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1.3

異常気象・極端現象の長期変化傾向

異常気象と気候変動の実態）

(1) 熱波や寒波の経年変化
IPCC 第 5 次評価報告書によると、
1950 年以降、

本節では、世界や日本の異常気象（極端現象）
がどのように推移してきているのか、過去の観測

ほとんどの陸域で寒い日や寒い夜の頻度減少や昇

データから長期的な変動の実態に焦点をあて、第

温と、暑い日や暑い夜の頻度増加や昇温が起きて

1.3.1 項では世界の異常気象（極端現象）
、第 1.3.2

いる可能性が非常に高く、その変化に人間活動が

項では日本の異常気象（極端現象）の長期変化傾

寄与している可能性は非常に高いとしている。ま

向について述べる。

た、継続的な高温や熱波の頻度や持続期間の増加
についても、ヨーロッパ、アジア、オーストラリ

1.3.1

世界の異常気象・極端現象

アの大部分で可能性が高いとし、これに対する人

暑い日や暑い夜の頻度の増加と、寒い日や寒い

間活動の寄与の可能性が高いとしている。
図 1.3.1 に IPCC 第 5 次評価報告書で報告され

夜の頻度の減少が起きている可能性が非常に高い。
大雨の頻度や強度は、減少より増加している陸域

た極端な気温の長期変化傾向と経年変化を示す。

のほうが多い可能性が高く、干ばつの強度や持続

アジアでは寒い夜の減少や暑い夜の増加が、ヨー

期間は、
いくつかの地域で増加した可能性が高い。

ロッパでは暑い日や暑い夜の増加がみられる。ま
た、アフリカ中部の暑い夜の増加が顕著である。

図 1.3.1 1951～2010 年における極端な気温の長期変化傾向と経年変化
（a）寒い夜（夜間の最低気温が下位 10％以下）
、
（b）寒い日（日中の最高気温が下位 10％以下）
、
（c）暑い夜（夜間の最低
気温が上位 10%以上）
、
（d）暑い日（日中の最高気温が上位 10%以上）を示す。左図は期間中の後ろ側 40 年間の長期変化傾
向であり、信頼度水準 90%で統計的に有意な部分にはプラスマークを付している。
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気候モデルによる見積もりによれば、このよう

さい）と干ばつかつ／又は極端な降水現象の

な変化の要因は温室効果ガスの増加による人為的

期間が増加する（減少する）

要因が大きいと考えられる（IPCC, 2012）
。

これらの指標の経年変化より、IPCC 第 5 次評
価報告書では、1950 年以降、大雨の頻度、強度、

(2) 大雨や干ばつの経年変化

大雨時の降水量は、減少している陸域より増加し

図 1.3.2 に IPCC 第 5 次評価報告書で報告され

ている陸域のほうが多い可能性が高く、特に、北

た大雨や干ばつに関する指標の長期変化傾向の分

アメリカ中央部では増加している可能性が非常に

布図を示す。ここで用いられている指標の詳細は

高いとしている。また、干ばつに関しては、世界

以下のとおりである。

規模で確信度が低いものの、頻度や強度は、地中

①
②

R95p 平年の 95 パーセンタイル値を超えた

海と西アフリカで増加した可能性が高く、北アメ

日降水量の合計が年降水量に占める割合

リカ中央部とオーストラリア北西部で減少した可

SDII

能性が高いとしている。

単純日降水強度指数（年降水量を

1mm 以上の降水のあった日数で割ったもの）
③

CDD 最大連続無降水日数（日降水量が連続
して 1mm 未満の日数の年間最大値）

④

HY-INT 水文気候強度（算出方法は Giorgi
et al.（2011）を参照）
：HY-INT が大きい（小

図 1.3.2 （a）R95p、
（b）SDII、
（c）CDD、
（d）HY-INT の長期変化傾向の分布
（a）から（c）は少なくとも 40 年分のデータが存在し、2003 年以前にデータが終わっていないグリッドに対して計算した。
灰塗りは計算に利用可能なデータがないか欠測を示す。危険率 10%の水準で有意なトレンドをもつ格子点を＋の記号で示す。
IPCC（2013）より引用。
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日本の異常気象・極端現象

全国的に異常高温の出現頻度は増加し、異常低
温の出現頻度は減少している。また、階級別日数
（猛暑日、真夏日、熱帯夜、冬日）には変化傾向
がみられている。また、全国的に異常少雨や大雨
（日降水量 100mm、200mm）の年間回数が増加
する傾向がみられている。また、最深積雪（東日
本日本海側、西日本日本海側）に減少傾向がみら
れている。これらの傾向については、ほぼ地球全
体で地上気温の上昇が起きていることや、1950
年頃以降、多くの極端な気象及び気象現象の変化
が観測されてきたこと（IPCC , 2013）
、また、日
本において予測された将来気候と整合しているこ
と（気象庁, 2014）から、地球温暖化の影響が現
れている可能性が考えられる。
図 1.3.3 月平均気温の異常高温と異常低温の年間出現数
の経年変化（統計期間 1901～2013 年）
棒グラフは各年の 15 地点平均値、青い折れ線は 5 年移動平
均、赤い直線は長期変化傾向を示す。

