トラフ （低気圧偏差） が交互に連なると，日本付近では

太平洋高気圧の西部，つまり小笠原高気圧が日本列島の

南方で強まり，猛暑になりやすいという研究 （Enomoto, 

2004；榎本，2005） もある。このテレコネクションは

「シルクロード・パターン」と呼ばれ，山岳の影響や

ヨーロッパ付近でのブロッキング，偏西風の蛇行などが

関与することが指摘されている。本研究で解析した事例

では，30～45°N付近にみられるシルクロード・パター

ンより高緯度側の40～70°Nの現象であるが，類似した

状況が確認できた。

（1.3） 日本付近での下降流

各事例とも，日本付近では概ね下降流が卓越している

ことがわかった （図 2）。この下降流は，日本上空で上

下に重なった 2つの高気圧によるものと考えられる。ま

た，日本の南海上 （フィリピン近海からインドネシア近

海・ニューギニア島近海一帯） での活発な積雲対流活動

による上昇流が日本付近で下降していた可能性もある

（図 2）。この下降流によって太平洋高気圧の強化ととも

に，断熱昇温が引き起こされたと考えられ，猛暑・残暑

の一因ともみられる。以上の解析結果を総合的に捉え，

竹村ほか （2013），戸田ほか （2018），釜堀・川村 （2018）

小林・石川 （2020） を参考にして，共通点を模式的に示

した （図 2）。

（2） 相違点

各事例の解析の結果，「日本で猛暑・残暑だった」と

いう事実は同じでも，事例によって，または同一事例内

でも時期 （月） によって特徴の異なる要素（現象）があ

り，それらは複数のパターンに大別できることがわかっ

た。なお，ここでも各事例の猛暑・残暑だった時期

（2） 解析方法

地表気温，大気循環場 （100・500・850hPa面高度，

海面気圧，鉛直流），海面水温 （SST），外向き長波放射

量 （OLR） を，1か月ごとに解析した。

4．結果・考察

（1） 共通点

各事例の解析の結果，すべての事例に共通する特徴が

明らかになった。なお，ここでは各事例の猛暑・残暑

だった時期 （月） にみられた大気・海洋の状態・現象を

対象とし，時期 （月） そのものの違いは考慮しないもの

とする。

（1.1） チベット高気圧・太平洋高気圧の張り出し

各事例とも，猛暑となった時期（月）は大気上層でチ

ベット高気圧，中層や下層で太平洋高気圧が日本付近に

張り出しており，日本上空で両者が重なっていた（図 2）。

これは先行研究 （大和田・石川，2002，2005）とも一致

するし，最近の成果（Inoue et al.，2021）とも整合的で

ある。高温・多照をもたらす 2つの高気圧が鉛直方向に

重なったことで，熱がこもりやすくなり猛暑となったと

考えられる。なお，2つの高気圧の張り出し方などは，

一様ではなかった （後述）。

（1.2） ユーラシア大陸２箇所のリッジ

各事例とも，主にヨーロッパから西アジアにかけての

一帯と，日本付近 （東アジアからカムチャツカ半島付

近） の 2箇所に，リッジ （気圧の尾根） がみられること

がわかった （図 2）。2010年 7月や2018年 8月は特に

リッジが明瞭で，リッジ付近で偏西風がΩ状に蛇行し

ている場所や偏西風の流路がわかれている場所の北側に

ブロッキング高気圧がみられた。本来，カムチャツカ半

島付近ないしオホーツク海付近に極東リッジが存在する

と，北日本の太平洋側には冷涼な北東気流ヤマセが入り

やすいが，この領域に温暖な太平洋高気圧が張り出すよ

うな気圧配置となったため，南東系の暖湿気流が吹く

か，もしくは高気圧性の沈降流の場となったとみられ

る。すなわち，リッジ域においては南方から暖気移流が

入りやすく高温となり，さらに晴れて日射を受けて一段

と高温になりやすい状態だったとことが，猛暑・残暑の

一因と考えられる。リッジ域は移流と日射の両作用によ

り正偏差となり，気層が加熱され，大気の層厚が平年よ

り大きくなっていたとみられる。一方，リッジが形成さ

れる場所や時期，持続期間，リッジの程度は，事例ごと

に若干の違いがあった。 図 2　全事例に共通してみられた特徴
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は猛暑・残暑になりうることがわかった。

