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いと思います。日最高気温が30℃を超える真夏日が、

熊本で年間105日、東京でも70日など、各地で記録更

新、東京では７月６日から８月14日まで40日も真夏日

が続きました。夏だけでなく、１年を通して全国的に暖

かい傾向が続き、東日本の年間気温は歴代１位となる見

込みです。11月の北・東日本の高温（これも歴代１位）

に続き、暖冬傾向が続いています。このような高温傾向

は20世紀末から世界的に続いており、後に詳しく述べ

ますが、人間活動による地球全体の温暖化の影響がある

ものと考えられます。

台風は、各所でも報じられている通り、本土への年間

上陸数が10個で、これは過去30年の平年値2.6個、これ

までの最高値1993年の６個を大幅に上回るものです。

「本土」には沖縄など南西諸島は含まれませんが、ここ

への接近数15個も新記録です。例年６月は、日本の南

記録破りの10個もの台風本土到来、各地での真夏日

日数更新に加えて、新潟の地震、浅間山噴火と、昨年は

自然の脅威をこれでもかというくらい思い知らされた年

でした。台風と地震にはもちろん科学的な因果関係はあ

りませんが、地震の被災地を非情に襲う水害には暗澹た

る思いになります。さらに昨年は、自然災害がお年寄り

などの「社会的弱者」にことさら厳しいという現実を再

確認させられた年でもあります。例えば、220名を超え

る昨年の風水害による死者・行方不明者のうちの６割が

65歳以上の高齢者だったと言われています。

ここではまず、風水害を中心に昨年の天候の状況を振り

返り、次にやや一般的に、自然のゆらぎの一端として現れる

異常気象の要因や今後顕著化すると予想される地球温暖

化との関係について現在の知見をご紹介したいと思います。

昨年の日本の天候の特徴は、高温と台風、と言ってよ
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台風18号による突風で屋根が吹き飛んだビル

（北海道札幌市／2004年９月８日撮影／読売新聞社）



に亜熱帯高気圧が東西に横たわり、これを超えて北上す

る台風は少ないのですが、昨年は２個の台風が四国上陸

を果たしました（４号、６号）。８月から９、10月にか

けてはまさに台風ラッシュ、日本の南海上から南西諸島

へ近づき、そこから北東へ向きを変えて（転向）、日本

列島を縦断する台風が相次ぎました。とくに、９月のは

じめに沖縄、九州から日本海を北東進して北海道を襲っ

た18号は、大型で風も強く、1991年のリンゴ台風（19

号）のときのように農業、林業に大きな暴風害を及ぼし

ました。また、９月末から10月にかけて21、22、23号

が相次いで上陸し、秋雨前線と相まって、各地に豪雨、

水害をもたらしました。18号だけでなく、最大風速が

33メートル毎秒以上を持つ強い台風が多く接近、上陸

したのも昨年の特徴です。

2004年は、全般にはカラ梅雨気味で梅雨前線は不活

発だったのですが、７月中旬だけは別で、発達した高気

圧が東シナ海に居座り、その北縁に沿って前線が強化さ

れる形となりました。高気圧北縁を回って日本海側に流

入する暖かく湿った気流は、新潟、福島や福井に強烈か

つ持続する集中豪雨をもたらしました。昨年11月24日

分までの気象庁の自動雨量観測網アメダスによれば、１

時間に50ｍｍ以上の「滝のように降る雨」の観測回数

は468回と、アメダスの観測開始以来29年間の最高値

でした。東シナ海に高気圧が居座ったこの時期には、北

陸から関東へと風が吹く変則的な形になり、関東ではフ

ェーン現象によって高温が続き、真夏日の持続に貢献し

ました。

また、昨年末には異常気象の当たり年を象徴するかの

ように、猛烈な勢いの低気圧が12月４日から５日にか

けて日本列島を北東進し、台風並みの突風とともに、低

気圧の運ぶ暖気によって季節外れの高温、日最高気温

25℃を越える夏日を関東各地にもたらしました。同じ

低気圧の運ぶ北からの寒気は北海道に大雪を降らせてい

ます。この低気圧は、台風のような熱帯性の低気圧では
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表１　2004年の主な風水害とその特徴

