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第 1章 異常気象と気候変動の実態 

 

1.1 最近の異常気象と気象災害 

この節では、「異常気象レポート 2005」以後の

9 年間（2005～2013 年）にみられた世界及び日

本の異常気象や気象災害とその要因について述べ

る。 
 

1.1.1 世界の最近の気象災害 

世界の各地で、熱帯低気圧1・前線・モンスーン

などによる大雨・洪水・土砂災害などの被害が多

く発生した。南アジア～中東、ヨーロッパ、南北

アメリカでは、熱波や寒波などの被害も多く、ア

フリカ、オセアニアでは、干ばつの被害も多かっ

た。 
 
(1) はじめに 

大雨・洪水や熱帯低気圧、干ばつ、寒波・熱波

などにより、様々な気象災害が毎年起きている。

2005～2013 年までの 9 年間に、世界各地で発生

した主な気象災害を表 1.1.1 に、その中でも特に

被害の大きい災害をおおよその発生地域とともに

図 1.1.1 に掲載した。なお、表 1.1.1 に示した気象

災害の数には年ごとのばらつきがあるが、これは

災害発生数の経年的な変化傾向を表すものではな

い。 
気象災害の発生数や規模についての長期的な変

動は関心が高いとみられるが、現象の発生を過去

から現在まで網羅的に知ることは難しく、統計的

な見積もりは非常に困難である。世界気象機関

（WMO）は、2013 年に発表した全球気候レポー

ト（WMO, 2013a）の中で、過去 10 年（2001～
2010 年）とその前の 10 年（1991～2000 年）で

発生した気象災害の比較を行うことにより、熱波

による災害が増大し、洪水や大雨による災害が減

少しているが、全体として最近 10 年間の方が災

                                                   
1 ここでは台風・ハリケーン・サイクロンをまとめて熱帯

低気圧と呼ぶ。 

害による死者が多くなっている（＋20％）ことを

示した（図 1.1.2）。しかし、それらの気象災害に

関する変化は、異常気象の頻度や強度の増加に起

因するものではなく、異常気象にさらされる人や

財産が増加していること、より多くの災害が報告

されるようになっていることが要因であるとして

いる。 
以下では、世界各地で発生した気象災害の状況

について、地域別に記す。 
なお、本項に記述した災害に関する情報は、特

に断りがない限り、国連機関及び各国の政府機関

の情報や、研究機関の災害情報データベースに基

づく。また、日本の気象災害の詳細については、

第 1.1.3 項を参照していただきたい。 

 

(2) 東アジア 

 東アジアでは、台風や梅雨前線の影響による大

雨・洪水・土砂災害の被害が数多く発生した。特

に、中国での大雨、台風による被害が大きかった。 
2005 年、中国では 6 月に大雨による洪水が発

生し、9～10 月には台風が相次いで上陸・通過し

たことにより、合わせて 700 人以上が死亡した。

2006 年 7～8 月には中国南東部への台風の接近・

上陸により 1,400 人以上、2007 年 6～7 月には梅

雨前線の影響などにより900人以上の死者が出た。

2010年 5～8月に発生した洪水や土砂災害による

被害がこの 9年間の東アジアの気象災害の中で最

も大きく、中国のカンスー（甘粛）省で発生した

地滑りで 1,700 人以上が死亡、その他の大雨によ

る被害を合わせると中国全体で約 4,000 人が死亡

した。中国以外では、2006 年 7 月に、日本から

朝鮮半島にかけて梅雨前線の活動が活発となり、

朝鮮半島を中心に 300 人を超える死者が生じた。 
中国では大雨や台風以外の災害として、干ばつ

が発生した。2006 年 5～9 月に過去 50 年間で最

悪の干ばつが発生し、中国の西部・中央部・北東
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図1.1.1 2005～2013年に発生した世界の主な気象災害 

表 1.1.1 に示した気象災害のうち、特に規模の大きいものを示した。大雨・洪水・台風・ハリケーン（緑）、干ばつ（黄）、熱波（紫）、寒波（青）などの災害が報じられた地域をそれぞれ、

カッコ内の色の領域で示した。災害は、各国政府や研究機関の災害データベース（EM-DAT)等から収集した情報に基づく。 
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表1.1.1 2005～2013年の世界の主な気象災害 

（次ページに続く） 

年 
アジア ロシア西部・ 

ヨーロッパ 
東アジア 東南アジア 南アジア～中東 

2005年 

台風・大雨：中国（6、9～
10月） 

 

大雨：インドネシア・ベト
ナム（9～10月） 

台風：フィリピン・タイ・
ベトナム（9～11月） 

熱波：インド・パキスタン
（6月） 

大雨・雪崩：アフガニスタ
ン・パキスタン・インド
（2～3月） 

大雨：インド（6～11月） 
大雨：バングラデシュ・ネ

パール（9月） 

干ばつ・森林火災：スペイ
ン・ポルトガル（6～9
月） 

大雨：ヨーロッパ東部・中
部（6～8月） 

 

2006年 

大雨：中国（6月） 
大雨：日本～朝鮮半島（7

月） 
台風：中国南東部（7～8月） 
干ばつ：中国（5～9月） 
寒波・雪崩：中国（1～2月） 
 

大雨：インドネシア（1、6
月、12 月）、フィリピ
ン（2月）、 

台風：フィリピン・ベトナ
ム（5、9、11月）  

大雨：タイ（5～6、8～12
月） 

 

寒波：インド・パキスタン
（前年12月～1月） 

大雨：インド・パキスタン・
ネパール（5～8月） 

熱帯低気圧：インド、バン
グラデシュ（9～10月） 

大雨：アフガニスタン（11
月） 

寒波・雪崩：中央アジア（1
～2月） 

寒波：ロシア・ヨーロッパ
東部（1月） 

熱波：ヨーロッパ（6～7月） 
大雪・融雪洪水：ヨーロッ

パ中部・東部（3～4月） 

    

2007年 

大雨：中国中部(6～7月） 
干ばつ：中国（9～11月） 
台風・大雨：朝鮮半島～中

国（8月） 
 

 サイクロン：アフガニスタ
ン～オマーン（6～7
月）、バングラデシュ（11
月） 

大雨：インド・ネパール・
バングラデシュ（6～8
月） 

融雪洪水・雪崩：パキスタ
ン（2～3月） 

熱波：ヨーロッパ南東部（6
～7月） 

 

 

2008年 

寒波：中国～中央アジア（1
～2月） 

大雨：中国中部～南部（6
月） 

サイクロン：ミャンマー（5
月） 

 

寒波：中国～中央アジア（1
～2月） 

大雨：インド北部周辺（6～
9月） 

大雨：イエメン（10月） 

大雨：ウクライナ周辺（7
月） 

大雨：地中海西部周辺（7、
9～11月） 

  

  台風・大雨：中国南部～フィリピン・ベトナム（6、8～
10月） 

2009年 
寒波：中国（11月） 台風：フィリピン（5、9～

10月） 
大雨：インド（7～10月） 
大雨：トルコ（9月） 

寒波：ヨーロッパ（11 月～
2010年 1月）   

2010年 

大雨：中国（5～8月） 
熱波：日本（7～9月） 

大雨：タイ・ベトナム（10
月） 

熱波：インド（3～5月） 
大雨：パキスタン・インド・

ネパール（7～9月） 

熱波・森林火災：ロシア西
部及びその周辺（6～8
月） 

寒波：ヨーロッパ（11 月～
2011年 1月） 

2011年 

大雨：中国中部（6月） 洪水：インドシナ半島（7～
12月） 

台風：フィリピン（12月） 

大雨：パキスタン南部（8～
10月） 

 

2012年 

 台風：フィリピン（12月） 大雨：パキスタン（8～11月） 
寒波・雪崩：アフガニスタ

ン、インド（1～2 月、
12月） 

寒波：ロシア・ヨーロッパ
（1～2月、12月） 

 

2013年 

 台風：フィリピン（11月） 大雨：インド・ネパール（6
月） 

大雨：パキスタン・アフガ
ニスタン（8月） 
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表1.1.1 2005～2013年の世界の主な気象災害（続き） 

※政府機関や災害情報データベース（EM-DAT)などから収集した情報に基づく。（）内の数字はおよその発生月。各年の災害
数にはばらつきがあるが、災害の経年的な変化傾向を示すものではない。「大雨」大雨による洪水や土砂災害、「台風・大雨」
は、台風による大雨のほか、前線やモンスーンによる大雨も同時期にあった場合を指す。 
 

部に影響を与え、少なくとも 1,800 万人分の飲料

用水が不足した。また、経済的損失は約 29 億ド

ル（当時のレートで約 3,300 億円）となり、死者

は 130 人以上となった。2007 年 9～11 月にも中

国で干ばつが発生し、日本の耕地面積の 6 倍以上

にあたる約 2,900 万ヘクタールの耕作地に影響が

あった。 
 

 

(3) 東南アジア 

東南アジアでも、東アジアと同様に、大雨、台

風による気象災害が数多く発生した。 
特に、フィリピンでは毎年のように台風による

被害が発生した。2006 年 11 月には台風第 21 号

により、2009 年 9～10 月にはフィリピンに相次

いで接近した3つの台風（台風第16号、第17号、

第 21 号）により、それぞれ 1,000 人以上が死亡

した。2013 年 11 月の台風第 30 号では、特に高

年 アフリカ 北米・中米 南米 オセアニア 

2005年 

干ばつ：アフリカ南部・東
部（通年） 

大雨：エチオピア（4～5月） 

ハリケーン：米国・中米諸
国・カリブ海諸国（8～
10月） 

熱波：米国（7月）  

大雨：コロンビア（2、10
月） 

 

2006年 

干ばつ：アフリカ東部（通
年） 

大雨：エチオピア、ケニア、
ソマリア（8～12月）  

熱波：米国（7～8月） 大雨：コロンビア（1～4月） 干ばつ：オーストラリア（10
～12月） 

2007年 
 

大雨：アフリカ熱帯域（7～
9月）  

大雨：米国（1～2月） 
干ばつ・森林火災：米国東

部･西部（10～12月） 
ハリケーン：カリブ海諸国

周辺（10月）  

寒波：ペルー周辺（5～8月） 
干ばつ：ブラジル北東部（10

～12月） 

干ばつ：オーストラリア南
部（7～10月） 

2008年 

サイクロン：マダガスカル
（2月） 

ハリケーン：米国南部～カ
リブ海諸国（8～9月） 

森林火災：米国カリフォル
ニア州（11月） 

大雨：米国北東部～中部（2
～3、5～6月） 

大雨：中米南部～南米北部
（通年） 

 

 

2009年 

大雨：アフリカ南部（3月） 寒波：米国中部（1月） 
ハリケーン：米国南部・中

米（11月） 

寒波：ペルー（5～8月） 高温・森林火災：オースト
ラリア南東部（1～2月） 

 

2010年 

  大雨：ブラジル・ペルー（4
月） 

洪水・地滑り：コロンビア
（4月～2011年 3月） 

寒波：ペルー周辺（7月） 

大雨：オーストラリア東部
（12月） 

2011年 

干ばつ：アフリカ東部（通
年） 

干ばつ・森林火災：米国南
部～メキシコ北部（1～
11月） 

竜巻：米国南東部・中部(4
～5月） 

大雨：ブラジル南東部（1
月） 

干ばつ：ポリネシア（3～10
月） 

2012年 

大雨：ナイジェリア（7～10
月） 

  

ハリケーン：米国東部・カ
リブ海諸国（10月） 

熱波・干ばつ：米国東部～
中部（5～9月） 

寒波：ペルー（6月） 
  

 

2013年 
大雨：モザンビーク・ジン

バブエ（1月） 
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潮の被害が大きく、7,900 人以上が死亡した。フ

ィリピンの南部にあるミンダナオ島は、北部と比

べて台風による被害が少ない地域ではあるが、

2011年12月及び2012年12月に2年続けて上陸

した台風の影響により、それぞれの年に 1,400 人、

1,900 人以上が死亡した。また、ミャンマーでは、

2008 年 5 月にサイクロン「ナルギス」が上陸し 3
～4mの高潮や50m/s以上の暴風をもたらし、240
万人が影響を受け、13 万人以上の死者や行方不明

者が発生した。 

2011 年 7～12 月に発生したインドシナ半島の

洪水では、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベ

トナム、タイの各国で合わせて 1,300 人以上が死

亡した。この洪水の影響で、タイの日系企業の工

場を含め、多くの工場が操業停止し、サプライチ

ェーンの寸断によって日本を含め世界経済に大き

な打撃となった（2011 年 7～12 月の洪水の要因

は第 1.1.2 項（2）参照）。 
 
(4) 南アジア～中東 
南アジア～中東では、活発なモンスーンの活動

による大雨や、熱帯低気圧・サイクロンによる被

害が発生した。 
2,000 人以上の死者を出した災害としては、

2005 年 6～11 月の大雨（インド）、2007 年 6～8
月の大雨（インド・ネパール・バングラデシュ）、

2007 年 11 月のサイクロン（バングラデシュ）、

2010 年 7～9 月の大雨（パキスタン・インド・ネ

パール）、2013 年 6 月の大雨（インド・ネパール）

が挙げられる。 
中でも、2007 年 11 月のサイクロンによる被害

は極めて大きく、3,300 人以上が死亡し、800 人

以上が行方不明となった。このサイクロンは、バ

ングラデシュの南西部に上陸したときに、時速

240km（67m/s）2の暴風を伴い、5m を超える高

潮を引き起こした（Government of Bangladesh
（バングラデシュ政府）, 2008）。3,300 人以上と

いう多数の死者が生じた一方で、サイクロンに対

                                                   
2 米国の合同台風警報センター（JTWC）による風速であ

り、1 分平均風速。 

する早期警戒システムが有効に働いたことにより、

過去の同規模のサイクロン（1991 年に 19 万人死

亡；1970 年に 30 万人死亡）に比べると大幅に少

なく、何十万の人命を救ったとされている（IRIN
（統合地域情報ネットワーク）, 2007）。 
また、熱波や寒波による被害も多く発生した。

2005 年 3～6 月にインド・パキスタン・バングラ

デシュで、2010 年 3～5 月にインドで、熱波によ

り数百人の死者が出た。一方、2005年12月～2006
年 1 月にインド・パキスタンで寒波、2012 年 1
～2 月にインド・アフガニスタンで寒波や雪崩に

よる被害が発生した。 
 

(5) ヨーロッパ 

ヨーロッパでは、他の地域と同様に大雨による

災害が発生するとともに、寒波や熱波、干ばつ・

森林火災などの気象災害が多く発生した。 
寒波により、2006 年 1 月にロシア・ヨーロッ

パ東部で合わせて 1,000 人以上、2009 年 11 月～

2010 年 1 月にポーランド・ウクライナなどで 350
人以上、2010 年 11 月～2011 年 1 月にはポーラ

ンド・スロバキアなどで 350 人以上、2012 年 1
～2 月にはロシアやウクライナ・ポーランドなど

で合わせて 740 人以上が死亡した（2011/2012 年

冬の寒波の要因は第 1.1.2 項（3）参照）。 
 一方で、2005 年 6～9 月のスペイン・ポルトガ

ルでの干ばつ・森林火災、2006 年 6～7 月、2007

 

図1.1.2 2001～2010年と 1991～2000年の気象災害による死亡

者数の比較 

棒グラフの上の数字は、1991～2000 年から 2001～2010 年の変

化率を示す。WMO(2013a)をもとに加筆し引用。 
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年 6～7 月及び 2010 年 6～8 月に発生した熱波に

よってヨーロッパやロシア各地で被害が発生した。

2006 年の熱波ではオランダ・フランスでそれぞれ

1,000 人以上、ベルギーでも 900 人以上の死者が

出た。2010 年 6～8 月のロシアで発生した熱波・

森林火災では、熱波による死者が55,000人以上、

森林火災で 60 人以上が死亡する大きな災害とな

った。特に 2010 年 7 月と 8 月のロシア西部の月

平均気温は広い範囲で平年より 4℃以上、地域に

よっては 5℃以上高くなるとともに、降水量はか

なり少ない状態となった（2010 年の高温の要因は

第 1.1.2 項（1）参照）。このような高温・乾燥の

気 象 条 件 が 森 林 火 災 を 引 き 起 こ し た

（RIHMI-WDC（ロシア水文気象環境監視局 全
ロシア水文気象情報研究所 世界データセンター）, 
2010）。 

 