ⅱ．100hPa面における張り出し方

100 hPa面において，チベット高気圧の日本付近への張

り出し方は，主に大陸からそのまま東に張り出す「東方

型」と，北東方向にシフトしながら張り出す「北東シフ

ト型」 の 2パターンに大別できることがわかった（図 4）。

特に北東シフト型の際は，張り出している方向の延長線

上，すなわち日本の東方やカムチャツカ半島付近にリッ

ジが形成されており，偏西風も蛇行していることが多

かった。また，残暑のときは 9月もチベット高気圧が日

本付近に張り出していた。

ⅲ．100 hPa面における高度（閾値）

本研究では100 hPa面において50 gpm間隔の閉曲線で

示される最低高度よりも高度の高い領域をチベット高気

圧としたが，この最低高度は16650 gpm （または

16700 gpm） であることがわかった。500 hPa面の太平洋

高気圧の目安は5880gpm以上ということは典型例から

示されている （山川，2011）が，100 hPa面のチベット高

気圧の目安は今まであまり明示されてこなかったので，

本研究で16650 gpm （または16700 gpm） 以上という閾値

を提唱したい。

（月） にみられた大気・海洋の状態・現象を対象とし，

時期 （月） そのものの違いは考慮しないものとする。

（2.1） チベット高気圧の特性

ⅰ．中心位置（中心領域）

100 hPa面において，チベット高気圧の中心位置は，

主に90°E付近のチベット高原付近にあり最も一般的な

「一般型」，西にシフトして60°E付近のイラン高原付近

にある「イラン型」，チベット高原付近とイラン高原付

近の両方にある「双峰型」の 3パターンに大別できるこ

とがわかった （図 3）。チベット高気圧の中心位置の違

いは先行研究 （大和田ほか，2006）でも指摘されていた

が，本研究では，中心が西にシフトしていてもチベット

高気圧の東側が日本付近まで張り出していれば，日本で

図 3  100h Pa面でのチベット高気圧の中心位置の各パター
ン典型例

（a） 一般型 〔2018年 8月〕，（b） イラン型 〔1994年 7月〕，
（c） 双峰型 〔2010年 7月〕
等値線は高度 ［gpm］，黄色のシェイドはチベット高気圧，赤色のシェイ
ドはチベット高気圧の中心を示す。

（NCEP/NCARの再解析データに基づき筆者作成）

図 4  100h Pa面でのチベット高気圧の張り出し方の各パター
ンの典型例

（a） 東方型 〔2018年 8月〕，（b） 北東シフト型 〔2012年 8月〕，等値線は高度
［gpm］，黄色のシェイドはチベット高気圧を示す。
（NCEP/NCARの再解析データに基づき筆者作成）
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ⅱ．850 hPa面における高度 （閾値）

また，850 hPa面では20 gpm間隔の閉曲線で示される

最低高度よりも高度の高い領域を太平洋高気圧とみなし

たが，この最低高度は1500gpm（または1520gpm）で

あることがわかった。850hPa面における太平洋高気圧

の目安は今まであまり明示されてこなかったので，本研

究で1500gpm（または1520gpm）以上という閾値を提

唱したい。

（2.3） ブロッキング高気圧の有無

本研究で解析した 6事例には，ブロッキング高気圧が

みられた事例と，みられなかった事例があった （表 2）。

全事例の共通点の 1つに「ユーラシア大陸の 2箇所に

リッジがみられた」と述べたが，2010年 7月や2018年 8

月は，このリッジ付近で偏西風が北にΩ状に蛇行し，

ブロッキング高気圧が形成されていた。一般的に，ブ

ロッキング高気圧は停滞しやすく，偏西風の蛇行が長期

間続きやすくなる。カムチャツカ半島付近にブロッキン

グ高気圧が形成されていた際，その南側には太平洋高気

圧から伸びるリッジが入り込んでいた （図 6） ため，猛

暑・残暑になりやすい状態が長続きしやすかったと考え

られる。

なお，ブロッキング高気圧がみられなかった事例で

も，前述のとおりユーラシア大陸の 2箇所にはリッジが

みられた。

（2.4） フェーン現象が発生しやすい条件の有無

大気下層850hPa面の等高度線の特徴から，北日本を

中心に西よりの風によって太平洋側でフェーン現象が発

生しやすい条件がみられた事例 （図 7）と，そうでない

事例があった （表 2）。また東日本では，南よりの風に

（2.2） 太平洋高気圧の特性

ⅰ．500 hPa面における張り出し方

500 hPa面での太平洋高気圧 （高度5880 gpm以上） の

大きさ （張り出し方） は，主に日本付近を広く覆い大陸

方面まで張り出す「広域型」と，日本付近は覆うもの

の，太平洋上の広範囲には広がりがみられない「日本限

定型」 の 2パターンに大別できることがわかった （図 5；

アフリカ方面の5880 gpm以上の領域はアゾレス高気

圧）。また，残暑のときは 9月も太平洋高気圧が日本付

近に張り出していた。

図 5  500hPa面での太平洋高気圧の大きさ（張り出し方）
の各パターン典型例

（a） 広域型 〔2010年 8月〕，（b） 日本限定型 〔〔2012年 8月〕，等値線は高度
［gpm］，黄色のシェイドは高度5880 gpm以上の領域を示す。
（NCEP/NCARの再解析データに基づき筆者作成）