四国から北上、日本海へ。暴風、西日本に大雨

梅雨前線の停滞による記録的集中豪雨。

計20か所で堤防決壊。

特徴

６月18～20日

７月12～13日

同17～18日

台風６号

新潟・福島豪雨

福井豪雨

時期現象

台風10号

台風15号

台風16号

台風18号

台風21号

台風22号

台風23号

急発達した温帯

低気圧

７月29日～８月２日

８月17日～20日

８月27日～31日

９月４日～８日

９月25日～30日

10月７～９日

10月18日～21日

12月４～５日

四国から日本海へ。四国や奈良で、5日間で月降水量平年値の

２～３倍の大雨。続いて８月４日には台風11号も。

対馬海峡から日本海を通り青森へ。

前線を刺激して広範囲に大雨。

沖縄、九州から北海道へ。大型、暴風。九州、四国に大雨。

瀬戸内で高潮被害。

16号と類似の経路。大型。多くの地点で強風記録更新。

北海道でも最大瞬間風速50m/s超。

沖縄北西で転向。西日本から三陸沖へ。前線を刺激し、大雨。

関東直撃。東海～関東南部に大雨、強風。

超大型で強い。四国から関東へ。西日本～東日本各地で豪雨、

洪水、土砂災害。死者・不明97名。

台風27号を吸収して猛発達した爆弾低気圧。東京で40.2m/sの

最大瞬間風速新記録。熊谷などで12月に日最高25℃越えの夏

日。北海道では大雪。



なく、温帯低気圧でしたが、実は、この急発達は、台風

27号の残骸の暖かく湿った空気を吸収して起こったも

のです。台風の強烈なエネルギーは、海面付近の暖かく

湿った空気が上昇し、上空で水蒸気が凝結して雨になる

ときに出る凝結熱から来ています。したがって、熱帯低

気圧が崩れて台風でなくなっても、それが集めた暖湿な

空気の塊は、大雨をもたらしたり、今回のような温帯低

気圧の急発達を誘発したりします。現場の予報官は、

「腐ってもタイ（台）」と言って、台風崩れを警戒してい

ます。

高温は、業種によっては好景気をもたらすのかもしれ

ませんが、豪雨や暴風といった風水害はまったく歓迎さ

れるものではありません。「災害は忘れた頃にやって来

る」と言いますが、昨年は忘れる間もないほどに繰り返

し自然の猛威を思い知らされた年でした。

「異常気象」というのは、短時間で起こる集中豪雨や

１か月以上の長期間平均気温など対象とする気象現象

が、統計的におよそ30年に一度以下の頻度でしか起こ

らない、「めずらしい」ことであった場合に使われる言

葉です。毎年の夏の天候を考えてみればわかるように、

去年の夏と今年の夏は決して同じではありません。（ち

なみに、一昨年は、10年ぶりの冷夏、昨年は一転して

真夏日記録更新で象徴される暑夏となりました。）気象

や天候は自然の常として平均値のまわりでゆらいでいま

す。昨年は、この自然のゆらぎがとくに極端な形で現れ

た年と考えられます。

昨年の猛暑や台風上陸数の多さなどは、気圧配置の平

年からの微妙なずれによって起こったものです。台風の

発生数自体は29個で、平年の26.5個に比べて特筆して

多いわけではありませんでした。

台風は、日本の南海上で発生した後、亜熱帯高気圧

（日本の南のものは小笠原高気圧とも呼ばれる）の南縁

の風に流されて、西ないし西北西に進み、亜熱帯高気圧

の勢力が強いとそのまま台湾や中国南部に達し、亜熱帯

高気圧に弱い部分があったり、その勢力が東に寄ってい

たりするとスピードを緩めながら北上し、そのうち偏西

風（ジェット気流とも言う。日本付近で上空を西から東

へ吹いている強風）につかまって、進路を東向きに変え

る（転向）します。

昨年の夏は、小笠原高気圧の位置が早くから北東に寄

っており、それが長く持続したために、台風の経路が組
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図１ 2004年（上）と平年（下）の台風経路。2004年は南西