(1) はじめに
日本の異常気象、極端現象、階級別日数の長期
変化傾向について分析する。対象地点は、月平均
気温と階級別日数については第 1.2.1 項（4）で用

113 年間に 4 回であるから、30 年に 1 回という異

いた 15 地点（表 1.2.2、ただし、宮崎及び飯田の

常気象の定義と概ね合致している。異常高温の出

月平均気温は移転による影響を除去するための補

現数は増加しており（信頼度水準 99%で統計的に

正を行った上で利用しているが、階級別日数は移

有意）
、異常低温の出現数は減少している（信頼度

転による影響を除去することが困難であるため、

水準 99%で統計的に有意）
。これらの特徴は、日

当該地点を除く 13 地点で解析を行った）
、降水量

本の年平均気温の長期的な上昇傾向と整合してい

については第 1.2.2 項（3）で用いた 51 地点（表

る。
世界規模で、
寒い日や寒い夜の日数が減少し、

1.2.4）である。それぞれの要素によって統計の対

暑い日や暑い夜が増加した可能性が非常に高い

象期間が異なるのは、データを利用できる期間が

（IPCC, 2013）ことや、将来気候では、これらの

違うためである。
なお、
本節の時系列図において、

階級別日数の傾向の特徴が全国的に示されている

長期変化傾向が信頼度 90%以上で有意である場

（気象庁, 2014）ことから、この増加・減少傾向

合には、直線を表示する。

には、地球温暖化の影響が現れている可能性があ
る。

(2) 異常高温及び異常低温
図 1.3.3 に、1901～2013 年の 113 年間におけ

(3) 気温の階級別日数の変化

る月平均気温の異常高温と異常低温の年間出現数

図 1.3.4 に、1931～2013 年の 83 年間における

の経年変化を示す。異常高温は 113 年間で月平均

猛暑日（日最高気温が 35℃以上の日）
、真夏日（日

気温の高い方から 1～4 位、異常低温は月平均気

最高気温が 30℃以上の日）
、熱帯夜（日最低気温

温の低い方から 1～4 位の値と定義している。こ

が 25℃以上の日）
、冬日（日最低気温が 0℃未満

の定義による異常高温や異常低温の出現頻度は

の日）の年間出現数の経年変化を示す。猛暑日の
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図 1.3.4 猛暑日、真夏日、熱帯夜、冬日の年間日数の経年変化（統計期間 1931～2013 年）
棒グラフは各年の 13 地点平均値、青い折れ線は 5 年移動平均、赤い直線は長期変化傾向を示す。

日数は増加傾向が明瞭に現れている（信頼度水準
95%で統計的に有意）が、真夏日の日数に変化傾
向はみられない。
熱帯夜の日数は増加しており
（信
頼度水準 99%で統計的に有意）
、冬日の日数は減
少している（信頼度水準 99%で統計的に有意）
。
これらの特徴は、日本の日最高気温と日最低気
温の年平均の長期的な上昇傾向と整合しており、
（2）と同様に地球温暖化による影響が現れてい
ると考えられる。
(4) 異常多雨及び異常少雨
図 1.3.5 に、1901～2013 年の 113 年間におけ
る異常多雨と異常少雨の年間出現数の経年変化を
示す。年間出現数は、異常高温及び異常低温と同
様に算出した。異常多雨の出現数に有意な変化傾
向は見られないが、異常少雨の出現数は増加して
いる（信頼度水準 99%で統計的に有意）
。異常少
図 1.3.5 月降水量の異常多雨と異常少雨の年間出現数の
経年変化（統計期間 1901～2013 年）
棒グラフは各年の 51 地点平均値、青い折れ線は 5 年移動平
均、赤い直線は長期変化傾向を示す。

雨の出現において、将来気候では、年間無降水日
数が有意な増加（年々変動が大きい沖縄・奄美を
除く）となっている（気象庁, 2014）ことから、
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地球温暖化による傾向が現れている可能性が考え