表 2　事例ごとに有無が異なった要素とその結果

˕ʁ͍Ε ˜ʁͪࣇয়ସʤߑଆʥ͍Ε ×ʁ͵͢ɾΉͪͺ  ྐ
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海やインドネシア・ニューギニア島近海のSSTは概ね平

年並みだった。それでも日本では猛暑となっており，ラ

ニーニャ現象の発生が日本での猛暑の必須条件というわ

けではないと言える。なお，逆にラニーニャ現象が発生

すると日本では必ず猛暑になるか否かは，統計的な研究

を行わないと推論できない。

（2.6） 北極圏の循環場

本研究で扱った 6事例には，北極圏では極渦 （低気

圧） が明瞭だった事例と，不明瞭だった事例があった

（図 8，表 2）。

極渦 （低気圧） が明瞭だった事例では，偏西風が環状

に流れており，北極圏の海面気圧も低気圧偏差となって

いた。北極圏では大気が収束しやすく，逆に北極圏の大

気が低緯度側へ流出しにくかったことが，猛暑・残暑の

一因になっていた可能性がある。また，極渦が明瞭だっ

た事例でも，極渦より低緯度側ではリッジやブロッキン

グ高気圧が形成されていた。なお，このように北極圏で

低気圧偏差となって大気が低緯度側に流出しにくくなる

現象は，冬季に卓越する正の北極振動 （北極圏と中緯度

域の間にみられる大気のシーソー的な変動） の特徴とも

似ている。

一方，極渦が不明瞭だった事例では偏西風が蛇行して

おり，北に蛇行している場所では，リッジやブロッキン

グ高気圧が明瞭であることが多かった。このリッジやブ

ロッキング高気圧が極渦の形を崩し，極渦を不明瞭にさ

せていたと考えられる。よって，日本海側でフェーン現象が発生しやすくなる事

例もあった。一般的にフェーン現象が起きると風下側で

昇温するが，夏季にフェーン現象が発生すると，一段と

猛暑・残暑の傾向になる。なお，両者の関係を詳細にみ

るには，メソスケール以下での気流・温位などの高層解

析が必要である。

（2.5） ラニーニャ現象の有無

本研究で扱った 6事例には，ラニーニャ現象が発生し

ていた事例と，発生していなかった事例があった（表 2）。

ラニーニャ現象が発生すると日本では猛暑になりやす

いと言われており，実際に2010年，2020年はラニー

ニャ現象が発生していた。どちらの年も太平洋西部のイ

ンドネシアやニューギニア島近海ではSSTが平年より高

く，積雲対流活動が活発だった。ここで上昇した空気が

日本付近で下降して太平洋高気圧が強化され，猛暑に

なった可能性がある。

一方，1994年・2012年・2013年・2018年は，ラニー

ニャ現象は発生しておらず，太平洋西部のフィリピン近

図 6  ブロッキング高気圧とリッジが特に明瞭だった事例
（2010 年 7月）の 500 hPa 面高度 ［gpm］

等値線は高度，シェイドは平年偏差（寒色系：負偏差，暖色系：正偏差）

を表す。（NCEP/NCARの再解析データに基づき筆者作成）

図 7  フェーン現象が発生しやすい条件が特に明瞭だった事
例 （2018 年 7月） の 850 hPa 面高度 ［gpm］

等値線は高度，シェイドは平年偏差 （寒色系：負偏差，暖色系：正偏差）
を表す。（NCEP/NCARの再解析データに基づき筆者作成）

図 8  極渦が特に明瞭だった事例 （2018 年7月） の， 北極圏を
中心にみた海面気圧 ［hPa］

等値線は海面気圧，シェイドは平年偏差 （寒色系：負偏差，暖色系：正
偏差） を表す。（NCEP/NCARの再解析データに基づき筆者作成）
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5．まとめ