(6) アフリカ 

アフリカでは、2005 年に南部・東部で、2006
年と 2011 年に東部で顕著な干ばつが発生した。

干ばつの影響は広範囲に及び、2005 年はモザンビ

ーク・ルワンダ・ザンビア・ケニアなどで約 1,200
万人に影響し、2006 年は 2,000 万人に影響した。

2011 年にアフリカ東部で発生した干ばつでは、

1,700 万人以上が影響を受けたが、特にソマリア

では深刻な飢饉が発生し、栄養失調に関連した死

者が数万人に上った（United Nations（国際連合）, 
2011）。 
 干ばつの被害が報告された一方で、この 9 年間

に大雨の被害もたびたび発生した。大雨による洪

水や土砂災害のため、2005 年 4～5 月にはエチオ

ピアで約 200 人が、2006 年 8～12 月にはエチオ

ピア・ケニア・ソマリアで 1,200 人以上が、2007
年7～9月にはアフリカの熱帯域で340人以上が、

2013 年 1 月にはアフリカ南東部のモザンビー

ク・ジンバブエで 240 人以上が死亡した。 
 
(7) 北アメリカ・中央アメリカ 

メキシコ湾に面した米国南東部や中米諸国、カ

リブ海諸国では、夏から秋にかけてハリケーンに

よる被害がたびたび発生した。米国海洋大気庁

（NOAA）では、ハリケーンの活動の目安として

ACE3という指数を用いているが、大西洋域の

ACE の経年変化4を見ると、1995 年以降は平年よ

り指数が大きい年が多くなっている。 
ハリケーン被害の中では、2005 年 8 月のハリ

ケーン「カトリーナ」の被害が大きかった。「カト

リーナ」はメキシコ湾でカテゴリー55となった後、

やや勢力を弱めながらもカテゴリー3 を保ったま

ま米国に上陸し、約 9m の高潮や大雨・暴風など

により、ルイジアナ州ニューオーリンズの 80％以

上で洪水となった。「カトリーナ」による死者は米

国全体で 1,800 人以上になった。その他、2007
年 10 月にはカリブ海諸国で、2008 年 8～9 月に

は米国南部やカリブ海諸国で、2009 年にはエルサ

ルバドルなどでハリケーンにより多数の死者が出

た。 
また、熱波や干ばつ、森林火災も発生した。2005

年 7 月に米国で、2006 年に米国西部（7 月）・北

東部（8 月）で、2012 年 5～9 月には米国東部～

中部で熱波による災害が発生した。2012 年 5～9
月は干ばつの影響も加わり、トウモロコシや大豆

の生育に影響が及び、国際的な穀物価格の上昇を

もたらした（2012 年 5～9 月の熱波の要因は、第

1.1.2 項（4）を参照）。 
 米国では、森林火災は毎年のように発生し、

2007 年 10～12 月には、28 億ドル（当時のレー

トで約 3,200 億円）、2008 年 11 月には 20 億ドル

（同約 1,900 億円）、2011 年 1～11 月は、13 億ド

ル（同約 1,000 億円）以上の被害が生じた。 
 さらに、米国では竜巻による被害も発生してお

り、2011 年 4～5 月に 500 人以上が死亡した。 
 
 
 

                                                   
3 Accumulated Cyclone Energy の略。熱帯低気圧の強さ

と持続期間から求めるもので、強くなるほど、持続期間が

長くなるほど、大きな値となる。 
4 http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/outlooks/figure5.gif 
5 ハリケーンの強さによって５段階に区分された中で最

も強いものに分類される。 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/outlooks/figure5.gif
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(8) 南アメリカ 

 南アメリカでは、大雨と寒波の被害が多かった。 
 2005 年 2 月と 10 月にはコロンビア・ベネズエ

ラで、2006 年 1～4 月にはコロンビアで大雨によ

る被害が発生した。2008 年はラニーニャ現象など

の影響により、中米南部から南米北部で対流活動

が平年より活発となり、年を通して大雨となるこ

とが多く、各地で洪水などの被害が発生した。 
2010 年 4 月には、コロンビア国内の 88％が洪

水・地滑りにより影響を受け、400 人以上が死亡

した。また、2011 年 1 月にブラジル南東部の山間

部を中心に集中豪雨があり、洪水や地滑りなどで

900 人が死亡した。 
 ペルー及びペルー周辺では、たびたび寒波に見

舞われた。2007 年 5～8 月にペルー・アルゼンチ

ンなどで、2009 年 5～8 月と 2012 年 6 月にペル

ーで寒波の影響により死者が出た。 

 
(9) オセアニア 

 オセアニアでは、干ばつの被害が多かった。

2006 年 10～12月と 2007年 7～10月にオースト

ラリアでは 2 年連続して干ばつとなった。これら

の干ばつにより、小麦の生産量が 2006 年に前年

比 62％減、2007 年に前々年の 49％減となった。

2011 年 3～10 月はポリネシアで干ばつによる被

害が発生した。 
一方、2010 年 12 月には、オーストラリア東部

が大雨に見舞われ、洪水や土砂災害の被害が発生

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 世界の最近の異常気象とその背景

要因 

近年、海外で発生した社会的影響の大きかった

異常気象のうち4つの事例について概要をまとめ

た。2010 年夏のロシア西部とヨーロッパ東部では

ブロッキング高気圧が停滞したため、記録的な熱

波が発生し、5 万人を超える死者がでた。2011 年

のインドシナ半島ではモンスーンに伴う積雲対流

活動が平年より活発な状態が続いたため、雨季を

通じて多雨となり、タイなどで大規模な洪水が発

生し、日本を含め世界経済に大きな影響が及んだ。

2011/2012 年冬のユーラシア大陸では偏西風の蛇

行によって広い範囲で顕著な寒波となり、800 人

近い死者がでた。2012 年春から夏にかけての米国

では偏西風の蛇行等によって高温・少雨となり、

中西部の穀物生産ひいては穀物価格に大きな影響

を与えた。 

 

(1) 2010年夏のロシア西部・ヨーロッパ東部の高

温 

1） 気温及び被害の状況 

2010 年夏のロシア西部やヨーロッパ東部は顕

著な熱波に見舞われ、記録的な高温となった（図

1.1.3）。ロシア西部では、7 月と 8 月の月平均気

温が 1939 年以降で最も高くなり、多くのところ

で日最高気温が 30℃を超える日が 1 か月以上続

いた（WMO, 2012）。モスクワでは、6 月下旬か

ら 8月半ば頃にかけて気温が平年より高い状態が

続き、7 月 29 日には観測史上で最高の 38.2℃が

記録された（Maier et al., 2011）（図 1.1.4）。 
ロシア西部では、異常高温と少雨により、広い

範囲で作物に深刻な影響が生じた。このため、ロ

シアの穀物生産量は前年（2009 年）の 1/3 まで減

少し、世界の小麦の価格が2倍に上昇した（WMO, 
2012）。また、ロシア西部では各地で森林火災や

泥炭火災が発生した。熱波や火災で生じたばい煙

により、モスクワ周辺を中心に多数の人が亡くな

った（EM-DAT によると死者は 55,000 人以上）。 
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2） 高温をもたらした要因 

ロシア西部からヨーロッパ東部周辺では、6 月

下旬から 8月前半にかけて偏西風が大きく北に蛇

行した状態が続いた。これに対応して、この領域

では背の高い暖かい高気圧（ブロッキング高気圧、

ブロッキングの詳細については第 1.1.5 項（3）を

参照）が長期間停滞した（図 1.1.5）。このため、 
南からの暖かい空気の流入や下降気流による断熱

加熱、雲が少ないこと（晴天の持続による日射の

増加）により記録的な熱波がもたらされた（Dole 
et al., 2011）。このブロッキング高気圧の持続には、

大西洋方面から伝播してきたロスビー波（地球の

 

図 1.1.3 3 か月平均した地上気温

規格化平年差（2010年 6～8月） 

3 か月平均気温の平年差を、平年値

間（1981～2010 年）の標準偏差で

格化した値の分布。階級を区分する

±1.83、±1.28 及び±0.44 は、それ

ぞれ出現確率 3.3％（30 年に 1 回に

相当）、10％（10 年に 1 回に相当）

及び 33.3％（3 年に 1 回に相当）に

対応する。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.4 モスクワ（ロシア）の日平均気温、日最

高気温、日最低気温の推移（2010 年 6 月 1 日～8

月 31日） 

平年値は 1981～2010 年の平均値。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.5 2010年夏のヨーロッパ東部・ロ

シア西部の熱波をもたらした大気の流れ

の特徴（概念図） 
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回転の影響で存在する波）のエネルギーや移動性

高・低気圧とブロッキングとの相互作用が寄与し

たとみられる。 
 
(2) 2011年のインドシナ半島の雨季の多雨 

1）降水及び被害の状況 

インドシナ半島では、通常、5 月にモンスーン

の雨季に入り、10 月に次第に明けるが、2011 年

は雨季を通して平年より雨の多い状況が続き、7
～12 月に各地で洪水の被害が発生した。 

6～9 月の 4 か月間降水量（図 1.1.6）は、タイ

北部のチェンマイで 921mm（平年比 134％）、タ

イの首都バンコクで 1251mm（同 140％）、ラオ

スの首都ビエンチャンで 1641mm（同 144％）な

ど、インドシナ半島のほとんどの地点で平年の約

1.2 倍～1.8 倍の雨となった。タイの国内平均降水

量は、1951 年の統計開始以降で、5 月～9 月の 5
か月降水量が 1970 年、1956 年に次ぐ第 3 位とな

った（Thai Meteorological Department（タイ気

象局）, 2011）。 
2011 年のインドシナ半島の降雨の特徴として、

チャオプラヤ川やメコン川の流域全体に、雨季を

通して降水量が平年より多い状態が続いたことが

挙げられる。タイのチャオプラヤ川流域にある観

測地点の 2011 年 5 月 1 日以降の積算降水量をみ

ると（図 1.1.7）、6 月以降、雨が多くなり、7 月

には 5月以降の積算降水量が過去の最大値を上回

った。その後も、雨の多い状況は続き、5 月以降

の積算降水量は、10 月末時点で 2000～2010 年の

最大値より 10％以上多くなった。 
チャオプラヤ川が氾濫したタイでは、長期間に

わたって洪水が続き、830 名以上の死者が出た。

世界銀行による推定では、タイの経済的な損失が

約 1.43 兆バーツ（当時のレートで約 3.6 兆円）に

上った（World Bank（世界銀行）, 2012）。約 450
社の日系企業の工場を含め、多くの工場が操業停

止となり、サプライチェーンの寸断によって日本

を含め世界経済に大きな打撃となった（外務省, 
2012）。 
モンスーンの雨季に平年より多くの雨が降った

ことで、チャオプラヤ川やメコン川の流域で洪水

が発生し、各地で被害が発生した。カンボジアで

240 名以上、ベトナムで 120 名以上の犠牲者が出

た。 

 
図1.1.6 2011年 6～9月の 4か月降水量平年比（％）の分布と主な地点の月降水量の経過 

平年値は 1981～2010 年の平均値。経過図の×はデータの未入電を示す。 



（第 1 章 異常気象と気候変動の実態） 

 
10 

2）多雨をもたらした要因 

2011 年夏のインドシナ半島付近では、ベンガル

湾方面から流入する対流圏下層の水蒸気量が平年

より多く、積雲対流活動が平年より活発だった（図

1.1.8）。この夏の中・東部太平洋熱帯域の海面水

温は平年より低く、ラニーニャ現象時の傾向を示

した。Peterson et al.（2012）は、7～9 月のチャ

オプラヤ川中・上流域の降水量はラニーニャ現象

の発生時に多くなる傾向ががあるもののラニーニ

ャ現象による影響は小さいこと、今回の多雨に対

する地球温暖化の影響は見られないことを示した。

また、彼らは、今回の大規模な洪水ではチャオプ

ラヤ川の水位が 1995 年と比べて 0.5m 上昇して

いることや土地利用の変化など気象学的要素以外

の要因が大きく関連したことを指摘した。 
 
(3) 2011/2012年冬のユーラシアの顕著な寒波 

1）気温及び被害の状況 

2011/2012 年の冬はユーラシア大陸中緯度の広

い範囲で平年よりも著しく気温が低くなり（図

1.1.9）、各地で低温や雪崩の影響により災害が発

生した。 
1 月中旬～下旬に、東アジアから中央アジアに

かけて顕著な低温となり、その後、低温域は 2 月

はじめにかけて西ヨーロッパまで広がった。2 月

中旬以降、顕著な低温の範囲は中央アジア付近の

みに縮小した。 

中央アジアのカザフスタンのアスタナでは、1
月中旬に気温が低下し始め、2012年 2月 2日に、

日平均気温が−35℃を下回り（平年差約−21℃）、

日最低気温は約−40℃になった。その後、気温は

やや上昇するものの、平年より低い状態は 2 月末

頃まで続いた。ポーランドのワルシャワでは、1
月下旬に気温が低下し始め、2 月 3 日に−18℃を下

回り（平年差約−17℃）、2 月中旬まで平年より低

い状態が続いた（図 1.1.10）。 
この寒波の影響により、低体温症などでポーラ

ンドでは 80 人以上、ロシアで 230 人以上が死亡

し、このほかにヨーロッパ全体で 430 人以上が死

亡、中央アジアからインド・アフガニスタンで雪

崩や気温低下により、350 人以上が死亡した。 
この冬は、日本でも寒い冬となり、北日本、東

日本及び西日本の冬（12～2 月）の平均気温が低

温となった。また、日本海側の地域を中心に積雪

が多く、1990 年代以降では「平成 18 年豪雪」（詳

細については第 1.1.4 項（3）を参照）の 2005/2006
年冬に次ぐ水準の積雪となった。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.7 タイのチャオプラヤ川流域での積算降

水量 

赤線が 2011 年 5 月 1 日～10 月 31 日の積算降水

量、青い部分は 2000～2010 年の積算降水量の最

大値と最小値の範囲を示す。左上の地図は、降水

量を算出した地点。タイ気象局の通報データをも

とに、気象庁で作成した。 
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図1.1.8 2011年のインドシナ半島の雨季の多雨をも

たらした大気の流れの特徴（概念図） 

 

図1.1.9 地上気温の規格化平年差の階級分布 

2011/2012 年冬の 3 か月平均気温の平年差を標準偏差で規格化した値を緯度・経度 5 度格子で平均し、階級別に示した。

階級を区分する±1.28 及び±0.44 は、それぞれ出現確率 10％（10 年に 1 回に相当）及び 33.3％（3 年に 1 回に相当）

に対応する。 

 

図1.1.10 アスタナ（カザフスタン）及びワルシャワ（ポーランド）の日平均気温、日最高気温、日最低気温の推移（2012年

1月 15日～3月 4日） 

平年値は 1981～2010 年の平均値。 

日平均気温 日最高気温

日最低気温 日平均気温の平年値（1981～2010年）
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2) 寒波をもたらした要因 

2011/2012 年冬は、上空を流れる偏西風（寒帯

前線ジェット気流、亜熱帯ジェット気流）が大西

洋からユーラシア大陸にかけて南北に非常に大き

く蛇行した。寒帯前線ジェット気流が西シベリア

付近で北に蛇行したことにより、シベリア高気圧

の勢力が非常に強くなった。このため、東アジア

から中央アジア、ヨーロッパにかけての広い範囲

で顕著な低温となった。寒帯前線ジェット気流が

大西洋からユーラシア大陸上で蛇行しやすかった

一因としては、ラニーニャ現象傾向の海面水温分

布や北大西洋熱帯域の積雲対流活動が活発だった

ことが考えられる。シベリア高気圧の強化にはバ

レンツ海付近（ロシア北西海上）の少ない海氷が

関連した可能性がある（図 1.1.11）。 
1～2 月に中央アジアからヨーロッパに顕著な

寒波をもたらしたときの大気の特徴を見ると、

2012 年 1 月半ば頃に、偏西風の蛇行に伴ってシ

ベリア西部で高気圧の勢力が強まり、高気圧の周

縁に沿って、シベリア東部の強い寒気がモンゴル

からカザフスタン付近に流入した。その後 2 月は

じめにかけて、この高気圧は勢力をさらに強めな

がら、ロシア北西部からヨーロッパ北部にまで次

第に広がり、それに対応して、カザフスタン付近

の寒気が高気圧の南縁に沿ってさらにヨーロッパ

西部まで流入した（図 1.1.12）。 
日本付近ではこの冬、強い冬型の気圧配置とな

った。日本付近では偏西風が南側に蛇行し、たび

たび上空に強い寒気が流入した。亜熱帯ジェット

気流が日本付近で南側に蛇行しやすかった要因と

しては、ラニーニャ現象傾向の海面水温分布の影

響によってインド洋東部からインドネシア付近の

積雲対流活動が活発だったことが考えられる（図

1.1.11）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.11 2011/2012年冬のユーラシア

大陸の顕著な寒波をもたらした大気の流

れの特徴（概念図） 



（第 1 章 異常気象と気候変動の実態） 

 
13 

 

図1.1.12 2012年 1月末～2月はじめに中央アジアからヨーロッパに顕著な寒波をもたらした大気の流れの特徴（2012年 1月

29日～2月 4日平均） 

黒実線は海面気圧（hPa）、寒色陰影は地上 2m の気温（℃）を表す。 

 

(4) 2012年の米国の高温・少雨 

1）気温・降水と被害の状況 

米国では春先から高温となり、3 月は米国の東

部から中部にかけての広い範囲で高温となった。

この高温傾向はその後も 5～9 月に持続し続き、

特に 6 月～7 月上旬には中西部を中心にこの高温

傾向が顕著となった（図 1.1.13）。2012 年 7 月の

米国本土の月平均気温は、統計開始の 1895 年以

降で最も高くなった（NOAA（米国海洋大気庁）, 
2012）。 
一方、降水は 5～7 月に、米国中西部を中心に

広範囲で少雨となった。7 月中旬以降は東部や南

部で平年を上回る降水があり、8 月には中西部の

東側にも一時的に降水があったものの、中西部の

西側を中心に雨の少ない状態は 9 月まで続いた。 
米国中西部のインディアナポリスでは6月下旬

以降、日最高気温が 40℃以上となった日が出現し

7月 31日時点で2012年 1月 1日以降の積算降水

量は平年の約 6 割だった（図 1.1.14）。中西部の

西側に位置するネブラスカ州ノーフォークでも、

インディアナポリスと同様に 6月下旬から高温と

なり、少雨の状態は 9 月まで続いた。 
この高温・少雨により、米国では干ばつが急速

に進行し、2012 年 9 月 25 日に米国干ばつモニタ

ー（USDM）で米国本土の 65.5%が中程度（D1）

～異常（D4）の干ばつ（図 1.1.15）とされたが、

これは、過去 13 年間で最大の面積だった（WMO, 
2013b）。 

2012 年の干ばつは、米国中西部における大豆や

トウモロコシなどの穀物に深刻な被害をもたらす

とともに、穀物価格の上昇を引き起こした

（United States Department of Agriculture（米

国農務省）, 2013）。 
 
2) 高温・少雨をもたらした要因（図1.1.16） 

2012 年の春から夏にかけては、米国上空の偏西風

が米国中央部を中心に北側に蛇行する傾向があり、

これに対応して米国は暖かい高気圧に覆われやす

かった。高温・少雨が顕著だった 6 月～7 月上旬

は太平洋から北米にかけて偏西風の南北蛇行が大

きく、米国中央部では北側への蛇行が明瞭だった。

例年は、夏の米国中央部では大西洋に中心を持つ

亜熱帯高気圧の西縁に沿ってメキシコ湾から水蒸

気が流入するが、2012 年は流入が平年より少なく、

大気は乾燥した。これはメキシコ湾付近で積雲対

流活動が平年より活発だったことに対応して、亜

熱帯高気圧が西に張り出しにくかったことや、米

国中央部で偏西風が北に蛇行し、南寄りの風が吹

きにくかったことが関係したとみられる。 



（第 1 章 異常気象と気候変動の実態） 

 
14 

図1.1.13 米国中西部の高温と少雨の状況 

上図は、2012 年 6 月 1 日～7 月 10 日の平均気温の平年差

（℃）、下図は 2012 年 6 月 1 日～9 月 30 日の降水量平年比

（％）。平年値は 1981～2010 年の平均値。 
 

図1.1.14 インディアナポリス（上図）とノーフォーク（下

図）の日最高気温と積算降水量（1月 1日～9月 30日） 

赤線は 2012 年の日最高気温（℃）、緑線は日最高気温の過去

20 年間（1992～2011 年）の平均値（℃）、青色は 2012 年 1
月 1 日～9 月 30 日の積算降水量（mm）、水色は積算降水量

の平年値（mm）。平年値は 1981～2010 年の平均値。 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.15 米国の干ばつの状況（2012年 9月 25日） 

