
【FdData中間期末：中学理科2年天気】 
 [高気圧・低気圧と風] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[高気圧と低気圧] 
[問題](3学期改) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
 

 

 

 

 

右図のAのように等圧線で囲まれてい

るまわりより気圧の高いところを

( ① )，図の B のように等圧線で囲ま

れているまわりより気圧の低いところを

( ② )という。図のような(①)や(②)な
どの気圧の分布の様子を気圧配置という。 
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[解答]① 高気圧 ② 低気圧 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
等圧線
とうあつせん

は，もとの位置にもどる閉じた曲

線になることもある。等圧線で囲まれ，

まわりより気圧の高いところを高気圧
こうきあつ

，

まわりより気圧の低いところを低気圧
ていきあつ

と

いう。図のような，高気圧や低気圧など

の気圧の分布
ぶ ん ぷ

の様子を気圧
き あ つ

配置
は い ち

という。 
※出題頻度：「高気圧(図)〇」 
「低気圧(図)〇」 



[問題](3学期) 
図は，ある天気図の一部を模式的に表

したものである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 図のAのようなところを何というか。 
(2) 図のBのようなところを何というか。 
(3) 図の P，Q 地点の気圧はそれぞれ何

hPaか。 
 
[解答](1) 低気圧 (2) 高気圧 
(3)P：1024hPa Q：996hPa 



[解説] 
(1)(2) 問題の天気図では，A→1000hPa
の等圧線

とうあつせん

→1020hPaの等圧線→B と進

むにつれて気圧が高くなっており，A，B
はそれぞれ等圧線に囲まれているので，

Aは低気圧
ていきあつ

，Bは高気圧
こうきあつ

と判断できる。 
(3) 等圧線はふつう 4hPa ごとに引かれ

る。Pの気圧は1020hPaより4hPa高い

ので 1024hPa である。Q の気圧は

1000hPaより4hPa低いので996hPaで
ある。 
 



[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 高気圧や低気圧などの気圧の分布の

様子を何というか。漢字 4 字で答え

よ。 
(2) 低気圧とはどういう場所をいうか。

次のア～エから 1 つ選び，記号で答

えよ。 
ア 1000hPaより気圧が低いところ。 
イ 1013hPaより気圧が低いところ。 
ウ 雨で，湿っているところ。 
エ まわりより気圧が低いところ。 

 
[解答](1) 気圧配置 (2) エ 
 



[低気圧・高気圧と風] 
[問題] 
 風は気圧の高い方から低い方に向かっ

てふく。高気圧はまわりよりも気圧が高

いため，地上付近では風はまわりに向か

ってふき出す。低気圧はまわりよりも気

圧が低いため，風がふき込む。地球の自

転の影響がなければ，風は気圧の高い方

から低い方へ等圧線に垂直に進むはずで

ある。しかし，実際には地球の自転の影

響で北半球では等圧線に垂直な進行方向

に向かって右にずれる。したがって，次

の図で，北半球における高気圧の風の流

れを示しているのは( ① )で，低気圧

の風の流れを示しているのは( ② )で
ある。①，②に適語を入れよ。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]① ウ ② ア 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 



風は気圧
き あ つ

の高い方から低い方に向かって

ふく。高気圧
こうきあつ

はまわりよりも気圧が高い

ため，地上付近では風はまわりに向かっ

てふき出す。低気圧
ていきあつ

はまわりよりも気圧

が低いため，風がふき込む。地球の自転
じ て ん

の

影響
えいきょう

がなければ，風は気圧の高い方から

低い方へ等圧線
とうあつせん

に垂直に進むはずである。

しかし，実際には地球の自転の影響で北

半球では等圧線に垂直な進行方向に向か

って右にずれる。 
※出題頻度：「低気圧(高気圧)の風のふき

方は図のどれか〇」 
 



[問題](1学期中間) 
次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
風は気圧が( ① )い所から( ② )

い所に向けてふく。地球の( ③ )の影

響で，風は等圧線に対して垂直にはふか

ない。北半球での高気圧は図の( ④ )，
低気圧は( ⑤ )のような空気の流れと

なる。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]① 高 ② 低 ③ 自転 ④ A 
⑤ D 



[解説] 
高気圧からは風がふき出すので，高気圧

はAかCである。次の図のように，Aで

は風は等圧線に垂直な方向から右へずれ

ており，Cでは風は左へずれているので，

A が高気圧の風のふき方であると判断で

きる。低気圧には風がふき込むので，低

気圧は B か D である。B では風は等圧

線に垂直な方向から左へずれており，D
では風は右へずれているので，Dが低気

圧の風のふき方であると判断できる。 

 
 



[問題](1学期中間) 
 次の文中の①，②の(  )内からそれ

ぞれ適語を選べ。③，④の(  )に適語

を入れよ。 
 
 
 
 
 
 
 

風は気圧が①(高／低)いところから

②(高／低)いところに向けてふく。した

がって，右図の A は( ③ )で，B は

( ④ )である。 
 
[解答]① 高 ② 低 ③ 低気圧 
④ 高気圧 
 



[上昇気流と下降気流] 
[問題] 
 次の文章中の①，②の(  )内からそ

れぞれ適語を選べ。 
 低気圧はまわりよりも気圧が低いため，

風がふき込む。ふき込んだ空気は上空に

のぼっていき，①(上昇気流／下降気流)
が生じる。(①)によって雲ができて雨が

降ることが多いので，低気圧付近では一

般に天気がわるい。これに対し，高気圧

はまわりよりも気圧が高いため，地上付

近では風はまわりに向かってふき出す。

このふき出す空気をおぎなうため上空か

ら空気が降りてくるので②(上昇気流／

下降気流)ができる。(②)があるとき雲は

消えるので，高気圧付近では晴れること

が多い。 



[解答]① 上昇気流 ② 下降気流 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
低気圧
ていきあつ