傾向が明瞭に現れている（信頼度水準 95％で統計

られる。なお、一般的に、気温の上昇に伴って、

的に有意）
。また、日降水量 1.0mm 未満の日数（無

大気が水蒸気を保持する上限（飽和水蒸気量）は

降水日数）も増加傾向が明瞭に現れている（信頼

増加し一度の降水イベントでもたらされる降水量

度水準 99%で統計的に有意）
。このことは、大雨

は増加するが、地表面からの蒸発散により水蒸気

の頻度が増加する半面、弱い降水も含めた降水日

が補給される効率の変化は相対的に小さいため、

数は減少する特徴も示している。

次の降水イベントまでに水蒸気を補給するのによ

日本では 1901 年以降降水量に明瞭な長期的変

り長い時間が必要になり、このため無降水日数は

化傾向はみられない（第 1.2.2 項(3)参照）が、北

増加する可能性が指摘されている（Giorgi et al.,

半球中緯度の陸域平均では、降水量が 1901 年以

2010 ; Trenberth, 2011）
。

降増加している（IPCC, 2013）ことが示されてい
る。また、将来気候において、日本のほとんどの

(5) 降水の階級別日数の変化

地域で、強雨による降水量の増加傾向が示されて

図 1.3.6 に、1901〜2013 年の 113 年間におけ

いることや、日降水量 100mm 以上、200mm 以

る日降水量100mm以上、
日降水量200mm以上、

上の発生回数は、部分的に減少する傾向がみられ

日降水量 1.0mm 未満の年間日数の経年変化を示

ているものの全国的に増加する傾向が示されてい

す。日降水量 100mm 以上の日数は増加傾向が明

る（気象庁, 2014）ことから、地球温暖化による

瞭に現れており（信頼度水準 95%で統計的に有

影響が現れていると考えられる。

意）
、
日降水量 200mm 以上の日数についても増加

図 1.3.6 日降水量が 100mm 以上、200mm 以上、1.0mm 未満
の年間日数の経年変化（統計期間 1901〜2013 年）
棒グラフは各年の 51 地点平均値、青い折れ線は 5 年移動平
均、赤い直線は長期変化傾向を示す。
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に含みうる最大の水蒸気量）が増加していること

【コラム⑨】アメダスでみた短時間強雨と

が短時間強雨の増加に寄与している可能性がある。

大雨の発生回数の変化傾向

しかしながら、アメダスの観測期間は、比較的短
いことから、大雨の変化傾向を確実に捉えるため

気象庁では、全国約 1,300 箇所の地域気象観測

には、今後のさらなるデータ蓄積が必要である。

所（アメダス）において、降水量の観測を行って
(2) 大雨発生回数の変化傾向

いる。地点により観測開始年は異なるものの、多

日降水量が 100mm 以上、
200mm 以上、
400mm

くの地点では1970年代後半に観測を始めており、
35 年程度のデータが利用可能となっている。気象

以上、600mm 以上の大雨の発生回数を図⑨.2 に

台や測候所等では約 100 年間の観測データがある

示す。日降水量 200mm 以上の観測回数は変化傾

のと比べるとアメダスの 35 年間は短いが、アメ

向が見られないものの、その他は、増加傾向が現

ダスの地点数は気象台等の観測所の約 8 倍あり、

れている（信頼度水準 90%で統計的に有意）
。将

面的に緻密な観測が可能であることから、局地的

来気候において、日本のほとんどの地域で、強雨

な大雨などは比較的よく捉えることができる。ア

による降水量の増加傾向が示されていることや、

メダスの地点数は、1976 年当初は約 800 地点で

日降水量 100mm 以上、200mm 以上の発生回数

あるが、その後増加し 2013 年では約 1,300 地点

は、部分的に減少する傾向がみられているものの

となっている。そこで、年による地点数の違いの

全国的に増加する傾向が示されている（気象庁,

影響を避けるため、年ごとの発生回数を 1,000 地

2014）ことから、地球温暖化による影響が現れて

点あたりの回数に換算している。

いると考えられる。しかし、大雨の観測回数は台
風や梅雨による降水に影響されやすく、年々変動

(1) 短時間強雨発生回数の変化傾向

が大きいため、長期的な変化傾向は捉えにくい。

アメダスで観測された 1 時間降水量（毎正時に

（1）と同様に、今後のさらなるデータ蓄積が必

おける前1時間降水量）
が30mm以上
（激しい雨）
、

要である。

50mm 以上（非常に激しい雨）
、80mm 以上（猛
烈な雨）
、100mm 以上（猛烈な雨）の短時間強雨
の発生回数を図⑨.1 に示す。30mm 以上の激しい
雨、50mm 以上の非常に激しい雨、及び 80mm
以上の猛烈な雨の頻度は増加傾向が明瞭に現れて
いる（信頼度水準 95%で統計的に有意）
。また、
100mm 以上の猛烈な雨についても増加傾向が現
れている（信頼度水準 90%で統計的に有意）
。日
本域での詳細な温暖化予測において、1 時間降水
量 30mm 以上、50mm 以上の発生回数は全国的
に有意に増加しているほか、80mm 以上、100mm
以上の強雨についても地域的には増加している
（気象庁，2014）
。これらの結果から、短時間強
雨の増加は、地球温暖化の影響として予測されて
いる結果と整合的であり、地球温暖化による対流
圏大気の気温上昇に伴って飽和水蒸気量（大気中
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図⑨.1 アメダス地点で 1 時間降水量が 30mm、50mm、80mm、100mm 以上となった年間の回数（1,000 地点あたりの回数に換算）
青い折れ線は 5 年移動平均、赤い直線は信頼度 90%以上の変化傾向を示す。

図⑨.2 アメダス地点で日降水量が 100mm、200mm、400mm、600mm 以上となった年間の回数（1,000 地点あたりの回数に換算）
青い折れ線は 5 年移動平均、赤い直線は信頼度 90%以上の変化傾向を示す。
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1.3.3 台風活動の長期変動