本研究では，日本で起きた猛暑・残暑事例を 6事例抽

出し，大気・海洋の特徴や猛暑・残暑のメカニズムなど

の解析を，総観規模で行った。その結果，各事例には共

通してみられる特徴があることがわかった。また，猛

暑・残暑という事実は同じでも，事例ごとに特徴の異な

る要素 （現象） があることが，明らかになった。さらに，

いずれの事例も何か 1つの特徴のみが猛暑・残暑の原因

となるのではなく，複数の特徴が重なっており，それぞ

れが猛暑・残暑の要因になっていることがわかった。

6．今後の課題

本研究は，日本で起きた猛暑・残暑を 6事例抽出し，

各事例の大気・海洋の状態やメカニズムを解析したうえ

で共通点・相違点を明らかにすることを目的とした。そ

（2.7） PJパターンの有無

PJパターンを考察する際の指標の一つが，OLRであ

る。OLR （Outgoing Longwave Radiation；外向き長波放

射量） とは地表面や雲頂から宇宙に向かって放射される

赤外線のことであり，低温であるほど放射量は小さくな

る。背の高い積乱雲は背の低い雲に比べて雲頂の温度が

低いため，OLRは小さくなる。すなわち，OLRが小さ

いということは対流活動が活発であること，OLRが大

きいということは対流活動が不活発で背の高い雲が発生

しにくいことを意味する。

以上をもとに解析を行った結果，本研究で扱った６事

例には，典型的な正のPJパターンがみられた事例と，

典型的な正のPJパターンではないものの似た構造がみ

られた事例があった （表 2）。

先述のとおり，正のPJパターンが発生すると日本で

は猛暑になりやすいと言われている。実際に1994年，

2012年，2013年，2018年はフィリピン近海でOLRが負

偏差（積雲対流活動が活発），日本付近でOLRが正偏差

（下降流が卓越しやすい） となっており，典型的な正の

PJパターンの特徴がみられた （図 9 （a））。正のPJパター

ンが発生した結果，日本付近では下降流 （太平洋高気

圧） が強化され，猛暑・残暑につながったと考えられ

る。特に2012年と2018年の解析結果は，それぞれ竹村

ほか （2013），若松ほか （2019） の先行研究とも一致して

いる。

一方，2010年と2020年は，典型的な正のPJパターン

の特徴はみられなかった （図 9 （b））。本来，正のPJパ

ターンが起きるとフィリピン近海でOLRが負偏差にな

るが，両年は負偏差域がフィリピン近海よりさらに南の

インドネシアやニューギニア島近海に位置していた。こ

のように積雲対流活動が活発な海域には違いはみられた

が，両年とも日本付近が広くOLRの正偏差域であった

ことに違いはないので，典型的な正のPJパターンの特

徴はみられなくても猛暑・残暑になったと考えられる。

なお，視点を変えると，インドネシアやニューギニア島

近海で上昇した空気が，フィリピン近海から日本付近に

かけての領域で下降して太平洋高気圧が強化されたと解

釈される。このように正のPJパターンと類似した構造

がみられたため，日本は猛暑・残暑となった可能性があ

る。なお，正のPJパターンが発生すると日本では必ず

猛暑になるか否かは，統計的な研究を深める必要がある。

表 2に，（2.3） ～ （2.7） でとりあげた各要素 （現象） の

事例ごとの有無を示す。

図 9　OLR 平年偏差 ［W/m2］

（a） 典型的な正のPJパターンの事例 〔1994年 7月〕
（b） 正のPJパターンに似た構造の事例 〔2020年 8月〕
シェイドは平年偏差 （寒色系：負偏差，暖色系：正偏差） を表す。
（NCEP/NCARの再解析データに基づき筆者作成）
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残暑の関係に関する考察を深めるには，空間スケールも

小さくして再検討する必要がある。

さらに，本研究は対象期間を1991～2020年 （30年間）

としたが，本研究の定義に則った限りでは，猛暑・残暑

として抽出した 6事例のうち 5事例が2010年代以降に

集中していた。本研究はその理由の解明が目的ではない

ため考察には至っていないが，なぜ 6事例中 5事例が

2010年代以降に集中していたかは大変興味深い。これ

が経年変化 （気象変化） なのか経年変動 （気象変動） なの

か，あるいは地球温暖化や都市化 （ヒートアイランド現

象） の影響があるのかなどついては，抽出方法も含め今

後検討していきたい。
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のため，共通点や相違点としてあげられた個々の特徴と

猛暑・残暑との詳細な関係性については，さらなる解

析・研究が必要である。特に，シルクロード・パター

ン，ラニーニャ現象，北極振動，PJパターンなどのテ

レコネクションと猛暑・残暑との関係性 （山川，2005；

山川，2017） については，統計手法なども用いた客観的

な解析を行う必要がある。このほか，国内各地域の猛

暑・残暑の特性に着目したり，成層圏QBOやチベット

高原等の春の残雪量に着目したりすることも興味深い

テーマといえるだろう。

また，本研究では各事例について 1か月ごとの月平均

の解析を行ったため，月単位での特徴はある程度詳細に

解析できた。一方，それより短い時間スケールでの特徴

は，月平均の解析には現れていない可能性がある。特

に，2013年は北日本や東日本では猛暑・残暑が長続きせ

ず断続的だったため，猛暑・残暑の時期だけの特徴は十

分に捉えきれていない可能性が他の事例より高い。旬や

半旬などより短い時間スケールでの解析を行うことで，

月単位ではわからなかった特徴も明らかにできるかもし

れない。なお，本研究ではフェーン現象 （日下，2017）

についても言及したが，フェーン現象は本研究でみた他
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