中部を中心に広い範囲で中程度（D1）以上の干ばつ

となった（橙色～濃赤色の領域）。出典：米国干ばつ

軽減センター（National Drought Mitigation 
Center) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.16 2012年の米国の高温・

少雨をもたらした大気の流れの特

徴（概念図） 
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1.1.3 日本の最近の気象災害 

日本の各地で、台風・前線などによる大雨、洪

水、土砂災害などの被害が多く発生した。また、

近年は、広い範囲で酷暑害が発生した。 
 
(1) 近年の主な風水害について 

日本の気象災害として最も多いのは、台風や前

線によって発生する風水害である。1990 年以降の

主な風水害による被害について、被害状況の推移

を図 1.1.17 に挙げるとともに、その概要を示す。

表 1.1.2 には最近 9 年間（2005～2013 年）の主な

気象災害の被害状況、また、表 1.1.3 には最近 9
年間の主な気象災害の気象の記録について示す。 
 
1) 前線による大雨 

梅雨期間の後半である 7 月には、台風の上陸や

接近による直接の被害だけではなく、梅雨前線や

停滞前線の影響等による集中豪雨の被害が、同じ

ような地域でたびたび発生することがある。ここ

数年では、九州北部地方において、2009 年、2010
年、2012 年と 3 度にわたって集中豪雨による気

象災害が発生した。 
2009 年 7 月 19～26 日に、西日本で梅雨前線の

活動が活発になり、山口県では、22 日に 24 時間

降水量が 275.0mm、福岡県では、24 日の最大 1
時間降水量が 116.0mm となるなど、1 時間あた

り 100mm を超える局地的で記録的な大雨が降っ

た。この大雨は「平成 21 年 7 月中国・九州北部

豪雨」と命名され、総降水量は、多いところで

700mm を超え、7 月の月降水量平年値の 2 倍近

くに達した地点もあった。この大雨に伴い、広島

県、山口県、福岡県などでは、土石流などの土砂

災害や河川はん濫などが発生し、死者・行方不明

者 36 名となった。 
2010 年 7 月 10～16 日に、本州付近に停滞して

いた梅雨前線に向かって、南から非常に湿った空

気が流れ込み、西日本から東日本にかけて大雨と

なった。この期間の降水量は、佐賀県の 613.5mm
をはじめ、福岡県、長崎県、山口県、広島県、高

知県、岐阜県、長野県と広い範囲で 500mm を超

え、福岡県や広島県など多くの地点で 7 月の月降

水量平年値を上回った。また、24 時間降水量は、

岐阜県の 239.0mm をはじめ、広島県、島根県、

福岡県で観測史上 1 位を更新した。この大雨によ

り広島県・島根県・岐阜県において死者・行方不

明者が 14 名に達し、九州北部地方、中国地方、

東海地方などを中心に各地で浸水害や土砂災害が

発生した。 
2012 年 7 月 11～14 日に発生した「平成 24 年

7 月九州北部豪雨」では、黄海から本州付近にの

びる梅雨前線に沿って非常に湿った空気が流れ込

み、九州北部地方では、熊本県で 7 月 12 日 1～7
時に 459.5mm を観測し、また、24 時間降水量で

福岡県を中心とした地域気象観測所（アメダス）

8 地点が観測史上 1 位の値を更新するなど、記録

的な大雨となった。これらの大雨により、河川の

はん濫や土石流、がけ崩れ等が発生し、熊本県、

大分県、福岡県で死者・行方不明者 33 名となっ

たほか、九州北部地方を中心に 13,000 棟を超え

る住家の損壊･浸水等が発生した。 
同じような地域でたびたび発生する集中豪雨は

九州地方に限ったものではなく、2004 年には「平

成 16 年 7 月新潟・福島豪雨」、2011 年には「平

成 23 年 7 月新潟・福島豪雨」により、新潟県や

福島県を中心に記録的な大雨となった。この大雨

で、両県では、堤防の決壊や土砂災害により、住

家、農地、道路に多数の被害が発生した。「平成

16 年 7 月新潟・福島豪雨」では、強い雨が約 9
時間継続し総降水量は多いところで 300mm を超

え、「平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨」では、解析

雨量（レーダーと雨量計のデータから算出した降

水量）による総降水量が 1000mm に達したとこ

ろがあった。 
集中豪雨による風水害は、梅雨期間だけではな

く、8 月に発生することも多い。 
2008 年 8 月 26～31 日に発生した「平成 20 年

8 月末豪雨」では、東シナ海から九州南部へ低気

圧が東進し、本州付近に停滞した前線に向かって

南からの非常に湿った空気の流れ込みが強まると

ともに、上空に寒気が流れ込んだことから大気の

状態が不安定になり、中国、四国、東海、関東、

東北地方などで記録的な大雨となった。この期間、
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局地的に非常に激しい雨が降り、全国 21 か所で 1
時間降水量の記録を更新した。愛知県では 28 日

に一宮市で 120.0mm、29 日には岡崎市で全国歴

代 7位となる146.5mm、広島県福山市で93.0mm、

30日には千葉県我孫子市で105.0mmの1時間降

水量が観測され、愛知県を中心に、埼玉県、千葉

県、広島県などで、22,000 棟を超える住家の浸水

被害があった。

 

図 1.1.17 風水害による被害状況の推移（1990～2013年） 

「消防白書」より作成。 
 

表1.1.2 最近 9年間の主な気象災害の被害状況 （2005～2013年） 

 

※表の作成基準は死者 10 人以上又は気象庁が命名した豪雨。『』内は気象庁が命名した気象現象。住家損壊は全壊（焼）・半壊

（焼）・流失・一部損壊の合計。住家浸水は床上・床下浸水の合計。被害数は「消防白書」より作成。 
注 1）被害数は、6.26～7.31 の梅雨前線によるものまでを含む。 
注 2）ほかに海上では船舶の座礁や転覆が相次いで発生し、海上における事故により、死者 19 名、行方不明者 14 名の被害（海

上保安庁「平成 18 年における海難及び人身事故の発生と救助の状況について」より）。 

年月日 要因 地域

死者・行方

不明者

（人）

住家損壊

（棟）

住家浸水

（棟）

2005

　9.3～8
台風第14号

全国（主に関東、中

国、四国、九州）
29 8,255 13,207

2006
　7.15～24

梅雨前線
『平成18年7月豪雨』

東北～九州
33

注1
2,138

注1
10,139

注1

　9.15～20 台風第13号
北海道，中国，四国，

九州，沖縄
10 11,894 1,366

　10.4～9 低気圧 北海道～四国
1

注2
997 1,297

2008

　8.26～31

低気圧、前線

『平成20年8月末豪雨』
北海道～四国 2 54 22,461

2009
　7.19～26

梅雨前線
『平成21年7月中国・九州北部豪雨』

中国・九州北部を中心 36 384 11,872

　8.8～11 台風第9号 東北～九州 27 1,347 5,619

2010

　7.10～16
梅雨前線 東北～九州北部 22 353 7,930

2011

　7.27～30

停滞前線

『平成23年7月新潟・福島豪雨』
新潟・福島を中心 6 1,110 8,940

　8.30～9.5 台風第12号 北海道～四国 98 4,008 22,094

　9.15～22 台風第15号 全国 20 5,223 8,567

2012

　7.11～14

梅雨前線

『平成24年7月九州北部豪雨』
九州北部を中心 33 2,774 10,983

2013

　10.14～16
台風第26号 関東（特に大島） 43 1,094 6,142
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2) 台風による強風と大雨 

 2005 年 8 月 29 日 21 時にマリアナ諸島近海で

発生した台風第 14 号は、広い暴風域を維持した

まま九州地方の西岸に沿って北上し、6 日 14 時過

ぎに長崎県諫早市付近に上陸した。台風はその後

九州北部を通過し、6 日夜には山陰沖に抜け、速

度を速めながら日本海を北東に進んだ。この台風

は、広い暴風域を維持したまま、比較的ゆっくり

した速度で進んだため、九州、中国、四国の各地

で長時間にわたって暴風、高波、大雨が続いた。

9 月 3～8 日の総降水量は、宮崎県で 1322mm（当

時の 9 月の月降水量平年値の 2.9 倍）を記録し、

九州、中国、四国の各地方と北海道の計 62 地点

では、それまでの日降水量の第 1 位の記録を更新

した。また、台風の接近･上陸に伴い各地で暴風、

高波が発生し、4 日には南大東島で最大瞬間風速

55.6m/s、6 日には種子島で同 59.2m/s、屋久島で

同 58.1m/s が観測された。この台風により、熊本

県、大分県、宮崎県、鹿児島県を中心に九州地方

から東北地方で土砂災害、大雨による浸水が多数

発生し、人的被害は宮崎県を中心に全国で死者･

行方不明者が 29 名、21,000 棟を超える住家の損

壊･浸水等が発生した。 
近年で死者・行方不明者の被害が最も大きかっ

た台風は、2011 年の台風第 12 号だった。台風第

12 号は、2011 年 8 月 25 日 9 時にマリアナ諸島

の西海上で発生し、30 日に小笠原諸島付近で大型

で強い台風となった後、9 月 3 日 10 時頃に高知県

東部に上陸、18 時過ぎに岡山県南部に再上陸し、

4 日未明に山陰沖に抜けた。台風は大型で動きが

遅かったため、長時間にわたって台風周辺の非常

に湿った空気が流れ込み、西日本から北日本にか

表1.1.3 最近 9年間の主な気象災害の気象の記録 （2005～2013年） 

 

※観測史上 1 位を更新した地点数は、タイ記録を含まない。当時において統計期間 10 年以上の地点に限って集計。都道府県

名は、記録を更新した地点が 3 地点以上ある場合のみ記載。 

1時間降水量(mm) 24時間降水量(mm) 期間降水量(mm) 最大風速(m/s)
1時間

降水量

24時間

降水量
最大風速 備考

2005

　9.3～8
台風第14号

高知県　　76（本川）

長崎県　　75.0（雲仙岳）

静岡県　　73（磐田）

宮崎県　　934（神門）

愛媛県　　765（成就社）

高知県　　718（本川）

宮崎県　　1322（神門）

鹿児島県　956（肝付前田）

奈良県　　932（日出岳）

鹿児島県　36（喜界島）

高知県　　33.2（室戸岬）

沖縄県　　32.8（南大東島）

7

60

北海道,

広島,山

口,愛媛,

高知,大

分,宮崎,

鹿児島

3

24時間降水量の

代わりに日降水

量

2006

　7.15～24

梅雨前線

『平成18年7月豪雨』

宮崎県　　92（えびの）
鹿児島県　88（さつま柏原）

長崎県　　86.0（雲仙岳）

宮崎県　　641（えびの）
鹿児島県　635（紫尾山）

熊本県　　484（一勝地）

宮崎県　　1281（えびの）
鹿児島県　1264（紫尾山）

熊本県　　912（一勝地）

13

北海道

17
長野,島

根,鳥取,

鹿児島

0
24時間降水量の
代わりに日降水

量

　9.15～20 台風第13号

大分県　　122（蒲江）

佐賀県　　99（伊万里）

長崎県　　77（上大津）

大分県　　359（蒲江）

沖縄県　　308（川平）

佐賀県　　299（伊万里）

佐賀県　　402（伊万里）

大分県　　361（蒲江）

長崎県　　357.0（平戸）

沖縄県　　48.2（石垣島）

長崎県　　46（野母崎）

佐賀県　　35（川副）

3 1

15

福岡,佐

賀,長崎,

沖縄

24時間降水量の

代わりに日降水

量

　10.4～9 低気圧

鹿児島　　52（与論島）

富山県　　38（宇奈月）

和歌山県　38（本宮）

岩手県　　272（下戸鎖）

福島県　　272（広野）

宮城県　　264（筆甫）

奈良県　　397（日出岳）

岩手県　　397（袖山）

福島県　　383（浪江）

北海道　　38（えりも岬）

宮城県　　30（江ノ島）

千葉県　　25.8（銚子）

0
10

北海道

9

北海道

24時間降水量の

代わりに日降水

量

2008

　8.26～31

低気圧、前線

『平成20年8月末豪

雨』

愛知県　　146.5（岡崎）

千葉県　　120.0（一宮）

広島県　　93.0（福山）

愛知県　　302.5（岡崎）

奈良県　　243.0（日出岳）

徳島県　　240.0（日和佐）

奈良県　　475.0（日出岳）

愛知県　　447.5（岡崎）

徳島県　　384.0（日和佐）

21

愛知
2 0

2009

　7.19～26

梅雨前線

『平成21年7月中国・

九州北部豪雨』

福岡県　　116.0（博多）

長崎県　　111.0（石田）

山口県　　77.0（山口）

福岡県　　338.0（飯塚）

長崎県　　313.5（芦辺）

山口県　　277.0（山口）

大分県　　702.0（椿ヶ鼻）

福岡県　　636.5（大宰府）

佐賀県　　570.5（嬉野）

11

山口,福

岡

7

福岡
0

中国,四国,九州

地方のみ

　8.8～11 台風第9号

徳島県　　100.5（木頭）

高知県　　95.0（船戸）

兵庫県　　89.0（佐用）

徳島県　　678.0（木頭）

高知県　　407.5（船戸）

兵庫県　　327.0（佐用）

徳島県　　783.5（木頭）

高知県　　471.0（魚梁瀬）

兵庫県　　349.5（佐用）

11 2 0
北海道,沖縄県

を除く

2010

　7.10～16 梅雨前線

徳島県　　108.5（日和佐）

岐阜県　　83.5（多治見）

佐賀県　　80.0（北山）

高知県　　360.5（魚梁瀬）

福岡県　　316.0（頂吉）

長崎県　　282.5（厳原）

佐賀県　　613.5（北山）

山口県　　596.5（東厚保）
6 4 0

東日本,西日本

のみ

2011

　7.27～30

停滞前線

『平成23年7月新潟・

福島豪雨』

新潟県　　121.0（十日町）

福島県　　69.5（只見）

福島県　　527.0（只見）

新潟県　　473.5（宮寄上）

福島県　　771.5（只見）

新潟県　　626.5（宮寄上）

11

新潟

6

新潟
0

新潟県,福島県

のみ

　8.30～9.5 台風第12号

和歌山県　132.5（新宮）

三重県　　101.5（熊野新鹿）
兵庫県　　79.0（姫路）

三重県　　872.5（宮川）

鳥取県　　783.5（大山）
徳島県　　771.0（福原旭）

奈良県　　1814.5（上北山）

三重県　　1630.0（宮川）
和歌山県　1186.0（色川）

徳島県　24.3（日和佐）

三重県　23.7（津）
高知県　23.1（室戸岬）

11

北海道,
和歌山

50

北海道,

群馬,三

重,兵庫,
奈良,和

歌山,岡

山,徳島

6

　9.15～22 台風第15号

静岡県　　90.5（熊）

宮崎県　　87.0（神門）

香川県　　80.0（内海）

徳島県　　489.0（徳島）

静岡県　　461.0（梅ケ島）

宮崎県　　447.0（神門）

宮崎県　　1128.0（神門）

高知県　　1035.0（鳥形山）

徳島県　　971.5（木頭）

北海道　35.4（えりも岬）

東京都　31.1（神津島）

静岡県　29.7（御前崎）

3

17

岐阜,兵

庫

20

茨城,神

奈川,静

岡

2012

　7.11～14

梅雨前線

『平成24年7月九州北

部豪雨』

熊本県　　108.0（阿蘇乙姫）

神奈川県　104.5（丹沢湖）

鹿児島県　103.0（上中）

熊本県　　507.5（阿蘇乙姫）

福岡県　　486.0（黒木）

大分県　　396.0（椿ヶ鼻）

熊本県　　816.5（阿蘇乙姫）

福岡県　　656.5（黒木）

大分県　　649.0（椿ヶ鼻）

7
8

福岡
0

2013

　10.14～16
台風第26号

東京都　　122.5（大島）

茨城県　　62.5（鹿島）

千葉県　　61.5（千葉）

東京都　　824.0（大島）

静岡県　　395.5（天城山）

千葉県　　370.5（鋸南）

東京都　　824.0（大島）

静岡県　　399.0（天城山）

千葉県　　370.5（鋸南）

宮城県　33.6（江ノ島）

千葉県　33.5（銚子）

北海道　25.1（納沙布）

2

14

茨城,千

葉

12

年月日 要因

都道府県別の最大値（3位まで） 観測史上1位を更新した地点数
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けて、山沿いを中心に記録的な大雨となった。