めにピークがみられ、数十年の周期での変動が示

台風の発生数・接近数について長期的な変化は

唆される。年々の変動も大きく、特に 1960 年代

見られない。また、
「強い」以上の台風の発生数や

中頃～1970 年代中頃と 1990 年代中頃の変動が大

発生割合についても、年による増減はみられるも

きい。1990 年代後半以降は、平年の発生数（25.6

のの、長期的な変化傾向はみられない。

個）より少ない年が多くなっている。
台風の発生の長期的な変化傾向を算出する際は、

(1) はじめに

台風の発生には年々から数十年スケールの変動が

台風は、毎年、我が国に接近・上陸し、大雨や

含まれていること、また、前年のデータとの間に

洪水、高潮、強風などを発生させ、人的被害をは

相関（自己相関）がある場合、それは長期変化傾

じめ、農作物や社会基盤などに大きな被害をもた

向の値に影響を及ぼすことに注意が必要である。

らす。最近では、2011 年 9 月に高知県に上陸し、

これらを考慮して、台風の発生数について 1951

岡山県に再上陸した台風第 12 号は、西日本から

～2013 年の期間で長期変化傾向をみると、
現時点

北日本にかけて山沿いを中心に記録的な大雨をも

で変化傾向はみられなかった。

たらし、土砂災害・浸水・河川の氾濫等により、

ただし、気象庁では気象衛星を用いた観測を

死者 82 名・行方不明者 16 名、家屋全壊 379 棟、

1977 年から行っているが、
気象衛星のデータが利

半壊 3,159 棟の大きな被害となった（内閣府,

用できるようになる前のデータについては見落と

2012）
。一方で、台風は広い範囲でまとまった降

しの可能性がある。また、1977 年以降のデータに

水をもたらすことから、地域における水資源の確

限ると、発生数の減少傾向が明瞭に現れている

保に一定の役割を果たす。

（ −0.12 個/年）が、周期的な自然変動の一部を見

このように我が国にマイナスとプラスの両方の

ている可能性もある。より正確な長期変化傾向の

影響を及ぼす台風活動の実態を把握しておくこと

見積もりには、さらに多くのデータの蓄積が必要

は、防災対策及び社会基盤整備にとって重要であ

である。

る。

一方、台風の発生頻度やその長期変化傾向に関

本項では、台風活動の長期変動について 3 つに

しては、国際的なデータの比較・検討も行われて

分けて記述した。(2) では、台風の発生頻度や発

いる。国際連合アジア太平洋経済社会委員会

生・消滅位置、
「強い」台風の変動についてまとめ

（ESCAP）及び WMO の台風委員会は、日本以

た。(3) では、台風はどういう経路をとることが

外に台風を監視している中国、香港、JTWC（合

多いのか、その経路の変動はどうなっているかに

同台風警報センター、米国）の各機関によるデー

ついて記述した。(4) では、温暖化で予測される
兆候について記述した。
(2) 台風の発生に関する変動
1）発生・接近・上陸数
台風の発生数、日本への接近数・上陸数の経年
変化について図 1.3.7 に示す。ここで台風の日本
への接近については、台風の中心が国内のいずれ
かの気象官署から 300km 以内に入った場合に、
日本へ接近したと判定している。
台風の発生数は、1960 年代半ばと 1990 年代初

図 1.3.7 台風の発生数・接近数・上陸数
細実線は、年々の発生数（青）
、接近数（緑）
、上陸数（赤）
を、太線は 5 年移動平均を示す。細い破線は、平年値（1981
～2010 年の平均）を示す。
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タを取りまとめ、発表した（ESCAP/WMO 台風
委員会, 2012）
。
これによると、台風の発生数は、各機関により
大きく異なる場合があり（図 1.3.8）
、また、それ
らを用いた長期変化傾向についても中国と香港で
は減少傾向、気象庁と JTWC では変化傾向はみら
れないとしている（信頼度水準 95％で統計的に有
意）
。ESCAP/WMO 台風委員会では、いくつかの
データでは減少傾向がみられるものの、その傾向
は確かなものではないと結論付けている。
日本への接近数は、平年で 11.4 個となっている
が、1960 年代、1990 年頃、2000 年代前半に比較

図 1.3.8 機関ごとに認定した台風の発生数の変化
10 分平均風速で 17m/s 以上の風速をもつ熱帯低気圧を台風と
定義して、各国のデータを調整した発生数。○は、気象庁（日
本、RSMC Tokyo）
、✳は中国（CMA）
、□は米国の合同台風
警報センター（JTWC）
、△は香港（HKO）
、赤線は 4 機関の
平均値。
（出典：ESCAP/WMO 台風委員会（2012）
）

的接近数が多くなっている。接近数を発生数と比
較すると、ほぼ同様の変動を示しており、1951～
2012 年の発生数と接近数の相関係数は 0.54 と正
の相関がある。
日本への接近数については、発生数と同様に、
長期変化傾向はみられなかった。
上陸数は、2004 年に 10 個と極端に多くなった
が、それを除くと毎年 2、3 個程度となっており
（平年値 2.7 個）
、長期的な変動傾向を述べるのは
難しい。