はまわりよりも気圧が低いため，

風がふき込む。ふき込んだ空気は上空に

のぼっていき，上昇
じょうしょう

気流
きりゅう

が生じる。上

昇気流によって雲ができて雨が降ること

が多いので，低気圧付近では一般に天気

がわるい。 



これに対し，高気圧
こうきあつ

はまわりよりも気圧

が高いため，地上付近では風はまわりに

向かってふき出す。このふき出す空気を

おぎなうため上空から空気が降りてくる

ので下降
か こ う

気流
きりゅう

ができる。下降気流がある

とき雲は消えるので，高気圧付近では晴

れることが多い。 
※出題頻度：「低気圧(高気圧)の大気の流

れ(垂直方向)は図のどれか〇」「上昇気流

〇」「下降気流〇」 
 
 



[問題](後期期末) 
低気圧と高気圧の中心付近の大気の流

れのようすを次のア～エからそれぞれ 1
つずつ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]低気圧：エ 高気圧：ア 
 
 
 
 



[問題](3学期) 
北半球での高気圧，低気圧の空気の流

れは，次のどれか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]高気圧：ウ 低気圧：ア 
[解説] 
高気圧は垂直方向では下降気流が生じる

ので，ウかエである。水平方向では風が

ふき出すが，進行方向の右方向にずれる

のでウのようになる(エは左方向にずれ



ている)。 
低気圧は垂直方向では上昇気流が生じる

ので，アかイである。水平方向では風が

ふきこむが，進行方向の右方向にずれる

のでアのようになる(イは左方向にずれ

ている)。 
 
 



[問題](1学期中間) 
次の図は，高気圧と低気圧の中心付近

の空気の流れを示したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 高気圧の大気の流れを表しているの

は，図のA，Bのどちらか。 
(2) 北半球における，高気圧，低気圧の

地表付近の水平方向の大気の流れを

正しく表しているのはどれか。ア～

エから選べ。 



(3) 次の文章中の①～④の(  )内から

それぞれ適語を選べ。 
①(高気圧／低気圧)の中心付近では，

まわりからふきこんでくる風が②(上
昇／下降)気流となり，雲が発生しや

すいので，天気がわるいことが多い。

一方，③(高気圧／低気圧)の中心付近

では，④(上昇／下降)気流となって，

晴れることが多い。 
 
[解答](1) B (2)高気圧：ア 低気圧：エ 

(3)① 低気圧 ② 上昇 ③ 高気圧 
④ 下降 
 
 
 



[問題](1学期中間) 
 図は，空気の大きな流れによって高気

圧，低気圧を生じていることを示したも

のである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 図のア～カの地点で空気の流れの向

きを，それぞれ矢印(→，←，↑，↓)
で表せ。 



(2) 次の文中の①～⑤にあてはまること

ばを答えよ。 
低気圧の中心部では，まわりから風

がふきこみ，( ① )気流が生じてい

る。このため( ② )が発生しやすく，

天気は( ③ )い。逆に，高気圧の中

心部では( ④ )気流を生じ，風はま

わりにふき出しており，天気は

( ⑤ )い。 
 
[解答](1)ア → イ ↑ ウ → エ ← 

オ ↓ カ → (2)① 上昇 ② 雲 
③ わる ④下降 ⑤ よ 
 



[問題](3学期) 
図のA，Bは，それぞれ高気圧と低気

圧を模式的に表したものである。これに

ついて，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 低気圧は，A，Bのどちらか。 
(2) 中心付近の天気がわるいのは，A，B

のどちらか。 
[解答](1) B (2) B 
 



[等圧線の間隔と風の強さ] 
[問題](3学期) 
次の図のA～C の中でもっとも風が強

いのはどこか。 
 
 
 
 
 
 
[解答]C 
[解説] 
 
 
 
 
 



等圧線
とうあつせん

の間隔
かんかく

がせまいところでは，気圧

の変化が急なので，空気の移動する速さ

が速くなり，強い風がふく。図のA～C
では，等圧線の間隔がもっともせまいC
の風がもっとも強い。 
※出題頻度：「～のうち風がもっとも強い

のはどこか〇」 
 
 



[問題](3学期) 
図は日本付近の天気図である。これに

ついて，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 図の北海道，関西，九州では，どこ

がいちばん強い風がふいていると考

えられるか。 
(2) (1)の理由を簡単に書け。 
 
[解答](1) 北海道 (2) 等圧線の間隔が

せまいので。 



[解説] 
等圧線の間隔がせまいほど，風が強い。

この天気図では，北海道，関西，九州の

中で北海道一帯の等圧線がせまいので，

北海道が，一番風が強いと考えられる。 
 
 



[問題](3学期) 
図は，ある日の日本付近の天気図であ

る。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 図中の A，B，C の 3 地点を風が強

い順に並べよ。 
(2) C 地点のおおよその風向を 4 方位で

答えよ。 
 
[解答](1) C，B，A (2) 西 



[解説] 
(2) もし地球の自転の影

響がなければ，風は等圧

線に垂直にふく。Pは低気

圧なので，自転の影響が

なければ風は右図の

C→Sの方向にふくはずである。しかし，

実際には地球の自転の影響で進行方向に

向かって 60～70°右にずれるため，風向

きはC→Tのようになる。 
 
 
 
 
 
 



【各ファイルへのリンク】 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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