2011 年 8 月 30 日 17 時～9 月 5 日 24 時の総降水

量は、紀伊半島を中心に広い範囲で 1000mm を

超え、年降水量平年値の 60％に達する地点があり、

解析雨量では 2000mmを超えたところもあった。

この台風によって土砂災害、浸水、河川のはん濫

等が発生し、三重県、和歌山県、奈良県をはじめ

とする 9 県などで、死者・行方不明者 98 名、北

海道から四国にかけての広い範囲で住家浸水、田

畑の冠水、鉄道の運休などの被害が発生した。特

に死者・行方不明者数は、上陸した台風の数が過

去最多の10個を記録した2004年の被害者数に匹

敵するものであった。 
台風は広い範囲に大雨や暴風などによる被害を

もたらすことが多いが、台風の進行方向や地形の

影響により局地的に甚大な被害が発生することも

ある。 
2013 年の台風第 26 号は、発達しながら日本の

南海上を北上し、大型で強い勢力のまま、10 月

16 日明け方に、関東地方沿岸に接近した。この台

風の影響で、10 月 14～16 日に、西日本から北日

本の広い範囲で暴風、大雨となった。特に東京都

大島町（伊豆大島）では、台風がもたらす湿った

空気の影響で、16 日未明から明け方にかけて伊豆

諸島北部を中心に 1 時間に 100mm を超える猛烈

な雨が数時間降り続いた。1 時間降水量 122.5mm、

日降水量 525.5mm、24 時間降水量 824.0mm（10
月の月降水量平年値の 2.5 倍）、月降水量

1255.0mm は、それぞれ過去の記録を更新した。

この台風による死者・行方不明者は、千葉県、東

京都、神奈川県、静岡県で 43 名となったが、そ

のうち 39 名が東京都大島町で発生した大規模な

土砂災害によるものであった。 
 
(2) 近年の主な突風害について 

 近年、注目されている気象災害に、突風害があ

る。一般に風害には、季節風や台風等による強風

害等と、局所的に発生する突風害がある。突風害

の原因は、竜巻、ダウンバースト、ガストフロン

トと大きく 3 つに分類される。これら突風害は、

主に、急速に発達する積乱雲の近傍で発生し、そ

の中でも竜巻による被害については、限られた狭

い範囲及び短時間の現象ではあるものの、電車や

自家用車等が持ち上げられるなど、被害規模の大

きい事例が、国内でたびたび確認されている。突

風害が発生した場合、気象庁では、気象庁機動調

査班（JMA－MOT）を現地に派遣し、自治体や

住民の方々の協力のもと、突風の強さや突風をも

たらした現象の特定等をすみやかに実施し、結果

を公表している。 
 2005 年 12 月 25 日に山形県酒田市で発生した

突風（現象は特定できず）では、防風柵やビニー

ルハウスの損壊等に加え、列車 6 両が脱線（うち

3 両が転覆）する事故が起き、死者 5 名、負傷者

33 名、建物 7 棟（非住家含む）の被害をもたらし

た。この突風の強さを示す藤田スケールは F1 と

推定された。当日は、北海道の西にある低気圧が

発達しながら東進し、酒田市を含む庄内地域は、

日本海北部からのびる前線が通過していた（平成

20 年 4 月 2 日鉄道事故調査報告書）。 
 2006年 9月 17日に九州の西海上を北上した台

風第 13 号の影響により宮崎県延岡市で発生した

竜巻は、死者 3 名、負傷者 143 名、建物について

は商店街や工場等、非住家を含めて 1,260 棟（他

の現象による被害も含む）の被害をもたらした。

藤田スケールは F2 と推定され、被害の幅は 150
～300m、長さは 7.5km にわたっていた。この竜

巻により、JR 日豊本線の延岡～南延岡間では、

特急列車の脱線転覆事故が発生し、7 名が負傷し

ている。この日は、日向市や日南市でも竜巻が発

生した。 
 2006年 11月 7日に北海道佐呂間町で発生した

竜巻による被害は、死者 9 名、負傷者 31 名、建

物は 109 棟（非住家含む）に及び、15km 以上離

れた地点まで飛散物を確認した。藤田スケールは

F3 と推定され、被害の幅は 100～300m、長さは

1.4km にわたっていた。当日は、宗谷海峡付近に

ある低気圧からのびる寒冷前線が北海道を通過中
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で、前線付近で発達した積乱雲が、道内各地で雷

雨や突風を発生させた。 
2011 年 11 月 18 日に鹿児島県大島郡徳之島町

で発生した竜巻は、死者 3 名、建物 4 棟（非住家

含む）の被害をもたらした。藤田スケールは F2
と推定され、被害の幅は 100m、長さは 0.6km に

わたり、乗用車が 20m 以上飛ばされたことなど

を確認した。この日、奄美地方の北には、大陸か

ら九州西海上に前線がのび、大気の状態が不安定

となっていた。 
 2012 年 5 月 6 日に茨城県常総市で発生した竜

巻は、つくば市と常総市合わせて、死者 1 名、負

傷者 37 名、建物 1,058 棟（非住家含む）に被害

をもたらした。竜巻の強さを示す藤田スケールは

F3 と推定され、被害の幅は 500m、長さは 17km
にわたった。この日は、日本の上空に強い寒気が

流れ込み、日本海にある低気圧に向かって暖かく

湿った空気が流れ込んだ。さらに、日射の影響で

地上の気温が上昇したことから、大気の状態が非

常に不安定となり、落雷、突風、降ひょうを伴う

発達した積乱雲が発生していた。 
 2013 年 9 月 2 日に埼玉県さいたま市から茨城

県坂東市にかけて竜巻が発生し、埼玉県越谷市や

千葉県野田市を中心に屋根の飛散など多数の被害

が発生した。藤田スケールは F2 と推定され、被

害の幅は 300m、長さは 19km で、さいたま市と

野田市を合わせて、負傷者64名、建物損壊は1,316
棟（非住家含む）、車両 59 台、ビニールハウス全

壊 6 棟、電柱損壊 5 本に及ぶ、規模の大きなもの

であった。この日は、東北地方から北陸地方を通

り九州北部地方にかけて停滞していた前線に向か

って、暖かく湿った空気が流れ込み、関東地方は

大気の状態が非常に不安定で、活発な積乱雲が被

害地付近を通過中であった。 
 なお、これら竜巻やダウンバースト等の突風害

の発生頻度の増減傾向などについては、調査体制

の拡充等が実施されて間もないことから、事例資

料の十分な蓄積を待つ必要がある。 
 

(3) 近年の主な酷暑害について 

近年、酷暑害が広い範囲で多く見られるように

なってきている。酷暑害をもたらす高温の発生は、

勢力の強い太平洋高気圧（あるいは日本付近で停

滞する背の高い高気圧）によってもたらされる。

そのほか、地球温暖化や都市化によるヒートアイ

ランド現象なども寄与していると考えられる。こ

れに伴い水稲の不稔や白化等の農業被害に加え、

熱中症などの健康被害が数年傾向にある。近年の

酷暑害について、その概要を示す。 
2005 年 8 月 3～6 日は、岩手県、福島県、富山

県、栃木県、埼玉県で、合わせて死者 8 名、負傷

124 名に及ぶ酷暑害が発生した。この日は、広く

太平洋高気圧に覆われ、伏木（富山県）で 8 月 3
日に 37.1℃、一関（岩手県）で 8 月 5 日に 36.8℃
の日最高気温を記録する猛暑だった。 
 2006 年 7 月 13～15 日は、富山県、群馬県、埼

玉県、千葉県、静岡県、岐阜県、佐賀県、長崎県

で、合わせて死者 5 名、負傷者 191 名に及ぶ酷暑

害が発生した。低気圧が通過した後、広く太平洋

高気圧に覆われ、館林（群馬県）で 7 月 14 日に

37.8℃、多治見（岐阜県）で 7 月 15 日に 37.7℃
の猛暑となった。 

2007 年 6～9 月は、東北地方から沖縄までの広

い範囲で酷暑害が頻発し、死者 66 名、負傷者は

6,300 名を超えた。特に 8 月 16 日の猛暑では、名

古屋で 39.4℃、多治見で 40.9℃、館林で 40.3℃、

伊勢崎（群馬県）で 39.8℃、熊谷（埼玉県）では

40.9℃を記録し、多治見と熊谷では、それまでの

日最高気温の日本記録40.8℃（1933年7月25日、

山形）を更新した。 
2010 年 6～9 月は、全国的に酷暑害が発生し、

死者 272 名、負傷者は 21,000 名を超える被害を

もたらした。消防庁発表の同年 7～9 月の救急搬

送者数は 53,843 名で、前年 2009 年の 4.15 倍に

及んだ。高温による健康被害に加えて、鳥取県で

は 7 月 20～23 日に、JR 伯備線で高温により線路

が湾曲し、列車 20 本が運休した。また北海道で

は、乳牛やブロイラー等の家畜被害も発生した。



（第 1 章 異常気象と気候変動の実態） 

 
20 

長期間高気圧に覆われて晴天が続き、そこに暖気

の流入等が加わる気象状況だったが、高温が著し

くなかった地域でも、屋内で被害が出ている例が

あり、熱中症に対する注意喚起が連日行われてい

た。 
図 1.1.18 に、2000～2013 年の 14 年間におけ

る、東京 23 区の熱中症患者数と日最高気温 35℃
以上の日数（猛暑日日数）及び日最低気温 25℃以

上の日数の推移を示した。これらの日数の増加が、

熱中症患者の増加とほぼ対応している。環境省が

公開している「熱中症環境保健マニュアル」によ

ると、熱帯夜などによる体力低下も、熱中症の患

者数と関連があるとしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

気象庁では異常天候早期警戒情報や高温注意情

報により、気温傾向の予測を提供するとともに、

環境省では黒球温度計6を用いた暑さ指数情報を

熱中症予防情報サイトからリアルタイムに提供し、

また消防庁、民間気象会社等でも、熱中症に関す

るさまざまな対策や関連情報を提供している。 
 
 
  

                                                   
6 周囲からの放射熱による温度上昇を計測するために用

いられる温度計。 

 
図1.1.18 東京における日最高気温35℃以上の日数及び日最低気温25℃以上の日数と熱中症搬送者数の推移 

熱中症患者数は、国立環境研究所「熱中症患者情報速報」より引用。 
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1.1.4 日本の最近の異常気象とその背景

要因 

最近9年間（2005～2013年）の日本の気温は、

夏と秋に異常高温が多く出現した。冬の気温は長

期的には上昇傾向にあるものの、最近9年間は明

瞭な傾向は見られず、異常高温より異常低温の方

が多く出現した。 
 

(1) はじめに 

本項の（2）では、この期間の日本の異常気象

発生状況の概要について述べる。（3）～（6）で

は、2005～2013 年に日本で発生した異常気象の

中で社会的影響の大きかった事例として、平成 18
年（2006 年）豪雪、2009 年夏の不順な天候、2010
年夏の猛暑及び 2013 年夏の極端な天候を取り上

げ、各事例の特徴と要因をまとめた。 
 

(2) 2005年から 2013年の異常気象発生状況 

1) 異常高温・異常低温（図 1.1.19、図 1.1.20） 

「夏と秋に異常高温、冬に異常低温が多い」 

2005～2013 年の期間は概ね高温傾向であり、

2010 年は日本の年平均気温が歴代 4 位の顕著な

高温となった（都市化の影響の少ない全国 15 気

象官署の観測値から算出した年平均気温の過去約

100 年間の資料による：第 1.2.1 項参照）。このよ

うな全体的な高温傾向の中で、この期間の異常高

温の出現件数は 385 件となった一方、異常低温の

出現件数は 185 件となったが、異常気温の出現数

の期待値7 450 件をそれぞれ下回り、特に、異常

低温は期待値の半分を下回った。 
地域別に見ると、異常高温は全国的に現れてお

り、特に北日本や東・西日本日本海側で多い傾向

が見られる。異常低温は、西日本と沖縄・奄美で

多く見られるが、北・東日本では相対的に少なく

なっている。 
 

                                                   
7 異常気象の出現数の期待値は、30 年に 1 回異常気象値が

出現すると仮定して求め、各地点、各要素ともに月毎に

0.30 回(=1/30×9)となる。気温は、125 地点あるので、1
年（＝12 か月）で（1/30×9) ×125×12=450 回となる。 

異常高温の出現数について季節別に見ると、夏

（6～8 月）と秋（9～11 月）が顕著であり、秋が

172 件、次いで夏が 138 件と多く、春（3～5 月）、

冬（12～2 月）はそれぞれ 50 件、25 件と相対的

に少なかった。 
異常低温の出現数について季節別に見ると冬が

顕著で 145 件、次で春が 36 件、夏と秋はそれぞ

れ 2 件で少なかった。冬の異常低温出現数の大部

分は 2005 年 12 月の 107 件（気温に用いた地点

数全体に対する割合は 86％）が占めており、この

内29地点では12月として観測開始以来の最低気

温が記録されていた（詳細は（3）参照）。 
夏と秋の平均気温は、長期的に上昇傾向（信頼

度水準 95％で統計的に有意）となっており、また、

2005～2013 年は全国的に高温となることが多く

なっていた。すなわち、暑い夏が多くなり、さら

に涼しくなる時期が遅れて残暑が長引く傾向が見

られている。この中で、2010 年は全国的な猛暑（詳

細は（5）参照）となり、2013 年夏も西日本を中

心に記録的な猛暑となった（詳細は（6）参照）。

また、2012 年は 8 月下旬～9 月中旬に太平洋高気

圧の勢力が日本の東海上で非常に強まり、北・東

日本で厳しい残暑となった。2012 年 9 月の月平

均気温は北日本では 9 月としては 1946 年以降で

最も高い値であり、また、全国の 51 地点で当時

の最高記録を更新した。夏から秋にかけて異常高

温が多かった要因としては、夏の太平洋高気圧の

 

図1.1.19 2005～2013 年の季節別異常気象発生件数 

全国の月平均気温、月降水量、月間日照時間の異常気象の出

現数を季節別に積算した。用いた地点数は、気温が125地点、

降水量が141地点、日照時間が95地点である。 

(件) 
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勢力が強く、秋になってもその後退が遅くなる傾

向が見られることがあげられる。 
一方、冬は異常高温より異常低温が多く出現し、

春は異常高温が異常低温の出現数を上回っている

がその差は小さい。冬と春の気温は、長期的に上

昇傾向となっているものの、2005～2013 年は、

沖縄・奄美の冬を除いて全国的に高い傾向は見ら

れず、北日本の春は低温傾向で、その他は、冬、

春ともに低温年と高温年が現れるなど、明瞭な傾

向が見られない。2011 年春の平均気温は、冬型の

気圧配置となる日や冷涼な高気圧に覆われる日が

多かったため全国で低く、沖縄・奄美の 3 地点で

最低記録を更新した。一方、2013 年 3 月の月平

均気温は東・西日本で 1946 年以降の 3 月として

は 2002 年に次いで高温となった。 
 
2）異常多雨・異常少雨（図 1.1.19、図 1.1.20）

「冬に異常多雨、春に異常少雨が多発」 

2005～2013 年の期間の年降水量は、年々の変

動が大きかった。この期間の異常降水の出現数の

期待値は 508 件であるのに対し、異常多雨の出現

数は、624 件で期待値を大幅に上回った。一方、

異常少雨の出現数は、478 件で期待値を下回った。 
地域別に見ると異常多雨は、全国的に現れてお

り地域的な特徴は見られない。異常少雨は西日本

と沖縄・奄美を中心に現れている。 
異常多雨の出現数について季節別に見ると、冬

が特に多く 233 件、次いで春が 166 件となった。

夏と秋はそれぞれ 116 件、109 件と相対的に少な

かった。冬の降水量は 2000 年代から沖縄・奄美

を除き平年を上回ることが多く、その傾向は北・

東・西日本太平洋側で明瞭となっている。冬の異

常多雨の出現数の内訳は12月が 183件で約 79％
を占めていた。最近 9 年の 12 月の降水量は北・

東・西日本で多雨傾向だった。例えば、2010 年

12 月は低気圧が短い周期で通過した影響で、北日

本太平洋側では1946年以降で 12月としては第1
位の多雨であり、また、全国の 12 地点で当時の

最大記録を更新した。 

異常少雨の出現数について季節別に見ると春が

173 件と多く、次いで夏、秋がそれぞれ 119 件、

111 件で、冬は 75 件と相対的に少なかった。最近

9 年の春の降水量は、北日本日本海側で多雨傾向、

北日本太平洋側と沖縄・奄美で平年並、東・西日

本日本海側と西日本太平洋側で少ない傾向が見ら

れる。東日本太平洋側では明瞭な傾向は見られな

い。2005 年春の降水量は、移動性高気圧に覆われ

晴れる日が多かった東日本太平洋側と西日本でか

なり少なく、西日本を中心に 18 地点で当時の最

小記録を更新した。また、2013 年は西日本太平洋

側では平年比56％で1946年以降最も少なくなっ

た。 
 

3）異常寡照・異常多照（図 1.1.19、図 1.1.20）

「春は異常寡照、異常多照ともに多い」 

2005～2013 年の期間の異常日照の出現数の期

待値は 342 件であるのに対し、異常寡照の出現数

は 322 件で期待値を下回り、異常多照の出現数は

373 件で期待値を上回った。 
地域別に見ると異常多照は、東日本太平洋側と

西日本で多く、北日本では相対的に少なくなって

いる。異常寡照は北日本と東・西日本日本海側と

沖縄・奄美で多く、東・西日本太平洋側では相対

的に少なくなっている。 
異常寡照の出現数について季節別に見ると、春

と冬はそれぞれ 138 件、91 件で多く、夏と秋は

それぞれ55件、38件と相対的に少なかった。2010
年春の日照時間は、本州付近を低気圧や前線が頻

繁に通過したため、北日本と東・西日本日本海側

でかなり少なく、北日本と東日本日本海側では

1946 年以降で最も少なくなり、また、全国の 12
地点で当時の最小記録を更新した。2012 年冬の日

照時間は、東・西日本日本海側、沖縄・奄美で寒

気や気圧の谷の影響によりかなり少なかった。特

に、沖縄・奄美では 2011 年秋と 2011/2012 年冬

の日照時間は共に 1946 年以降で最も少なく、

2011 年秋は 2 地点、2011/2012 年冬は 7 地点で当

時の最小記録を更新した。 
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一方、異常多照の出現数について季節別に見る