図 1.3.9 台風の発生・消滅の緯度の推移
赤細線が台風の発生緯度、青細線が台風の消滅緯度の、それ
ぞれ年平均値の推移を示す。太実線は、5 年移動平均値。

2）発生・消滅位置
台風の発生・消滅緯度の推移（図 1.3.9）を見る
と、
主に北緯13～19 度付近で発生し
（1951～2013
年の平均値：16.2 度）
、北緯 25～31 度付近で消滅
している（1951～2013 年の平均値：28.2 度）
。
発生緯度については、長期的な変化傾向はみら
れず、また、消滅緯度についても、1970 年代・
1980 年代は比較的低緯度で消滅することも多か
ったが、長期的な変化傾向はみられない。
台風の発生・消滅の経度の推移（図 1.3.10）を
みると、発生・消滅とも年々変動が大きく、数年
～数十年スケールの変動もみられる。
2004 年以降、
比較的西側で発生・消滅することが多くなってい
るように見えるものの、数年～数十年スケールの
変動の一部である可能性がある。

図 1.3.10 台風発生・消滅の経度の推移
赤細線が台風の発生経度、青細線が台風の消滅経度の、それ
ぞれ年平均値の推移を示す。太実線は、5 年移動平均値。
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1951～2013 年のデータからは、台風発生・消
滅の経度に関して、長期的な変化傾向はみられな
い。
3）台風の強さ
台風の強さの変動を見るために、
「強い」以上の
勢力を持つ台風の発生数・発生割合を図 1.3.11 に
示す。気象庁は、気象衛星による観測が進展し、
中心付近の最大風速データがそろっている 1977
年以降の台風について、10 分間の平均風速が
33m/s 以上を「強い」
、44m/s 以上を「非常に強
い」
、54m/s 以上を「猛烈な」台風と分類してい

図 1.3.11 「強い」以上の台風の発生数・発生割合
青細線が「強い」以上の台風の発生数、赤細線が台風の年間発
生数に対する「強い」以上の勢力を持つ台風の割合。太実線は
5 年移動平均。

る。図 1.3.11 には、台風の発生から消滅の中で、
「強い」以上に分類された台風の発生数・発生割
合を示した。
「強い」以上の台風は、10～20 個発生する年が
多い。1990 年代後半は「強い」以上の台風の発生
数がやや少なくなっており、
「強い」以上の台風の
発生割合もやや小さくなっている。その後、発生
数・発生割合ともやや増加したものの、最近数年
間は再び減少している。
「強い」以上の台風の発生数については、年に
よる増減はみられるものの、長期的な変化傾向は

図 1.3.12 強い勢力のまま北上した台風の数の推移
赤細線、緑細線、青細線は、
「強い」以上の勢力のまま、それ
ぞれ北緯 30 度、北緯 35 度、北緯 40 度を超えた台風の個数を
示す。太実線は、5 年移動平均値。

みられない。また、
「強い」以上の台風の発生割合
も発生数と同様に長期的な変化傾向はみられない。

台風経路の変動を調べた。

4）強い台風の北上

1) 存在頻度及び経路の気候値

強い勢力のまま北上した台風の数の変動を図

図 1.3.13 は 1951～2012 年の 62 年間における

1.3.12 に示す。1977 年以降、北緯 30 度以北で「強

6～10 月の 6 時間毎の台風存在頻度を 2.5 度等緯

い」以上の勢力を持つ台風の数は 1990 年代後半

度経度格子毎で平均したものである。台風存在頻

と 2000 年代後半に比較的少なく、2000 年代前半

度のピークは、南西諸島の南、フィリピン東の太

に比較的多くなっている。また、2004 年に 11 個

平洋及び南シナ海にあり、それぞれ最大値は年間

と極端に多くなったものの、これを除くと 3～7

5 個程度である（これらの三つのピーク付近の領

個程度となっている。北緯 35 度以北や北緯 40 度

域を図 1.3.13 に矩形で示す）
。これらの海域の緯

以北で「強い」勢力を持った台風は少なく、長期

度経度 2.5 度ボックスの中を年間平均 5 個程度の

的な変化傾向もみられない。

台風が通過していることになる。
図 1.3.13 の台風存在頻度の尾根をたどると、青

(3) 台風の存在頻度及び経路の変動

い矢印で示すように 3 本の台風主要経路を見出す

ここでは、台風シーズンを 6～10 月と定義し、

ことができる。Wu et al.（2005）はこの 3 本の主

この 5 か月間を対象とした、台風存在頻度、及び
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要経路を、経路 I、経路 II、及び経路 III と名付け