と、春に多く 171 件、続いて秋と冬がそれぞれ 95
件、84 件で、夏は 23 件と少なかった。2005 年春

の日照時間は、移動性高気圧に覆われ晴れる日が

多かった東日本太平洋側と西日本でかなり多く、

全国の 19 地点で当時の最大記録を更新した。ま

た、2013 年春は高気圧に覆われることが多く、日

照時間は、東・西日本でかなり多く、36 地点で当

時の最大記録を更新した。 
 

4）台風の発生・上陸・接近（図1.3.15 参照） 

「2008年は台風の上陸なし」 

台風の発生数（平年は 25.6 個）は 1990 年代後

半から平年（1981～2010 年の平均値）を下回る

ことが多くなっており、2005～2012 年は平年を

下回った。特に、2010 年は 14 個で、1951 年以

降で最も少なかった。一方、2013 年は 31 個で

1994 年以来の 30 個超えとなった。上陸数（平年

は 2.7 個）は、2000 年以来の 0 個となった 2008
年を除くと 1～3 個となり、極端に多いあるいは

少ない年は無かった。2008 年に台風の日本への上

陸が無かったのは、台風の発生数が少なかったこ

と（22 個）と、高気圧が平年より日本の南や西に

張り出したことが要因としてあげられる。日本へ

の接近数8（平年は 11.4 個）は、この期間で最も

少なかった 2010 年が 7 個、最も多かった 2012
年が 17 個となった。沖縄・奄美への接近数（平

年は 7.6 個）は、2012 年は 12 個で 2004 年に次

いで 1951 年以降で 2 番目（1966 年と同じ）に多

かった。この影響で沖縄・奄美では、2012 年は夏

の降水量が 1946 年以降最も多い値となった。 
 

                                                   
8 「日本への接近」は台風の中心が国内のいずれかの気象

官署から 300km 以内に入った場合を指す。 

 
図1.1.20 2005～2013 年の地点別異常気象発生数の分布 

それぞれ（上左）異常高温、（上右）異常低温、（中左）異常多雨、（中右）異常少雨、（下左）異常多照、（下右）異

常寡照をあらわす。図中の記号が示す発生数をそれぞれの図の右に示した。 
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【コラム①】異常気象発生数の算出方法 

 

 第 1.1.4 項では、日本の最近の異常気象の特徴

をまとめた。ここで異常気象の基準となる値は、

以下の方法により求めた。 
気温の異常値に関しては、月ごとに 1981～

2010 年の平均値（平年値）と標準偏差を求め、

2005～2012 年の各月の平年値からの差が標準偏

差の 1.83 倍以上高く（低く）なった場合を異常高

温（異常低温）とした。気温平年差の出現頻度が

正規分布に従うとすると、標準偏差 1.83 倍以上の

値が出現する割合は 30 年に 1 回以下となる。 
 

降水量の異常値に関しては、月ごとに 1971～
2000 年の月降水量の最大値と最小値を求め、その

最大値以上の降水量となった場合を異常多雨、最 
小値以下の降水量となった場合を異常少雨とした。

降水量データは正規分布に従わないことが多いた

め、こうした方法がとられる。なお、基準となる

最小値が 0mm である地点・月については、発生

数の統計に利用していない。 
日照時間の異常値も降水量と同様の方法を用い、

少ない（多い）異常値を異常寡照（多照）とした。

なお、観測測器の変更に伴う補正は気象観測統計

指針に基づいて実施した。 

(3) 平成 18年（2006年）豪雪 
1) 天候と被害の状況 

2005 年 12 月～2006 年 1 月上旬に非常に強い

寒気が日本付近に南下し、強い冬型の気圧配置が

断続的に現れたため、日本海側では北陸地方の山

沿いを中心に記録的な積雪となった（図 1.1.21）。
積雪を観測している全国の 339 地点のうち 23 地

点で積雪の当時の最大記録を更新したほか、12 月

としての最大記録を 106 地点で、1 月としての最

大記録を 54 地点で、また 2 月としての最大記録

を 18 地点で更新した。12 月の平均気温は 1985
年以来 20 年ぶりに全国で低温となり、東日本と

西日本では 1946 年以降の最低記録となった

（2005 年時点での記録）。 
この大雪等により、死者 152 名、負傷者 2,145

名、住家全壊 18 棟、半壊 28 棟、一部損壊 4,667
棟の被害が発生した（内閣府, 2007）。新潟県や長

野県の山間部で村落の孤立が長期化したり、新潟

県下越地域の広範囲で 1日以上にわたって大規模

な停電が起こったりするなど、各地で住民の生活

に大きな影響が生じた。また、鉄道や航空機等の

交通機関への影響が繰り返し発生した。 

 

2) 顕著な寒波・大雪をもたらした要因（図

1.1.22） 

2005 年 11 月半ばから 2006 年 1 月はじめにか

けては北極域の寒気が中緯度側に流れ込みやすい

状況となった（負の北極振動、北極振動の詳細に

ついては第 1.1.5 項（2）を参照）。それに加えて、

偏西風がシベリアから日本付近にかけて大きく南

に蛇行した。このため、北極域の冷たい空気が日

本に流れ込みやすい状況となった。熱帯域では、

ラニーニャ現象の影響により、ベンガル湾からフ

ィリピン付近にかけての積雲対流活動が平年より

活発だった。この活発な対流活動は、偏西風が日

本付近で南に蛇行することを強化し、日本付近に

流入する寒気がさらに強まった。 
 

 

 

 

 

 

図1.1.21 2006年冬（2005年12月～2006年2

月）の最深積雪平年比（％） 

平年値は 1981～2010 年の平均値。積雪計

のある観測地点のみ表示。 
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(4) 2009年夏の不順な天候 

1） 天候と被害の状況 

2009 年夏は、太平洋高気圧の本州付近への張り

出しが弱く、北日本から西日本にかけては、日照

時間の少ない夏となった（図 1.1.23）。特に日本

海側で寡照となり、夏の北日本日本海側の日照時

間（平年比 75%）、7 月の北日本日本海側の日照

時間（平年比 61%）と西日本日本海側の日照時間

（平年比 52%）は統計を開始した 1946 年以降で

最も少なくなった。この夏は、前線や低気圧、湿

った気流や台風の影響により各地で大雨が降った。

例えば、7 月 19～26 日には西日本で梅雨前線の

活動が非常に活発化し、「平成 21 年 7 月中国・九

州北部豪雨」が発生した。2009 年の梅雨の期間は

全般に長かった。梅雨入りは沖縄・奄美から九州

南部にかけては遅く、九州北部から東北地方にか

けては早かった。梅雨明けは多くの地方で遅く、

東北・北陸・中国地方では梅雨明けが特定できな

かった。 
「平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨」により、

死者 35 名，負傷者 59 名の人的被害が発生し、ま

た、住宅全壊 52 棟、住家半壊 99 棟、住家一部損

壊 231 棟、床上浸水 2,137 棟、床下浸水 9,727 棟

などの住宅被害が発生したほか、226,594 世帯に

避難指示・勧告が出された（内閣府, 2010）。農作

物や農地及び農業用施設等にも大きな被害が発生

し、農林水産関連の被害総額は約 330 億円となっ

た（農林水産省, 2013）。 
 

2) 不順な天候をもたらした要因（図1.1.24） 

 2009 年夏は、アジアモンスーン域の積雲対流活

動が不活発となり、太平洋高気圧の本州付近への

張り出しが弱かった。アジアモンスーンの活動が

不活発だったことは、この夏に発生したエルニー

ニョ現象が関連したとみられる。日本付近の偏西

風（亜熱帯ジェット気流）は、日本の西側で気圧

の谷が深まり、日本の東海上で気圧の尾根が強ま

るように蛇行しやすかった。このため、東シナ海

から北日本に向かう暖かく湿った気流が強まり、

西日本から北日本にかけて低気圧や前線の活動が

活発だった。このような日本付近での偏西風の蛇

行には、エルニーニョ現象や熱帯の海面水温の上

昇が影響したとみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.22 2005年12月の顕著な寒波・大雪をもたらし

た大気の流れの特徴（概念図） 
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図1.1.23 2009年夏の平均気温平年差、

降水量平年比、日照時間平年比 

平年値は1981～2010年の平均値。 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.24 2009年7月の不順な天候を

もたらした大気の流れの特徴（概念図） 

(5) 2010年夏の猛暑 

1) 天候と被害の状況 

2 0 1 0 年夏の日本の平均気温の平年差は 
+1.46℃となり、夏の気温としては統計を開始し

た 1898 年以降の 113 年間で、第 1 位の高い記録

となった。また、全国の気象台・測候所等で観測

した 2010 年夏の平均気温は、154 地点中 55 地点

で統計開始以来の当時の最高記録を更新した。各

地域の夏の平均気温は、統計を開始した 1946 年

以降で、北・東日本は第 1 位、西日本は第 4 位の

高い記録となった（2010 年時点での記録）。また、

8 月の地域平均気温は、統計を開始した 1946 年

以降で、北・東・西日本は第 1 位となった。9 月

も各地域で高温となり、残暑が厳しかった。この

年の 6～9 月は各地域ともに、ほぼ期間を通じて

平年より高い状態が続いた（図 1.1.25）。 
この猛暑により、6～9 月における全国の熱中症

による救急搬送人員は全国で 56,119 人だった（消

防庁, 2010）。 
 

2) 猛暑をもたらした要因（図1.1.26） 

2010 年夏は、北半球中緯度対流圏の気温が

1979 年以降の夏で最も高くなった。対流圏の気温

は、エルニーニョ現象の発生に遅れて全球的に上
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昇し、高い状態が数か月続く傾向がある。また、

ラニーニャ現象が発生している夏は、北半球中緯

度の気温が高くなる傾向がある。2010 年は、春に

エルニーニョ現象が終息し、夏にラニーニャ現象

が発生した。このため、エルニーニョ現象終了後

の昇温効果とラニーニャ現象が発生したことによ

る影響が重なったことにより、北半球中緯度の気

温が非常に高くなった可能性がある。日本付近は、

アジアモンスーン域（東南アジアや南アジア）の

積雲対流活動が活発となったことにより、PJ パタ

ーンやシルクロードパターン（両パターンの詳細

については第 1.1.5 項（4）を参照）を通じて優勢

となった太平洋高気圧（下層の高気圧）とチベッ

ト高気圧（上層の高気圧）の影響を受けやすくな

った。また、この夏は、オホーツク海高気圧がほ

とんど形成されなかったため、北・東日本は相対

的に低温なオホーツク海高気圧の影響をほとんど

受けなかった。これらの要因が重なって全国的に

顕著な高温となった。

 

図1.1.25 地域平均気温平年差の5日移動平均時系列（2010年6月1日～9月30日） 

平年値は1981～2010年の平均値。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.26 2010年夏の猛暑をもたらした

大気の流れの特徴（概念図） 
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(6) 2013年夏の極端な天候 

1) 天候と被害の状況 

2013 年夏は全国的に高温で、特に、西日本では

夏の平均気温が 1946 年の統計開始以降で第 1 位

の高温となった（平年差＋1.2℃、これまでの記録

は 1994 年の＋1.1℃）。また、高知県四万十市江

川崎では8月12日の日最高気温が41.0℃となり、

我が国の日最高気温の高い記録を更新した（これ

までの記録は2007年8月16日に埼玉県熊谷と岐

阜県多治見で観測された 40.9℃）。 
夏の降水量は東北地方と本州の日本海側で多く、

特に、東北地方ではたびたび大雨に見舞われた 7
月の降水量が統計開始以降で最も多くなった（平

年比 182%）。また、山口、島根、秋田、岩手の各

県の一部の地域では、過去に経験したことのない

ような豪雨に見舞われた。アメダスによる猛烈な

雨（1 時間降水量 80 ミリ以上）のこの夏の観測回

数は 1976 年以降の夏で 3 番目に多くなった（図

1.1.27）。一方、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美

の一部では降水量が少なく、九州南部・奄美地方

では 7月の降水量が統計開始以降で最も少なくな

った（平年比 11%）。 
顕著な高温により、6～9 月における全国の熱中

症による救急搬送人員は全国で 58,729 人だった

（消防庁, 2013）。大雨等により、農作物の冠水 
や農業用施設の損壊等の被害が全国の広い範囲で

発生し、6～8 月における全国の農業関係被害額は

521 億円となった（農林水産省, 2014）。 
 

2) 極端な天候をもたらした要因（図1.1.28） 

夏の日本の天候を支配する太平洋高気圧とチベ

ット高気圧は、7 月以降ともに平年と比べて優勢

だった。特に、太平洋高気圧は西への張り出しの

強い状態が続き、沖縄・奄美や西日本では勢力が

非常に強くなった。これらの高気圧がともに優勢

となった一因は、海面水温がインドネシアやフィ

リピン周辺で平年よりかなり高くなる一方、中・

東部太平洋赤道域で平年より低くなったことによ

り、アジアモンスーン域の広い範囲で積雲対流活

動が平年と比べて非常に活発になったこととみら

れる。この結果、1）で述べたとおり、西日本を

中心に全国的に暑夏となった。また、高気圧に覆

われやすかった東・西日本太平洋側と沖縄・奄美

は少雨となった。一方、東北地方や日本海側の地

域では西に強く張り出した太平洋高気圧の周縁を

吹く暖かく湿った空気が流れ込みやすくなり、こ

のことが大雨の要因になったと考えられる。さら

に、偏西風の蛇行に伴って上空に寒気が流入する

ときがあり、そのため大気の状態が不安定になっ

たことも大雨を降りやすくしたとみられる。 
 

 
 

 

 

 

図 1.1.27 アメダス地点で1時間降水量が80

ミリ以上となった夏（6～8月）の観測回数の経

年変化 

1976～2013 年の経年変化。期間を通して均質

な統計値を得るために、正時に観測された 1 時

間降水量を対象とし、1,000 地点あたりの観測

回数を用いた。棒グラフ（緑）は各年の値、折

れ線（青）は 5 年移動平均値、直線（赤）は期

間にわたる変化傾向を示す。 
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【コラム②】個々の異常気象と地球温暖化

との関係 

 
1) 個々の異常気象に対する地球温暖化の影響の

定量化 

 大雨や異常高温といった異常気象が発生した場

合、それが地球温暖化とどのように関連している

か、あるいは地球温暖化によりその現象の生起確

率がどの程度大きくなったか（小さくなったか）

は社会的に大きな関心事である。1970 年代以降、

気温の上昇は顕著であり、これが人間活動による

ものであることは IPCC第 5次評価報告書に述べ

られている通り疑いない。一方、ある特定の年の

熱波や大雨と言った極端な現象は地球大気の内部

変動によって起こりうるが、地球温暖化がその生

起確率を変化させている可能性もある。温暖化の

影響を定量化する社会的要請は大きいことから、

これに答えるために考案されたのが、イベントア

トリビューション（EA：Event Attribution）で

ある。ここでは EA の考え方や適用例などについ

て紹介する。 
 
2) 現象の確率分布とアンサンブル予報 

 ある現象が発生する確率を分布関数で表現する

と、熱波や大雨と言った極端現象はその分布関数

の裾部分の低頻度現象に相当する。例えば、正規

分布に従う現象の場合、異常気象に相当する 30
年に一回の生起確率は標準偏差で規格化して

1.83 以上の偏差を持つ現象の発生に相当する。正

規分布の場合、その分布関数の形は平均値と分散

で決まるが、平均値も分散も時間的に変動しうる。

例えば、地球温暖化により平均気温は時間と共に

上昇しており、気温の分布関数は高温側へと遷移

しつつある。この分布関数の裾部分がどの程度変

化したかを見積もることが出来れば、異常気象の

生起確率の変化を知る事ができる。 
 ある気候場の下での分布関数を推定する方法と

しては、アンサンブル予報がある。気象庁では季

節予報や週間天気予報において、初期値をわずか

に変化させた多数のメンバーからなるアンサンブ

ル予報を実施している。十分な数のアンサンブル

予報を実行すれば、その各メンバーの示す値から

分布関数を作ることが出来る。産業革命以前の境

界条件（海面水温や温室効果ガスの濃度）の下で

アンサンブル予報を実行した場合と、現在の地球

温暖化が進みつつある境界条件の下で実行した場

合、両者から作られる分布関数の差は、人為起源

の温暖化影響によると解釈する事ができる。特に、

分布関数の裾部分の差異から気候変動に伴う異常

気象の生起確率の増減を定量化することが出来る。

これが EA の基本的な考え方である（Allen, 
2003 ）。 
 以下にこれまで得られている EA の適用例を紹

介する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.28 2013年7～8月の日本の極

端な天候をもたらした要因（概念図） 
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3) EAの適用例 