図 1.3.14（a）に示す南シナ海北部では存在頻

た。経路 I は北西太平洋で発生した後、転向せず

度の減少トレンドはみられないが、1950～1960

に西進しフィリピン付近を通って南シナ海へ向か

年代に増加、また 1990 年代以降減少がみられ、

うもの、経路 II は台湾の東を通ったあと次第に向

数十年規模の変動をしているように見られる。

きを変えて中国東岸から南西諸島・朝鮮半島・日

一方、図 1.3.14（b）に示す南西諸島南では台

本へ向かうもの、経路 III は日本の南の太平洋上

風存在頻度の増加トレンド（+1.1 個/10 年）がみ

で転向し陸地に近づかないものである。

られる（信頼度水準 99％で統計的に有意）
。しか
しながら、数十年規模の変動もみられ、1960 年代
及び 2000 年代に局所的なピークがあるようにみ

2) 台風存在頻度の変動
台風存在頻度が極大値を示す南シナ海北部（北

える。

緯 17～21 度, 東経 111～119 度）及び南西諸島の

興味深いのは、南シナ海北部における台風存在

南（北緯 21～26 度, 東経 123～129 度）の海域に

数が増加した 1960～80 年代には南西諸島南では

おける台風存在頻度の年々変動を図 1.3.14 に示

逆に存在数が減少していることである。実際、両

す。

海域の台風存在数の相関係数を見ると、年々の変
動には特に有意な相関はないものの、13 年移動平
均の台風存在数の間には−0.7 と信頼度水準 99％
で統計的に有意な相関が存在する。すなわち、両
海域の台風存在数の数十年規模変動の間には何ら
かの関係が存在する可能性がある。

3) 台風の移動速度
図 1.3.15 は、台風の 6 時間毎の中心位置の移動
図 1.3.13 台風シーズン（6～10 月）の台風存在頻度（陰影）
と主な移動経路（青矢印）
ローマ数字は 3 本の台風主要経路を示す。

から求めた各グリッドにおける台風移動速度の気
候値（1951～2012 年の平均値）である。北緯 20
度以南では移動速度の西向き成分が大きく、西進
する台風が多いことを示している。南シナ海北部

(a)

(b)

図 1.3.14 (a) 南シナ海北部（北緯 17～21 度, 東経 111～119 度）及び (b) 南西諸島南（北緯 21～26 度、東経 123～129
度）における台風存在頻度(細実線)の変動
太実線は 11 年移動平均を示す。
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における台風存在頻度のピークは、これら西進す

風存在頻度の線形トレンドの地理的分布を図

る台風によって形成されている。一方、北緯 20

1.3.16 に示す。図 1.3.13 における南シナ海北部の

度以北では北向き速度成分が大きく、多くの台風

台風存在頻度ピーク位置に対応する領域には、期

が転向して北～北東へと移動方向を変えているこ

間 A には頻度増加トレンド（ピーク値は+1 個／

とを示している。南西諸島南の台風存在頻度ピー

10 年）
、また期間 B には頻度減少トレンド（ピー

クは、北～北東へと転向しつつある台風によって

ク値は−1.5 個／10 年）が存在している。一方、

形成されていることになる。

南西諸島南の存在頻度ピーク位置付近では、期間
B に最大で+2 個／10 年程度の増加トレンドが存
在している。すなわち、図 1.3.14（b）では南西

4) 台風の移動速度の変動
図 1.3.14 に示されるように、台風存在頻度には

諸島南に 1951 年以降、台風存在頻度の増加トレ

数十年規模の変動が見られるので、その様子を見

ンドが見られるが、この増加傾向は期間を通して

るため、期間を 1951～1981 年（期間 A）及び 1982

というより 1980 年代以降に顕著になったと考え

～2012 年（期間 B）に二分割し、各々の期間の台

られる。
南シナ海における台風存在頻度の期間A におけ
る増加及び期間 B における減少は台風移動経路 I
に沿った変動、南西諸島南における期間 B の増加
トレンドは台風移動経路 II に沿った変動、と解釈
できる。
移動ベクトルの線形トレンドを見ると、フィリ
ピン付近に期間 A では西向き成分、期間 B では東
向き成分が見られる。この海域では台風は経路 I
に沿って主に西へ進むので、期間 A における移動
速度の西向きトレンドは台風が西進しやすくなる

図 1.3.15 台風シーズンの 6 時間毎の台風中心位置の移動
から求めた台風移動速度(矢印)
陰影は図 1.3.13 に示した台風存在頻度。

傾向があることを示し、また、期間 B における東
向きトレンドは台風が西進しづらくなる傾向を意
味している。これにより、期間 A では太平洋で発

(a)

(b)

図 1.3.16 (a)1951～1981 年及び(b)1982～2012 年における、台風シーズンの台風存在頻度の線形トレンド（陰影）及び台風移
動ベクトルの線形トレンド（矢印）
存在頻度トレンドの単位は個/10 年、移動ベクトルトレンドの単位は m/s⋅10 年。
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生した台風が南シナ海へ進む割合が増加し、また

すなわち、期間 A ではフィリピン付近を中心に低

期間 B では逆に減少することにより、南シナ海北

気圧性循環トレンドあり、これに伴いフィリピン

部における台風存在頻度が変動した、と解釈でき

北部は気候値の東風指向流が強まる傾向にある。

る。

これにより太平洋で発生した台風は経路 I に沿っ

一方、南西諸島南における台風存在頻度増加ト

て南シナ海へ西進しやすくなる。一方、期間 B で

レンドは、期間 B に関しては経路 I の一部が北東

は低気圧性循環トレンドの中心は華南付近に移動

へシフトして転向しやすくなり、経路 II に沿う台

し、フィリピン北部は西風トレンドとなり、太平

風が増加したと解釈する事ができる。

洋上の台風は南シナ海へは進みづらくなっている。
南西諸島南には南風トレンドがあり、南シナ海へ

5) 台風移動速度の変動に関連した大規模場の変

西進しなくなった台風は経路 II 付近に集中する

動

ようになったと考えられる。

一般に、台風経路は台風発生位置と発生後の移

このように、低気圧性循環トレンドの動向が、

動によって決まると考えることができる。この移

南シナ海北部及び南西諸島南を中心とする領域の

動は、おおまかには大規模場による指向流による

台風存在頻度の増減と関係していると考えられる。

ものと考えてよい。ここで、指向流とは台風を移
(4) 世界の熱帯低気圧の長期変化とその要因

動させる大規模場の流れのことで、例えば、
Holland（1993）では指向流として、850−300hPa

温暖化進行時の熱帯低気圧（台風）の変化予測

の間で鉛直平均した風を用いている。図 1.3.17 は

については、第 2.2.3 項（3）に詳しく述べている

JRA-55（Kobayashi et al., 2015, Ebita et al.,

が、IPCC 第 5 次評価報告書では、温暖化進行時

2011）による夏季（6～8 月）の 850−300hPa 鉛

の熱帯低気圧の変化を全球規模でみた場合、発生

直平均風の、期間 A 及び期間 B における線形トレ

頻度は減少するか変わらない可能性が高く、強度

ンドである。
ただし、
JRA-55 のデータ期間は 1958

（最大風速や熱帯低気圧に伴う降水強度）は増加

～2012 年であるので、図 1.3.17（a）においては

する可能性が高いと評価している。発生頻度の変

便宜的に 1958～1981 年の間のトレンドで代用し

化は、温暖化により熱帯地域で大気の深い対流が

た。

弱まる（鉛直構造が湿潤断熱線に近く下層の昇温

図 1.3.16 と図 1.3.17 との比較から、フィリピ

よりも上層の昇温が大きいことによる）ことと、

ン～南シナ海における台風の移動速度の変動は大

中層大気の飽和不足（飽和水蒸気圧が上昇するこ

規模指向流の変動でよく説明できることが分かる。

とによる）によって引き起こされると予測されて

(a)

(b)

図 1.3.17 (a)1958～1981 年及び(b)1982～2012 年における夏季（6～8 月）の 850-300hPa 鉛直平均風の線形トレンド（矢印）
トレンドの単位は m/s⋅10 年。
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いる。また、気温上昇に伴う飽和水蒸気圧の上昇

たる寄与があるとする研究と、十年規模変動が主

により大気の水分含有量は増加することから、強

たる寄与とする研究の両方があり、見解は一致し

度が強まると考えられる。

ていない。

これと同様の傾向が北西太平洋においてもみら

一方、南アジアのエーロゾルの増加は、北大西

れる（図 2.2.24）
。熱帯低気圧に対する温暖化の

洋とは異なりインド洋北部の海面水温の勾配を減

影響は、地域によって異なる可能性が高く、全球

少させるとする研究がある。これは、海面水温の

平均の予測と比べると発生頻度や強度の地域毎の

勾配の減少が風の鉛直シアーを弱めることにより、

予測は確信度が低いものの、日本の位置する東ア

アラビア海の非常に強い嵐の増加に影響している

ジアなどのいくつかの地域では、上陸した熱帯低

可能性を示唆している。

気圧の中心付近で、極端な降水が全球平均よりさ

このように、熱帯低気圧の活動の長期的変化傾

らに増える可能性が高いとしている。

向について、原因が指摘されている地域もあるも

一方、前項で述べたとおり観測結果から求めた

のの、特定の原因を世界規模にあてはめることは

台風の長期変化では、発生数・強度ともに統計的

難しい。

に有意な変化はみられない。
台風に限らず全球の熱帯低気圧に対象を広げて
も、1970 年以降の北大西洋において強い熱帯低気
圧の頻度と強度が増加していることを除いて、変
化の確信度は低くなっている。
一般的に、人間活動の影響による熱帯低気圧の
強度の長期変化は、十分な精度による観測が短期
間であることと、内部変動や温室効果ガス等の強
制力に対する自然科学的な理解不足により確信度
が低い。
このため、温暖化進行時に予測される熱帯低気
圧の発生頻度や強度が、現時点で観測に現れてい
ないことを説明する決定的な原因はよく解ってい
ない。
しかしながら、地域ごとにはその原因を指摘す
る研究もある。例えば、Booth et al.（2012）に
よると、北大西洋における変化についてはエーロ
ゾルが影響している。
具体的には、
北大西洋では、
1970 年代以降、大気汚染が緩和され、放出される
エーロゾルが少なくなったことにより、雲による
太陽放射の反射が小さくなったことから熱帯の海
面水温が上昇し、熱帯低気圧の活動が活発になっ
たと考えられている。このことは 1970 年代以前
のエーロゾルの増加は熱帯低気圧の活動を減少さ
せていた可能性を示唆する。しかし、大西洋の熱
帯低気圧の活動変化については、エーロゾルに主
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範な情報源から竜巻等突風の発生事例を積