① 2010年夏季のヨーロッパの熱波 

 2010 年夏季にヨーロッパ東部を襲った熱波は、

ロシアでも猛威を振るい、過去最高の気温 39℃を

記録するなど、熱中症や森林火災による死傷者、

農産物の収量減など、大きな社会経済的影響を与

えた。これは、6 月下旬以降、偏西風がヨーロッ

パ東部からロシア西部周辺で極向きに蛇行し、い

わゆるヨーロッパ－ウラルブロッキングが、8 月

まで持続した事による。 
 Watanabe et al.（2013）は、MIROC5 大気モ

デルに自然起源＋人為起源の強制と観測された海

面水温と海氷密接度を与えた100メンバー実験と、

人為起源の強制とそれによってもたらされた海面

水温と海氷密接度の変化を差し引いた、人為起源

強制無しの 100 メンバー実験を行って、再現性を

調べた。両実験とも、アンサンブル平均は異常高

温を再現できなかった。しかし、人為起源強制無

しの実験では確率的に 0.6%の発生確率でしかな

かったが、人為起源強制ありの実験では、発生確

率が 3.3%と、無しの場合に比較して 5 倍以上と

なり、人為起源の影響を示唆する結果が得られた

（図②.1）。この事例では人為起源の温暖化による

海面水温の上昇によって引き起こされる熱帯降水

量変化の中高緯度への応答と春先の地表面の乾燥

化が、ユーラシアでの昇温に繋がっている。 

② 2010年のアマゾン地方の干ばつ 

 南米のアマゾン地方では、2009/2010 年夏季（北

半球の冬季）から小雨傾向が続き、冬季（北半球

の夏季）には南部を中心に深刻な干ばつに見舞わ

れた。 
 Shiogama et al.（2013）は、アマゾン地方の

2010年7～10月の降水量偏差について、MIROC5
大気モデルを用いて人為起源の影響を調べた。具

体的には、各 100 メンバーからなる①自然起源＋

人為起源（主に、温室効果ガスとエーロゾルの増

加）の強制力、②自然起源のみの強制力、③自然

起源の強制力+人為起源の強制力のうちエーロゾ

ルの効果のみを与えた大気モデル実験を行い、人

為起源の影響を調べた。その結果、人為起源の要

因（主に、温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化）

は、アマゾン地方の干ばつの発生頻度を増加させ

ていた。定量的には、人為起源の要因は 2010 年

の干ばつ強度の発生頻度を約 6 倍（80%信頼区間

で約 3～9 倍）増加させていた。また、自然変動

によるラニーニャ現象と大西洋海面水温の南北傾

度の増加もこの干ばつ発生に影響を与えていた。

彼らは今後の課題として、人為起源要因の見積も

りがモデルバイアスの補正方法に大きく依存する

ことを指摘した。 
 
 

 

図②.1 (左)2010年8月にロシアを襲った猛暑の観測地上気温偏差 (右)8月ロシア西部の地表気温偏差のヒストグラム

(棒)と確率密度関数(線) 

（左）白線は 500 hPa 高度場偏差(m)で、実線、破線はそれぞれ正負偏差を示している。（右）中の黒は 1981～2009 年

の 10 メンバー気候値実験を表し、赤と青はそれぞれ、100 メンバーアンサンブル実験で得られた 2010 年の人為起源強

制あり実験となし実験を表している（http://www.jamstec.go.jp/sousei/jp/research/theme_a.html）。 

http://www.jamstec.go.jp/sousei/jp/research/theme_a.html
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③ 2000年秋のイングランド・ウエールズの洪水 

2000 年秋、イングランドとウエールズ地方は、

1766 年の観測開始以来、最大の洪水に見舞われ、

1 万世帯が被害を受け、莫大な損害保険支払いが

なされた。原因は、9 月の長雨、10 月の低気圧停

滞で、不順な天候が11月まで持続した事による。 
Pall et al.（2011）は、大気モデル HadAM3 を

用いて、2 つの実験を行った。まず温室効果ガス

と大気汚染物質濃度及び観測された海面水温と海

氷密接度を与えた 2000 年秋の再現実験は、2268
メンバーである。一方、温室効果ガス濃度を 1900
年レベルにし、温室効果ガスによって 20 世紀に

昇温した分を差し引いた海面水温とそれに対応す

る海氷密接度を与えた実験を、4 種類の人為起源

強制力による 20 世紀昇温パターンを使い、合計

8557 メンバー行った。 
 これらの結果を、降雨－流出モデルへの入力と

して使って、洪水の確率的再現を試みた。人為起

源強制力の影響の大きさは不確実なままであるが、

20 世紀の人為的温室効果ガス排出が、2000 年秋

のイングランドとウエールズの洪水発生確率を

1.2 倍以上に増加させた可能性が非常に高く、1.9
倍以上に増加させた可能性が高いことが分かった

（図②.2）。 
 
 
 
 
 
 

4) 2010年夏季のパキスタンの洪水 

 2010 年夏季、パキスタン全土で平年を大幅に上

回る大雨となり、これによりインダス川流域で大

きな洪水被害が発生した（図②.3）。この大雨の要

因はパキスタン北部付近に上空の気圧の谷が停滞

したためである。 
 Christidis et al.（2013）は、英国ハドレーセン

ターの3種の気候モデル（HadGEM1、HadGEM2、
HadCM3）から推定した人為起源による海面水温

上昇量を用いて 2010 年夏季のパキスタンにおけ

る洪水を調べた。HadGEM1 からは温暖化下で大

雨減少、HadGEM2 からは増加、HadCM3 では 
変化なし、とモデル間で相異なる結果となり、信

頼できる地球温暖化のシグナルは得られなかった。

この例は、EA がある程度の不確実性を持ってお

り、そのため地球温暖化の影響を定量化するのに

万能ではないことを示唆している。 
以上のように、EA は、いくつかの過去事例に

対して地球温暖化の影響を見積もることに成功し

ているが、パキスタン洪水のように EA がうまく

いかない例もある。うまくいかなかった原因が、

EA に用いたモデルの現実大気に対する再現能力

の不十分さによるものか、あるいは EA そのもの

の原理的限界であるのか、さらにはこの事例では

そもそも地球温暖化の影響は小さかったのかは、

今のところ解明されていない。今後、モデルの更

なる高度化と同時に、適用限界の解明研究を進め

ることにより、EA は異常気象に対する地球温暖

化の影響を評価するための強力な手段になると期

待される。 
 

 

 

 

図②.2  2000 年秋に発生したイングランド並びにウ

エールズの河川洪水流量の、20 世紀人為起源温室効

果ガスに起因するリスクの割合及び20世紀の人為起

源温室効果ガス排出が原因となっていると考えられ

る2000年秋の洪水流量のリスクのヒストグラム 

①：NCAR PCM1、②：HadCM3、③：GFD LR30、
④：MIROC3.2 の空間パターンを用いた人為起源強

制力無し実験を表している。⑤はこれら 4 つを統合

した場合を表している。一点鎖縦線と縦線はそれぞ

れ、10－90%区間と 33－66%区間を表している。上

側横軸はリスクの増加割合と等価である。 
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1.1.5 異常気象に関連する大気や海洋の自

然変動 

本項では、1 週間から季節平均の時間スケール

で日本に異常気象をもたらす大気や海洋の自然変

動についてまとめて解説し、地球の気候システム

の変動因子と日本の異常気象との関連性を示す。 

 
(1) 赤道季節内変動 

マ ッ デ ン ・ ジ ュ リ ア ン 振 動 （ MJO: 
Madden-Julian Oscillation）は、熱帯地域の季節

内時間スケールの主要な大気変動であり、

Madden and Julian（1971, 1972）により赤道域

の地上及び高層気象観測の限られたデータから発

見された。 MJO は、大気変動としては周期が比

較的長く（30～90 日）全球的な広がりを持つため、

熱帯低気圧やモンスーンなど熱帯の気候、さらに

中高緯度の天候など、広く様々な現象に影響を与

える。また、長い周期で比較的規則的に時間発展

する現象であるので、1 週間から 1 か月までの中

期予報の精度向上を目指す上でも注目されている。 
図 1.1.29 は MJO の基本的な特徴を表す経度-

高度断面図（Madden and Julian, 1972）である。

ここから MJO のライフサイクルを見ると、まず

インド洋で海面気圧の低下とともに対流活動が活

発化する（図 1.1.29F）。そして大規模な大気循環

と活発な対流活動が結合した形で、海面水温の高

いインド洋から西太平洋にかけて約 5m/s とゆっ

くりとした速度で東へ伝播する（図 1.1.29F～B）。

日付変更線を超えると対流活動は次第に消滅する

が、上層の風の発散域や海面気圧が約 10－15m/s
と速い速度で東進し（図 1.1.29C～E）、赤道を一

周する。MJO に伴う東西数千キロメートルスケ

ールの東進する大規模な積雲活発域（スーパーク

ラウドクラスター）は複雑な階層構造を持ち、そ

の内部では数百キロメートルスケールの積雲対流

活発域（クラウドクラスター）が西進している

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図②.3 2010年7月のパキスタン付近の月降水量平年

比（陰影）と500hPa高度場（等値線） 

降水量平年比は 100%以上の部分のみ示した。 
 

 
図1.1.29 MJOの赤道上の経度-高度断面図 

上から下に時間が進行。矢印は風偏差、各図の下の曲線は海

面気圧偏差、各図の上の曲線は圏界面高度偏差、対流活動は

積雲や積乱雲の絵で表す。Madden and Julian (1972)に加筆。 
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(Nakazawa, 1988)。さらに、このクラウドクラス

ター内では数十キロメートルスケールの対流雲が

1 時間程度の寿命で、発生、発達、成熟、衰弱を

繰り返している。このような積雲対流群の複雑な

階層構造が東進する状況は、MJO の基本的な特

徴の一つと言える。 
 

1）北半球冬季のMJOと日本の天候への影響 

図 1.1.30 は、北半球冬季の MJO の対流活動域

と上層大気の水平循環偏差の合成図を示す。対流

活発域は、概ね赤道に沿ってアフリカ～インド洋

（図 1.1.30 の位相 1～4）から西太平洋～中部太

平洋（図 1.1.30 の位相 5～6）に移動する。これ

に対応して、対流活発域に近い亜熱帯域の上層大

気には、西側に高気圧循環偏差、東側に低気圧循

環偏差が両半球に対となって見られる。夏季の南

半球に比べて西風域が広がる冬季の北半球亜熱帯

で偏差は大きい。MJO による冬季の日本の天候

への影響については、遠藤・原田（2008）が調査

している。MJO の伝播に伴う日本における地上

気温は、インド洋で対流が活発な時（図 1.1. 30
の位相 1〜3）には、日本付近は冬型の気圧配置が

弱く高温傾向となる。 
また、インドネシアの東側で対流活動が活発な

時（図 1.1. 30 の位相 6）には、その対流活動に伴

う中緯度の波列の位相関係から日本付近は低気圧

偏差が強化され低温傾向となり、この傾向は特に

西日本で見られる（図 1.1.31）。降水量と日照時

間は統計的に有意な水準に達する位相や地方は少

ないが、太平洋側地域を中心に系統的な特徴を示

し、位相 1〜6 のインド洋からインドネシア付近

に対流活発域が位置している時に降水量が多く、

それ以外の時期に降水量が少ない傾向がある。日

照時間は、概ね降水量とは反対の傾向がある。 
 

2）北半球夏季のMJOと熱帯低気圧 

MJO 北半球冬季から春季にかけては、赤道に

沿って東進する MJO のシグナルが強いが、北半

球の夏季には、北インド洋や北西太平洋で対流活

 

図 1.1.30 北半球冬季の 250hPa 流線関数偏差（細線は 2×

106m2/s の等値線、薄い影は負）及び外向き赤外放射（OLR）

偏差（太線は正負 5W/m2の等値線、濃い影は負）の MJO 位相

別合成図（半周期分に相当） 

図左側の番号は位相を示す。濃い影が示す負の外向き赤外放

射域は、対流活動が活発であることを示す。H,L は、それぞ

れ、高気圧性循環偏差と低気圧性循環偏差の中心位置を示

す。Knutson and Weickmann (1987)から引用。 
 
 

図1.1.31 MJOの位相別に合成した冬季日本の地上気温偏差

（℃） 

凡例に示す 4 つの地域平均値に分けて示す。遠藤・原田(2008)
の第 5 図に加筆して引用。 
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動活発域が北進ないし北西進する複雑な振る舞い

をする。この対流活発域はインドモンスーンの活

動度と密接に関係している（Yasunari, 1979）た

め、北半球夏季の季節内振動（BSISO:Boreal 
Summer Intraseasonal Oscillation）と別の名称

で呼ばれることもある。北半球夏季の MJO 合成

図（図 1.1.32）を見ると、赤道インド洋で対流活

動が活発になり東進するが、その後北向きにベン

ガル湾方向に伝播する（位相 2～4）。一方で、赤

道の対流域はインド洋から西太平洋へ東進した後

（位相 4）、北西進し北西太平洋で消滅する（位相

5～6 以降）。 
MJO は、大気下層の渦の強化や鉛直シアーの

弱化、大気中層の湿潤度の増加など、大規模スケ

ールの環境場への影響を通じて、熱帯低気圧の発

生、発達、進路等に大きな影響を与える。インド

洋や北西太平洋において、MJO に伴う対流活動

が活発な時には、その地域で同時に熱帯低気圧活

動が活発になる（Liebmann et al, 1994）ことが

知られている。 
 
3）MJOの力学 

MJO は発見以来、対流活動とそれによって励

起された大気循環との相互作用に注目し、この 2
つを結びつける幾つかのメカニズムが提案されて

きた（Zhang, 2005）。例えば、熱帯大気は基本的

に潜在的に不安定な成層をしており、波に伴う水

蒸気収束が対流活動を励起し、さらに波を強化す

るメカニズムや、対流活動によって励起された地

表風偏差により海面からの蒸発が増加し、これが

さらに対流活動を活発にするメカニズムである。

近年、対流活動は自由大気中の水蒸気変動に依存

することから、自由大気中の水蒸気が増加すると

対流活動が活発になり、さらに、その対流活動に

よって自由大気中の水蒸気が増加し不安定となる

というメカニズム（Sobel et al., 2001）が提案さ

れている。実際、最近の数値大気モデルでは、対

流活動が自由大気中の湿度に敏感な積雲対流スキ

ームを採用すると、MJO の再現性が改善されて

いて、観測においても、MJO に伴う対流活動と

水蒸気変動の重要性（Kikuchi and Takayabu, 
2004）が指摘されており、MJO のさらなる今後

の研究が期待される。 
また、MJOは主に熱帯海洋上を東進するため、

海洋と相互作用している。MJO の対流中心の東

側では、風速が弱いために海面からの蒸発が少な

く太陽放射が大きいために、海面水温が高くなる。

一方、西側では、風速が大きいため海面からの蒸

発が大きく、また雲により日射が遮られるために

海面水温は低くなる。結果として、積雲対流の東

側で対流不安定が強まり、MJO の東進が顕著に

なると考えられている（Flatau et al., 1997）。 
  

 

図1.1.32 北半球夏季の場合のMJO位相別合成図（半周期分

に相当） 

他は、図 1.1.30 と同じ。 
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(2) 北極振動 

北極振動（AO: Arctic Oscillation）とは北半球

の極域と中緯度における気圧偏差のシーソー現象

であり、半球規模で現れる最も顕著な偏差パター

ンである（図 1.1.33）。AO は北半球冬季（11～4
月）に北緯 20 度以北の月平均海面気圧（SLP: sea 
level pressure）偏差に対して主成分分析（経験的

直交関数解析ともいう）を行い、最も卓越するモ

ード（第 1 モード）を抽出して得られる。この

AO の空間パターンの度合いを表す指数として北

極振動指数（AO インデックス）が定義されてお

り、正の時に北極域で低気圧偏差、中緯度で高気

圧偏差となり、負の時はその逆の偏差となる。 
中緯度と極域の気圧のシーソー構造でほぼ環状

という形状のため、AO は北半球環状モード

（NAM：Northern Annular Mode）とも呼ばれ

（Thompson and Wallace, 2000）、地上から成層

圏にまで及ぶような背の高い鉛直構造をもつ。 

北半球にNAM があるように南半球には南半球

環状モード（SAM ：Southern Annular Mode）
と呼ばれる変動モードが存在する。SAM は NAM
よりも環状の度合いが強い。南半球の場合、中緯

度はほとんど海洋であり、地形の経度方向の対称

性が高いためと考えられる。 

AO と北半球の地上付近の気温とはどのように

関係しているのか。図 1.1.34 は、AO インデック

スを用いた、冬季（12、1、2 月）平均の地上の気

温偏差回帰図である。AO が正（北極で気圧が低

く、中緯度で高い偏差）の時は、ヨーロッパから

東シベリアまでユーラシア大陸北部を中心に高温

偏差となる。日本も北日本を中心に高温偏差であ

る（山﨑, 2004）。北米東部も高温になる一方、中

近東からアフリカ北部及びカナダ北東部は低温偏

差になる。AO が負の時は逆のパターンになる。 
 
1）北大西洋振動との関係 

図 1.1.33 を詳しく見てみると、海面気圧の負の

中心はアイスランド付近にあり、ここは気候学的

にはアイスランド低気圧がある場所である。一方、

大西洋中部の正の中心は北大西洋の亜熱帯高気圧

（アゾレス高気圧）がある場所である。つまり大

西洋を中心に北極振動を見ると、アイスランド低

気圧とアゾレス高気圧が互いに強まったり弱まっ

たりする変動であることを示しており、これは北

大西洋振動（NAO: North Atlantic Oscillation）
として昔から知られている変動である。 

AO インデックスと NAO インデックスは強く

相関するが、AO の空間パターンはより環状で

  
図 1.1.33 北極振動に伴う海面気圧偏差（単位は hPa）

Thompson and Wallace（2000）の定義に基づく AO インデ

ックスに回帰した、1981～2010 年北半球冬季（11～4 月）の

海面気圧偏差。気象庁 55 年長期再解析（JRA-55）データを

使用。 

図 1.1.34 AO インデックスに回帰した、冬季（12～2 月）の

地上2m気温（単位は℃） 

気象庁 55 年長期再解析（JRA-55）の 1981～2010 年のデー

タを使用。 
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NAO とは北太平洋付近で異なるため、NAO こそ