【コラム⑩】竜巻と突風の変化傾向

極的に収集するなど調査体制を強化し、より
詳細な現地調査とそれに基づく分析を行っ

図⑩.1 に 1961～2013 年に確認した竜巻の分布

たものを集計している。この結果、①気象台

図（上図）と 1991～2013 年に陸上及び沿岸で確

による積極的な現地調査の実施により、多く

認した突風（竜巻、ダウンバースト、ガストフロ

の突風災害事例で竜巻が原因と特定できる

ントなど）の分布図（下図）を示す。地域により

ようになった。②携帯端末や SNS（Social

発生確認数の違いがあるが、北海道から沖縄にか
けて広く確認されており、日本のいずれの場所で
も竜巻などの激しい突風の発生する可能性がある
といえる。また、竜巻は沿岸部で多く確認される
傾向がみられるが、ダウンバーストやガストフロ
ントにはそのような傾向はみられない。
図⑩.2 に 1961～2013 年の竜巻の年別発生確認
数を示す。ただし、気象庁では 1991 年と 2007
年に竜巻等突風の調査体制を強化しており、これ
に伴って統計方法も各期間で異なる。このため、
発生確認数についてこの前後で比較することや、
1961 年以降の長期変化傾向を評価することは出
来ない。それぞれの期間における発生数の違いの
詳細は以下のとおり。


1961～1990 年は、気象庁が竜巻として公表
していたものに、災害報告、調査・研究報告、
新聞などの資料からあらためて収集した事
例のうち一定規模以上のものから、気象庁が
竜巻と判定したものを加えて集計している。
1978 年に米国で存在が知られるようになっ
たダウンバーストによる被害も竜巻による
ものとして含まれている可能性がある。被害
のない海上竜巻は収集対象になっていない。



1991～2006 年は、災害報告、調査・研究報
告、新聞などの資料からあらためて収集した
全ての事例から、気象庁が竜巻と判定したも
のを集計している。1991 年以降、竜巻とダ

図⑩.1 竜巻分布図（1961～2013 年）
（上図）と突風分布
図（1991～2013 年）
（下図）
発生時の緯度経度が把握できているものに限る。竜巻には
水上で発生しその後上陸しなかった事例（いわゆる「海上
竜巻」）を含む。なお、下図は、竜巻を赤で、ダウンバー
ストやガストフロントを青で、突風による被害は確認され
たものの、現象の特定には至らなかった不明な事例を緑で
プロットした。

ウンバーストは区別して収集されている。被
害のない海上竜巻も収集しているが、気象庁
で確認できた一部の目撃情報に基づいてい
る。


2007 年以降は、報道や目撃情報も含めた広
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Networking Service）などの情報通信技術の

した結果である。竜巻の発生は夜間よりも昼間に

普及と、気象台による報道及び目撃情報の収

多く確認されており、11～18 時の間にピークが見

集強化により、海上竜巻の発生確認数が格段

られる。

に増えている。③評定の精度が向上した。こ
れら 3 点のため、2007 年以降、竜巻の発生
確認数が調査体制の強化前に比べて増えて
おり、竜巻発生数が増えたかのように見える
が、2006 年以前と 2007 年以降の発生確認数
を単純に比較することはできない。なお、
2007～2013 年を平均した 1 年当たりの竜巻
発生確認数は、海上竜巻を含めた竜巻全体で
は約 63 件、海上竜巻を除けば約 26 件となっ

1961

ている。

1966

1971

1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

図⑩.2 竜巻の年別発生確認数（1961～2013 年）
水上で発生しその後上陸しなかったもの（いわゆる「海上竜
巻」
）を除く。

図⑩.3 に 1991～2013 年の竜巻の月別発生確認
数を示す。前線や台風の影響及び大気の状態が不
安定となりやすいことなどにより、竜巻の発生確
認数は 7～11 月に多く、この 5 か月で全体の約
69%を占めているなど、季節による違いが見られ
る。
図⑩.4 に竜巻発生時の気象条件等を示す。
前線、
寒気や暖気の移流等による不安定な気象要因によ
り発生する場合が多く、全体の約 60％を占める。
次いで、低気圧や台風・熱帯低気圧が要因となっ
ている。
図⑩.5 に竜巻の発生時刻別確認数を示す。1991

図⑩.3 竜巻の月別発生確認数（1991～2013 年）
水上で発生しその後上陸しなかったもの（いわゆる「海上
竜巻」
）を除く。

年～2013 年に発生が確認された竜巻 384 件のう
ち、発生時刻が判明している 376 件について集計

図⑩.4 竜巻発生時の気象条件等（1991～
2013 年）
集計対象からは、
「竜巻」及び「竜巻又は
ダウンバースト」である事例の内、水上で
発生しその後上陸しなかったもの（いわゆ
る「海上竜巻」
）を除く。
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図⑩.5 発生時刻別の確認数（1991～2013 年）
集計対象は図⑩.4 と同じ。
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