が実在する大気の変動パターンで、AO は主成分

分析により統計的に作りだされた見かけのモード

であるという指摘（例えば Itoh, 2002）もある。

しかし両者を区別せずに NAO/AO と表記された

りすることも多く、例えば IPCC 第 5 次評価報告

書では AO、NAM、NAO は基本的には同一のも

のとして扱っている。 
 
2）日本と北極振動 

気象庁では AO の指標として冬季平均の

500hPa 高度場の主成分分析の第 1 モードを監視

しており、その指標が正(負)の場合には、高緯度

側の 500hPa 高度が負（正）偏差、中緯度帯が正

（負）偏差となり、日本では暖冬（寒冬）となり

やすい。図 1.1.34 からも分かる通り、北日本では

AO の気温への影響は比較的明瞭であり、AO イ

ンデックスと札幌の気温の時系列には有意な相関

（相関係数 0.66）がある（図 1.1.35）。2009/2010
年冬はエルニーニョ現象が発生していたが、同時

に負の AO が卓越し、エルニーニョ現象の日本付

近への影響が不明瞭となった（気象庁, 2013）。こ

のように日本の暖冬・寒冬を考える際には AO の

影響は無視できない。 
 
3）地球温暖化と北極振動 

観測の AO/NAO は 1960～1990 年の期間に見

られた正のトレンドが、2009/2010 年, 2010/2011
年北半球冬の、際立って低い AO の値を含めて計

算すると小さい値となり、長期変化傾向の有意性

も小さくなった（IPCC, 2013）。このように地球

温暖化と AO 及び NAO の長期変化との関係は、

現在のところ明瞭でない。 
 
4）北極振動の力学 

AO は北半球で卓越する変動であるが、なぜ卓

越するのか。AO を極の周りの西風の強さの変動

とみなし、この変動がなぜ引き起こされるのかと

いう観点で考えてみる。この時に東西平均された

場、すなわち平均子午面循環だけからでは AO は

説明できない。現実には、大気の波による運動量

輸送により西風の強化・維持が行われている。極

の周りの西風に重なって低気圧性循環偏差（トラ

フ）や高気圧性循環偏差（リッジ）があるとして、

その北側に西風偏差、南側に東風の偏差を自然の

揺らぎとしてわずかに与えると、トラフやリッジ

の軸が北東-南西方向に傾く。すると、北側の西風

偏差、南側の東風偏差がそれぞれさらに強化され

るような運動量輸送が発生し、正のフィードバッ

クが働いて平均東西風の変動が引き起こされる。

（Kimoto et al., 2001）。 
 

5）成層圏との関係 

地球スケールの波（プラネタリー波）と東西平

均流の相互作用による成層圏極夜ジェット振動

（PJO: Polar night Jet Oscillation）と呼ばれる、

数か月の時間スケールの変動が存在する（Kuroda 
and Kodera, 2001）。対流圏から成層圏へと伝播

するプラネタリー波は成層圏の西風を減速する働

きをする。プラネタリー波は東西風の変化により

伝播傾向が変わり、この減速域は下方へ移動する。

そのため成層圏の極を中心とした渦（極渦）は対

流圏の極渦に先行して変化する傾向があり、成層

圏の AO から対流圏の AO の変動、さらに関連す

る地上の異常気象が予測できる可能性がある

（Baldwin and Dunkerton, 2001）。 
 
 

 
図1.1.35 冬季（12, 1, 2月）のAOインデックス（○付き

実線：右軸）と札幌の平均気温（実線：左軸）の経年変化 

山﨑（2004）を一部加工し引用。 

AO
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
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(3) ブロッキング 

ブロッキングとは、中高緯度偏西風帯のジェッ

ト気流が大きく南北に蛇行・分流し、移動性高低

気圧の経路をブロックしてしまう現象である。蛇

行の水平スケールはおよそ数千キロメートルで、

多くのブロッキングでは、北に高気圧性の渦が、

南に低気圧性の渦が現れて偏西風が分流するダイ

ポール型と呼ばれるものである。南の低気圧性の

渦がないオメガ型（Ω型）と呼ばれるブロッキン

グもある。一般的には数日から 1 週間以上にわた

って上記のような状態が続くことをブロッキング

と呼んでいる。ブロッキングの持続時間に特定の

ピークはなく、持続時間の短いものほど頻度が多

く、長いものほど頻度が少ない。長い場合では 1
か月近く続く場合がある。その間、蛇行したジェ

ット気流による南風や北風が同じ場所で長期間持

続することで、ブロッキング周辺の地域では気温

や降水量が平年から大きくずれた天候になること

が多く、異常気象の成因として頻繁に指摘される。 
例えば、ヨーロッパ等ではブロッキングの発生

が直接的に熱波をもたらすことがある。2010 年に

は、6 月下旬～7 月下旬にヨーロッパ東部で、そ

の後 7 月下旬～8 月上旬にロシア西部でブロッキ

ングが発生し、その 1 か月半の間にこれらの地域

に強烈な熱波がもたらされた（図 1.1.36）。モス

クワでは 7 月 29 日には観測史上最高の 38.2℃を

記録している。これは平年より 15 度高い値であ

る。またブロッキングの下流側のパキスタンでも

7 月下旬に豪雨となり、大きな洪水被害となった。

この夏は日本でも猛暑となったが、後述するよう

にこのヨーロッパからロシアにかけてのブロッキ

ングの影響も受けたものと考えられている。 
ブロッキングは、北半球では大西洋東部からロ

シア西部にかけての大西洋域と、東シベリアから

アラスカにかけての太平洋域でよく見られる（図

1.1.37）。冬後半から春にかけて多く、夏にもある

程度見られるが、秋には発生が少なくなる。南半

球ではオーストラリアからニュージーランドにか

けてと、アンデス山脈付近でよく見られる。 

 

1）日本の天候への影響 

日本の天候に影響を与える極東域のブロッキ

ングは、シベリア東部で発生するブロッキングで

ある。夏にはこのブロッキングが地上付近のオホ

ーツク海高気圧の発達に影響することが知られて

いる。オホーツク海高気圧が出現すると、北日本

から関東の太平洋側で海からの冷たい湿った北東

の風が吹き、低温・日照不足となりやすい。冬に

は地上付近のシベリア高気圧の発達と関連してい

ると考えられている。 
2003 年 8 月にはヨーロッパ北部にブロッキン

図1.1.36 2010年7月25日～29日までの期間を平均した地

上気温の平年気候値からの差（カラーで表示、単位は℃)及

び500hPa高度(等値線で表示、単位はm) 

ジェット気流は 500hPa 高度の等値線に沿って吹く。 

 

 
図 1.1.37 (上) ブロッキング中心位置の期間積算の存在分

布で、カラー間隔は10回（カラーは10回以上の地域、左上：

10～3 月、右上：4～9 月） (下) ブロッキング発生 

数平年値の経度別分布 
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グが発生し、高気圧がヨーロッパの広い範囲を覆

う状態が続いた。フランスを中心に晴れて乾燥し

た日が続き、高温が持続した。このヨーロッパ北

部のブロッキング高気圧に対応して、西シベリア

の気圧の谷、シベリア東部のブロッキング高気圧

と、寒帯前線ジェットに沿ったユーラシア大陸北

部に波列状の偏差パターンが形成された。このう

ちのシベリア東部のブロッキング高気圧の影響で

地上には優勢なオホーツク海高気圧が発達した。

2003 年夏の日本はこの影響で冷夏となったと考

えられる（気象庁, 2005）。 
図 1.1.36 の 2010 年のヨーロッパからロシアに

かけてのブロッキングの場合には、ユーラシア大

陸上の亜熱帯ジェットと寒帯前線ジェットの両方

に沿って明瞭な波列状の偏差パターン（ロスビー

波の伝搬）が見られた。その下流の一部である夏

季のユーラシア大陸上の亜熱帯ジェット沿いの波

列はシルクロードパターン（後述）と呼ばれるが、

この年はその影響で日本付近では亜熱帯ジェット

気流が平年と比べて北寄りに位置し、また、日本

の東の太平洋高気圧が強かったため、日本では猛

暑となった。このように、ヨーロッパのブロッキ

ングの日本への影響は、その発生位置などにより

大きく異なる。 
冬のシベリア高気圧は日本付近に寒波をもた

らすが、シベリア高気圧が強くなる時には一般に

その上空にブロッキング高気圧の形成が見られる

（Takaya and Nakamura, 2005）。このブロッキ

ング高気圧の形成は、ヨーロッパからの定常ロス

ビー波の伝播により偏西風の蛇行が大きくなりブ

ロッキングに発達する場合と、アラスカ付近のブ

ロッキングが西進してくる場合の二つに大別され、

このブロッキングと地上付近のシベリア高気圧と

の相互作用がシベリア高気圧の増幅に重要である

と考えられている。 
 
2）地球温暖化の影響 

世界各研究機関の気候モデルでブロッキング

頻度の地球温暖化による変化を調べた結果では、

モデル平均としては冬季・夏季とも頻度の減少を

予測している。ただし冬季の太平洋の極側（北緯

60 度付近）や夏季のロシア域では増加が予測され

ている（Masato et al., 2013）。気候モデルでは一

般にブロッキング頻度を十分に表現できない問題

があるが、十分に表現できる気象研究所の高解像

度大気モデルでも、北半球冬季の場合、発生頻度

の全体的な減少を予測している（Matsueda et al., 
2009）。しかし気候モデル間のばらつきが大きく、

十分な確信度をもって言える段階にはない。 
平均気温の上昇に伴って、（現在気候の基準で

見た）熱波は頻度が増加すると予測されるが、地

域によって熱波の増加幅がブロッキング頻度の変

化の影響を受ける可能性も考えられる。 
 
3）ブロッキングの力学 

ブロッキングの形成・発達・減衰の過程につい

ては詳しく調べられている。ブロッキングによっ

て経路を妨げられた移動性擾乱（移動性高低気圧）

はブロッキングの流れを強める方向に運動量を輸

送し正のフィードバックが働くことにより、ブロ

ッキングが維持される（Shutts, 1983）。渦の観点

から見ると、ブロッキング高気圧は移動性高気圧

を選択的に引き寄せ吸収することで自身の持続性

を強化し、一方で移動性低気圧は遠ざけるため、

正のフィードバックが働いてブロッキングが形

成・持続すると考えられている（Yamazaki and 
Itoh, 2013）。 

エネルギーのやりとりの観点から見ると、ジェ

ット気流の出口付近では西風が弱くなってロスビ

ー波の群速度が遅くなるためエネルギーが蓄積さ

れ、波が増幅し砕けて孤立した渦となる。これが

ブロッキングに発達することがある。上流から来

るロスビー波束のエネルギーと、移動性擾乱から

もたらされるエネルギーの両方が、ブロッキング

の形成・維持のために必要なエネルギーになって

いる。ブロッキングが減衰する際には、ブロッキ

ングの領域に蓄積された波のエネルギーがロスビ

ー波として東向きへ放出されることが多い。ヨー
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ロッパ付近でのブロッキングの衰弱に伴い、ロス

ビー波がジェット気流に沿って東向きに伝播し、

日本付近で偏西風の蛇行や新たなブロッキングの

形成をもたらし、日本付近の天候に大きな影響を

与えることがしばしば起きる（前田・佐藤, 2007）。 
上述したようにブロッキングの発達・減衰には

正のフィードバックが作用しているため、小さな

予測の誤差が拡大される傾向が大きく、予報を的

確に行うのは難しいとされる。 
 
(4) 日本付近の夏季の天候に影響するテレコネ

クションパターン 

日本の冬季の天候は、北極振動（AO）など年

を通して見られるテレコネクションパターンと関

係づけられることが多い。一方、夏季の天候は、

日本付近の太平洋高気圧の動向に大きく影響され

ている。ここでは、夏季に現れやすい、日本付近

の太平洋高気圧の動向に影響を与えるテレコネク

ションパターンである PJ パターンとシルクロー

ドパターンについて解説する。 
 

1）PJパターン 

北半球夏季において、フィリピン付近で対流活動

が平年より活発で雲量が多い場合に日本付近の雲

量が少ないという、雲量の南北パターンが季節内

変動の時間スケールでよく現れ、太平洋-日本

（PJ：Pacific－Japan）パターンと呼ばれている。

例えば、2007 年 8 月の半ばには、顕著にこのパ

ターンが現れた。日本付近で高気圧が強まり、熊

谷市や多治見市において日本の最高気温を更新す

るなど、日本は記録的な猛暑となった。Nitta
（1987）は、PJ パターンと大気循環場との関係

を調べ、フィリピン付近で対流活動が平年より活

発になると、これによる大規模な上昇流が原因と

なって、フィリピン付近から北米に連なるロスビ

ー波が形成され、日本付近は高気圧偏差に覆われ

て気温が高くなる、というメカニズムを提唱し（図

1.1.38）、さらに、その対流活動は西太平洋熱帯域

の海面水温偏差と関連していると指摘した。 

その後の研究から、PJ パターンはフィリピン付

近の対流活動によって形成されたロスビー波

（Kurihara and Tsuyuki, 1987）であり、続く中

緯度域では不安定な波（Tsuyuki and Kurihara, 
1989）の励起として、その形成メカニズムが説明

されてきた。最近の研究では、夏季アジアモンス

ーンに伴ってインド洋から伸びる低緯度のモンス

ーンジェット(西風)と太平洋の貿易風(東風)の合

流域において対流活動が起きた場合に、PJ パター

ンがこの地域の夏季特有のパターンとして最も効

率よく維持形成されると考えられている（Kosaka 
and Nakamura, 2010）。 

夏季のフィリピン付近の対流活動と西太平洋熱

帯域の海面水温偏差の間には、1980 年代には相関

がみられたが、90 年代以降、相関が低くなってお

り、期間によっては逆相関を示す場合もある。最

近の研究では、エルニーニョ現象が最盛期を迎え

た冬季の次の夏季などにインド洋熱帯域の海面水

温が高くなり、西太平洋とインド洋の海面気圧の

差から生じる大気循環の影響で、フィリピン付近

の対流活動が抑制される傾向があることが指摘さ

れている（Xie et al., 2009）。 
 

 

図 1.1.38 フィリピン付近の対流活動と循環場及び海面水

温との関係 

Nitta(1987)から引用。フィリピン付近の対流活動が、日本

や北米の気象にも影響を与える。 
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2）シルクロードパターン 

北半球夏季の対流圏上部では、ユーラシア大陸

からアフリカ北部にかけてチベット高気圧が広が

り、その北縁に沿ってアジアジェットと呼ばれる

強い西風域が見られる。これは、亜熱帯ジェット

気流の一部である。Enomoto et al.（2003）は、

アジアモンスーンによるチベット高気圧の形成に

関連して、東地中海やアラル海付近で局所的に強

化された下降流によって励起された定常ロスビー

波が、アジアジェットに沿って東に伝播し、ジェ

ットの西風が弱くなる日本付近で増幅し、背の高

い高気圧を生成するというメカニズムを提唱した。

この中で、アジアジェットに沿って、西アジアか

ら日本付近に見られる波列パターンを「シルクロ

ードパターン」と呼び、日本付近の盛夏期の気候

を特徴づける背の高い高気圧の成因が議論された。

その後、年々変動など他の時間スケールで見られ

る同様の波列パターンについても、シルクロード

パターンと呼ばれるようになった。 

アジアジェット上を伝播するロスビー波の水平

スケールはアジアジェットの強さによって決まる

が、そのアジアジェットの強さは年々変動する。

このため、日本付近が高気圧性偏差と低気圧性偏

差のどの位相に位置するかは年によって異なり、

波列パターンが明瞭ではない夏もある。アジアジ

ェットが日本付近で高気圧性偏差となるように蛇

行し持続した場合、日本付近は高気圧偏差に覆わ

れて気温が高くなる。図 1.1.39 に、日本が猛暑と

なった 2010 年 8 月の大気上層の流れ（200hPa
流線関数）の平年からの偏差を示す。日本付近は

高気圧偏差に覆われており、シルクロードパター

ンが猛暑の原因の一つと考えられている（Kosaka 
et al., 2012）。しかし、このパターンはエルニー

ニョ・南方振動（ENSO）などの熱帯の海面水温

変動に関連した対流活動との相関は弱く、月から

季節のリードタイムを持った予測は難しいと考え

られている。 
そのほか、北半球夏季には、亜熱帯ジェットに

沿 っ て 地 球 を 一 回 りす る 波 列 パ タ ー ン

（circumglobal teleconnection パターン）が見ら

れることが Ding and Wang（2005）によって指

摘されており、シルクロードパターンとの関係が

議論されている。 
 
1.1.6 エルニーニョ/ラニーニャ現象 

2005 年以降では、エルニーニョ現象に比べてラ

ニーニャ現象が発生した期間が長かった。 
 
(1) はじめに 

エルニーニョ現象は、太平洋赤道域の中部から

東部にかけての海域の海面水温が平年よりも高い

状態が半年から 1 年半程度続く現象であり、ラニ

ーニャ現象は逆に同海域で海面水温が低い状態が

続く現象である。大気・海洋・陸面で構成される

気候システムに見られる最も卓越する年々変動で、

世界の天候に大きな影響を及ぼし、異常気象の要

因ともなる。インド洋などの他の海域への影響な

どを通して、天候への影響が同現象に遅れて現れ

ることもある。また、現象の特性が年代によって

異なることも知られている。本項では、このエル

ニーニョ/ラニーニャ現象について、本章で主に扱

っている 2005～2013 年の動向を概括的に述べる

9。 

                                                   
9 本項の記述では、海洋と大気ともに 1981～2010 年の

30 年平均値を平年とし、それからのずれを平年偏差とす

る。ただし、エルニーニョ監視海域（NINO.3）の海面水

温は前年までの30年平均を基準値とし、それからの差に

ついて記述している。 

図1.1.39 日本が猛暑となった2010年8月の200hPa高度で

の大気の流れ（流線関数）の平年偏差（カラー）と波の伝播

（波活動度フラックス）(矢印)及び、8 月のアジアジェット

の強い西風域（実線） 

アジアジェットに沿って高気圧性・低気圧性循環偏差の波列

が見られ、日本付近は高気圧性循環偏差に覆われている。 
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(2) 近年の動向 

気象庁は太平洋熱帯域に 4 つ、インド洋熱帯域

に 1 つの海域を設定して、エルニーニョ/ラニーニ

ャ現象の動向を監視している（図 1.1.40）。エル

ニーニョ（ラニーニャ）現象時には太平洋東部の

NINO.3 海域で海面水温が平年に比べて高く（低

く）なる。また、NINO1+2、NINO.4 海域でも

エルニーニョ（ラニーニャ）現象時には海面水温

が平年に比べて高く（低く）なる傾向があり、逆

に西部の NINO.WEST 海域では海面水温が平年

に比べて低く（高く）なる傾向がある。また、エ

ルニーニョ現象に一季節遅れてインド洋熱帯域で

は広い範囲（IOBW 海域）で海面水温が高くなる

傾向がある（Xie et al., 2009）。 

気象庁では、これらの海域のうちエルニーニョ

現象の変動を代表するNINO.3海域の海面水温の

基準値（前年までの 30 年平均）との差の 5 か月

移動平均値が 6か月以上続けて+0.5℃以上となっ

た場合をエルニーニョ現象、－0.5℃以下となった

場合をラニーニャ現象と定義している10。現象の

時間スケールを考慮し、発生期間の単位は季節を

用いている。表 1.1.4 及び図 1.1.41 に、この定義

に従った 1949 年以降のエルニーニョ/ラニーニ

ャ現象の発生期間を示す。表 1.1.4 からわかると

おり、1949 年から 2012 年までの 64 年間で 14
回ずつのエルニーニョ現象及びラニーニャ現象が 
発生した。平均するとそれぞれの現象が 4～5 年

に 1 回の割合で発生していることになる。本項で

主に扱っている 2005 年以降の 9 年間では、エル

ニーニョ現象は2009年夏～2010年春の1回発生

したのみであるのに対し、ラニーニャ現象は 2005
年秋～2006 年春、2007 年春～2008 年春、2010
年夏～2011 年春の 3 回発生した。現象が発現して

いた季節の数の合計ではエルニーニョ現象が 4季

節である一方、ラニーニャ現象はその 3 倍の 12
季節であった。 
                                                   
10 エルニーニョ/ラニーニャ現象の監視に用いている海面

水温は、気象庁が気候解析を目的として作成している全球

月平均海面水温格子点データセット（COBE-SST）（Ishii 
et al., 2005）である。 

表 1.1.4 には各発生期間における NINO.3 海域

の月平均海面水温の基準値との差の最大値も示し

ている。差が 2℃を越えるような強いエルニーニ

ョ現象は、1970 年代（72/73 年）、80 年代（86/87
年）と 90 年代（97/98 年）にそれぞれ 1 回発生し

ているが、2000 年代に入ってからは 1 回も発生

していない。2009/10 年のエルニーニョ現象も基

準値との差の最大値は+1.4℃と他のエルニーニョ

現象と比べて強いものではなかった。 
図 1.1.42 にエルニーニョ現象が最盛期を迎え

ることが多い冬（12～2月）を対象とした、2005/06
年～2013/14 年の太平洋における海面水温平年偏

差を示す。この 9 年間のうち、2006/07 年と

2009/10 年の 2 年間を除く 7 年間は、ラニーニャ

現象の定義を満たしていない 4 年間（2008/09 年、

2011/12 年、2012/13 年、2013/14 年）を含めて

中部～東部の太平洋熱帯域で海面水温が負偏差で

あった。一方、西部の太平洋熱帯域では 2009/2010
年 を 除 き 概 ね 正 偏 差で あ っ た 。 な お 、

NINO.WEST 海域（図 1.1.40）の海面水温は、

1997/98 年の強いエルニーニョ現象以後は高温バ

イアスが明瞭で、変動はするものの、負偏差にな

った月はほとんどない。また、この図からわかる

とおり、この期間に発生したエルニーニョ/ラニー

ニャ現象は、海面水温偏差の中心が中部太平洋赤

道域にあるものが多かったことも特徴である。 
エルニーニョ（ラニーニャ）現象は、海面のみ

の現象ではなく海洋内部の変化も伴い、表層（海

面から深さ数百ｍまでの層）水温は太平洋赤道域

の中部から東部にかけて平年に比べて高く（低く）

なり、西部では低く（高く）なる。また、大気の

変動とも密接に関連しており、太平洋赤道域の海

面付近の東風はエルニーニョ（ラニーニャ）現象

時には平年に比べて弱い（強い）。また、平常時に

はインドネシア近海で活発な対流活動（積乱雲が

盛んに発生する状態）が、エルニーニョ現象時に

は太平洋赤道域の中部へ移動し、逆にラニーニャ

現象時にはインドネシア近海での対流活動がいっ

そう活発になる。 
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表1.1.4 1949年以降のエルニーニョ/ラニーニャ現象の発生期間（季節単位）と各発生期間におけるNINO.3海域の月平均海

面水温の基準値（その年の前年までの30年間の平均値）からの差の最大値（単位は℃） 

エルニーニョ現象 ラニーニャ現象 

発生期間 季節数 差の最大値 発生期間 季節数 差の最大値 

     1949 年夏 ～ 1950 年夏 5 -1.4 

1951 年春 ～ 1951/52 年冬 4 +1.2      

1953 年春 ～ 1953 年秋 3 +0.8 1954 年春 ～ 1955/56 年冬 8 -1.7 

1957 年春 ～ 1958 年春 5 +1.6      

1963 年夏 ～ 1963/64 年冬 3 +1.2 1964 年春 ～ 1964/65 年冬 4 -1.2 

1965 年春 ～ 1965/66 年冬 4 +1.7 1967 年秋 ～ 1968 年春 3 -1.3 

1968 年秋 ～ 1969/70 年冬 6 +1.3 1970 年春 ～ 1971/72 年冬 8 -1.5 

1972 年春 ～ 1973 年春 5 +2.7 1973 年夏 ～ 1974 年春 4 -1.5 

     1975 年春 ～ 1976 年春 5 -1.3 

1976 年夏 ～ 1977 年春 4 +1.5      

1982 年春 ～ 1983 年夏 6 +3.3 1984 年夏 ～ 1985 年秋 6 -1.1 

1986 年秋 ～ 1987/88 年冬 6 +1.7 1988 年春 ～ 1989 年春 5 -2.0 

1991 年春 ～ 1992 年夏 6 +1.6 1995 年夏 ～ 1995/96 年冬 3 -1.0 

1997 年春 ～ 1998 年春 5 +3.6 1998 年夏 ～ 2000 年春 8 -1.8 

2002 年夏 ～ 2002/03 年冬 3 +1.4 2005 年秋 ～ 2006 年春 3 -1.2 

     2007 年春 ～ 2008 年春 5 -1.7 

2009 年夏 ～ 2010 年春 4 +1.4 2010 年夏 ～ 2011 年春 4 -1.6 

 

 
  

 
図1.1.40 エルニーニョ現象などの監視海域の位置 

エルニーニョ監視海域 1+2（NINO.1+2: 10°S-Eq, 90°W-80°W）、エルニーニョ監視海域 3（NINO.3: 5°S-5°N, 
150°W-90°W）、エルニーニョ監視海域 4（NINO.4: 5°S-5°N, 160°E-150°W）、西太平洋熱帯域（NINO.WEST: Eq-15°N, 
130°E-150°E）、インド洋熱帯域（IOBW: 20°S-20°N, 40°E-100°E）。 
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図1.1.41 エルニーニョ監視海域3（NINO.3）の月平均海面水温の基準値との差（細線）とその5か月移動平均（太線） 

単位は℃。1950 年 1 月～2014 年 6 月。赤、及び、青の陰影を施した期間は 5 か月移動平均値がそれぞれ+0.5℃以上、

あるいは-0.5℃以下が 6 か月以上続いた月を表す（これらの月を含む季節がエルニーニョ現象、ラニーニャ現象の発生

期間となる）。 
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図1.1.42 2005/06年～2013/14年の冬平均（12～2月） 

海面水温平年偏差で等値線間隔は 0.5℃。 
 

（℃） 
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海洋表層の 2005 年以降の動向を図 1.1.43 左に

示す。太平洋赤道域（北緯 2 度～南緯 2 度）の海

洋表層300mまでで平均した海水温平年偏差の時

間経度断面図である11。この間、エルニーニョ現

象が発生した 2009/10 年には、海水温の正偏差域

が東部赤道太平洋まで拡がり、東部での正偏差が

1 年間程度持続した。2006 年にも同様に正偏差が

                                                   
11 海洋内部については、海洋の水温、塩分などの観測デー

タと海洋の数値モデルを組合せて、観測データの少ない海

域でも海洋の物理法則に基づいて海洋内部の状態を把握

できる「海洋データ同化システム(MOVE-G)」（Usui et al.，
2006；石崎ほか，2009）により作成したデータを用いて

監視している。 

東部に拡がったが、その強さと持続期間ともに

2009/10 年ほどではなく、表 1.1.4 で示したよう

に気象庁の定義によるエルニーニョ現象には至ら

なかった。前述した通り、2005 年以降はエルニー

ニョ現象に比べラニーニャ現象の発生期間が長か

ったことと整合的に、海洋表層の水温も中部と東

部の赤道太平洋で負偏差、西部で正偏差となるこ

とが多かった。特に、西部では負偏差になった時

期は少なく、多くの期間で正偏差であった。 
 
 
 

 

図 1.1.43 左）太平洋赤道域の海洋表層 300m までで平均した海水温平年偏差（単位は℃）、右）太平洋赤道域の地表東西風

平年偏差（単位はm/s、西風が正） 

縦軸が時間で 2005 年 1 月～2013 年 12 月、横軸は経度で東経 140 度～西経 80 度で、図上の地図の 2 本の緑線で示した範

囲。海水温は北緯 2 度～南緯 2 度、東西風は北緯 5 度～南緯 5 度で平均。参考のため、二つの図の間にエルニーニョ/ラニ

ーニャ現象が発生していた期間を四角で示した。赤四角がエルニーニョ現象、青四角がラニーニャ現象が発生していた期間。 
 

 
 

 

 

 

（℃） （m/s） 
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続いて、対応する大気の状況を図 1.1.43 右に示

す。赤道域（北緯 5 度～南緯 5 度12）で平均した

地表の東西風の平年偏差である。エルニーニョ現

象となった 2009/10 年を除いて、西・中部の赤道

太平洋では東風偏差となることが多かった。貿易

風が強い傾向ということで、図 1.1.43 左で示した

西部で高いという海洋表層の水温分布と整合的で

ある。平年の状態では東風（貿易風）の影響で西

部の海洋表層には暖かい水（暖水）が貯まってい

るが、この期間は暖水が西部により貯まりやすい

傾向にあったと言える。なお、東部では西風偏差

となる時期が多かったことも今期間の特徴である。 
図 1.1.44 には、エルニーニョ/ラニーニャ現象

に関わる大気側の状況を監視するための指数類の

時系列を示す。このうち OLR-DL は、日付変更線

                                                   
12 大気の方が海洋よりも赤道域における現象の南北幅が

広い。このため、図 1.1.43 左の海洋表層では北緯 2 度～南

緯 2 度で平均したが、右の地表東西風は北緯 5 度～南緯 5
度の平均とした。 

付近の太平洋赤道域で平均した外向き長波放射

（OLR）の平年偏差から求めた積雲対流活動の指

標である。OLR の符号を反転しており、OLR-DL
が正（負）の時に日付変更線付近で積雲対流活動

が活発（不活発）であることを示す。OLR-DL は

エルニーニョ/ラニーニャ現象に伴って変動して

いるが、2005 年以降は負の期間の方が正の期間よ

りも長い。タヒチとダーウィン（図 1.1.40 に位置

を示した）の海面地上気圧の差を指標化した南方

振動指数（SOI）は、貿易風の強さの目安のひと

つであり、正（負）の値は貿易風が強い（弱い）

ことを表している。SOI もエルニーニョ/ラニーニ

ャ現象に伴って変動するが、2005 年以降は正の期

間の方が負の期間よりも長い。すなわち、貿易風

が強い傾向にある。また、中部太平洋の赤道域で

 
図1.1.44 太平洋赤道域の大気の状態をあらわす指数類の経年変動（2004年 1月～2014年 6月） 

折れ線は月平均値、滑らかな曲線は 5 か月移動平均値。平年値は 1981～2010 年の平均。赤（青）の陰影は、エルニーニ

ョ現象（ラニーニャ現象）の発生期間を示す。指数は、上から南方振動指数（SOI：タチヒとダーウィンとの海面地上気

圧平年偏差の差より算出）、日付変更線付近の OLR 指数（OLR-DL；5°S-5°N, 170°E-170°W で平均した OLR 平年偏差

より算出）、太平洋の対流圏上層（200hPa）の赤道東西風指数（U200-CP; 5°S-5°N, 125°W-180°で平均した 200hPa 東

西風平年偏差より算出）、太平洋の対流圏下層（850hPa）の赤道東西風指数（U850-CP; 5°S-5°N, 135°W-170°W で平均

した 850hPa 東西風平年偏差より算出）、インド洋の対流圏上層（200hPa）の赤道東西風指数（U200-IN; 5°S-5°N, 
80°E-100°E で平均した 200hPa 東西風平年偏差より算出）。 
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平均した対流圏上層の東西風偏差（U200-CP）と

下層の東西風偏差（U850-CP）は、上層では西風

偏差（U200-CP が正）、下層では東風偏差

（U850-CP が負）となる期間の方がその逆よりも

長い。貿易風が強いことと整合して、太平洋の赤

道域の大気の東西鉛直循環、すなわちウォーカー

循環が強い傾向であったことがわかる。また、イ

ンド洋の赤道域で平均した対流圏上層の東西風偏

差（U200-IN）は、2005 年以降はほとんどの月

で東風偏差である。インド洋の赤道域での東西鉛

直循環、すなわちインド洋側でのウォーカー循環

も強い傾向にあったことがわかる。 
 
(3) エルニーニョ/ラニーニャ現象の天候への影

響 

 エルニーニョ/ラニーニャ現象に伴い、熱帯域で

の積乱雲の活動が変化し、その変化は水蒸気の凝

結に伴う大気の加熱の変化をとおして、熱帯のみ

ならず中・高緯度の大気の流れに変化をもたらす。

その結果として、エルニーニョ/ラニーニャ現象は

世界中の天候に影響する。エルニーニョ現象の影

響の代表的なものとして、熱帯域ではインドネシ

ア、フィリピン、オーストラリア北部での少雨傾

向、北半球冬季におけるオーストラリア西部、東

南アジア、ブラジル北部、北米中部での高温傾向、

夏季におけるフィリピン北部～パキスタン南部・

南米北部での高温傾向、米国南西部での低温傾向、

米国西部での多雨傾向などが挙げられる。一方、

ラニーニャ現象では、インドネシア、フィリピン、

ブラジル北部での多雨傾向、米国西部での少雨傾

向などが挙げられる。 
 日本の天候へのエルニーニョ現象の影響として

は、冬季は東～西日本と沖縄・奄美で高温傾向、

夏季は北～西日本で低温傾向、すなわち、季節の

変化の幅が小さくなる傾向が挙げられる。一方、

ラニーニャ現象の影響としては、冬季は東～西日

本と沖縄・奄美で低温傾向、夏季は北日本で高温

傾向、沖縄・奄美で低温傾向がある。これらは、

エルニーニョ（ラニーニャ）現象に伴って、冬季

は西高東低の冬型の気圧配置が弱まり（強まり）、

夏季は太平洋高気圧の日本付近への張り出しが弱

まる（強まる）傾向があるためである（前田, 2013）。 
 エルニーニョ/ラニーニャ現象は、以下に例示す

るとおり、日本の異常気象の背景要因となること

も多い（各事例の詳細は第 1.1.4 項を参照）。2005
年秋に発生したラニーニャ現象は、その冬の東ア

ジアにおける偏西風の南への蛇行と冬型の気圧配

置の強化に関係し、北、東、西日本の低温と日本

海側の豪雪（平成 18 年豪雪）の要因のひとつと

なった。2009 年夏に発生したエルニーニョ現象の

影響で夏季には太平洋高気圧の日本付近への張り

出しが平年より弱く、北日本を中心に降水量が多

くて日照時間が少ない不順な天候となり、「平成

21 年 7 月中国・九州北部豪雨」も発生した。また、

2010 年春まで続いたこのエルニーニョ現象の影

響で全球的に気温が高くなった状態の中で 2010
年夏に発生したラニーニャ現象は、その夏の日本

の記録的な猛暑の要因のひとつとなった。 
これまで述べたとおり、本章で主に取り上げる

2005 年以降では、エルニーニョ/ラニーニャ現象

の発生期間、海面水温分布、海洋表層の水温、貿

易風、対流活動など、太平洋熱帯域における海洋

と大気の状態は、平均的には海面水温の東西のコ

ントラストが強いラニーニャ現象側に偏っていた

と言える。前述したとおり、大まかに言って、ラ

ニーニャ現象時の日本の天候は、寒候期は低温傾

向、暖候期は高温傾向となる。第 1.1.4 項で述べ

た、地球温暖化が進行する中で暖候期に比べて寒

候期における異常高温の発生が近年は少ないこと

には、ここで示した太平洋熱帯域における大気と

海洋のラニーニャ現象側への偏りが関係している

可能性がある。また、この偏りは、2000 年以降の

地球の気温上昇の停滞（59 ページ【コラム】気温

上昇の停滞を参照）にも関係している（Kosaka 
and Xie, 2013）。 
ラニーニャ現象側に偏っていた理由は明確では

ないが、中高緯度も含む太平洋で、負の位相の太

平洋十年規模振動（PDO、詳細は第 1.2.8 項を参
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照）の傾向が 1990 年代末から持続していること

が関係していることは間違いないであろう

（Urabe and Maeda, 2014）。 
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