諸島を襲ってから転向して列島を縦断する台風が多かった。

異常気象とその要因異常気象とその要因異常気象とその要因



織的に変わり、上陸数の新記録になったのです。日本の

南海上の海面水温が高めだったせいもあって強い台風も

多かったわけですが、上陸台風の経路そのものは過去の

多くの例から大きくずれたものではありません。これだ

け風水害が続くと「天変地異か？」とも思いたくなりま

すが、こと台風や雨に関しては、自然のゆらぎの中で、

たまたまたくさん台風が上陸する天気図型になってしま

った、という方があたっています。

しかし、もちろん、昨年が30年に一度あるかないか

の「異常」気象であったことは間違いなく、その要因を

研究して、今後の予報に役立てる努力を惜しむものでは

ありません。異常気象が起こってすぐにその原因が説明

できれば苦労はないのですが、日本の天候変動の要因に

は色々な要素があって、それらの複雑な絡み合いの結果

としてある年の天候は決まっています。複数要因の一つ

一つを科学的に解明し、かつ、それらの重なり合いを定

量的に評価しないと、ある年の異常天候の説明はできま

せん。最近は観測データやコンピュータモデルも充実し

てきましたが、このような気候変動の解明はまだ始まっ

たばかりです。過去の説明ですらそうですから、将来を

予報するのがむつかしいことはおわかり頂けると思いま

す。

ちょっと言い訳が多くなってしまいました。昨年の小

笠原高気圧の北東偏傾向は、その勢力下の東日本の猛暑

の要因ともなりました。この傾向には高気圧の南の海上、

台風がよく発生するフィリピン東方沖、グアムやサイパ

ンの近くのことですが、そこでの雲の活動が活発だった

ことと密接に関連しています。熱帯の28℃以上ある暖

かい海上の雲ですので、強烈な上昇気流を伴う積乱雲の

集団です。数千ｋｍに渡っており、この一部は台風にな

ったりします。この海域は世界で一番雲活動が活発なと

ころなのです。ここで雲活動が普段より活発ですと、そ

の北の亜熱帯高気圧の勢力が強くなります。雲の上昇流

が亜熱帯高気圧のところで下降する、そういう循環が強

まるからです。昨年は雲活動が活発な状態になることが

多かったわけですが、反対に不活発になると亜熱帯高気

圧の勢力は弱くなります。このような雲と亜熱帯高気圧

がペアになった変動はこの付近の夏の天候変動の定番で
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図２ （上）2004年６－８月平均の上空約1500mの流れの偏

差（Ｈは高気圧性、Ｌは低気圧性を示す）。（下）同じく2004年

６－８月平均の雲活動の偏差。フィリピン東沖で活発（雲が

多い）、その北の日本付近で不活発（少ない）となっている。

台風22号による突風で横倒しになったトラック

（横浜市金沢区／2004年10月９日撮影／読売新聞社）



あり、昨年はそれがとくに顕著な形で持続的に現れたも

のです。天候変動要因の解明のためには、雲活動の活発

化、持続性の原因を探らねばなりません。その一つの候

補は、熱帯の海面水温です。水温28℃以上ある海面上

の空気はたっぷりと水蒸気を含むことになり、雲活動活

発化の一因となります。一昨年来赤道太平洋の日付変更

線付近を中心に海面水温が高い状態が続いており、この

ことが影響していた可能性があります。しかし、海水温

が高い場所と雲活動が活発な場所は一致しているわけで

はないので、気流の変化なども加味し、また、インド洋

など広く別の海域の海水温偏差（＝平年値からのずれ）

の影響も考慮する必要があります。このように複雑にな

ってくると、過去の統計結果などだけから要因分析をす

ることはむつかしく、コンピュータシミュレーションな

どを用いた定量的な評価をする必要があります。

小笠原高気圧の位置のずれは昨年の異常天候の一つの

要因ではありますが、全部ではありません。昨年の夏は

カラ梅雨気味であったと述べましたが、これには偏西風

の蛇行の仕方が関係しています。すなわち、一昨年とは

逆に、昨年は梅雨前線を北から押さえるオホーツク海高

気圧がほとんど発達しなかったのです。オホーツク海高

気圧は上空のジェット気流と深く関連しており、その蛇

行のようすが昨年はオホーツク海高気圧を作りにくい形

になっていました。梅雨前線は、南からは小笠原高気圧

によって、北からはオホーツク海高気圧によってサンド

イッチされて日本付近で停滞し、活発化します。昨年は

北の主役が不在だったのです。小笠原高気圧の変動は南

の海と関連が深いと言いましたが、北の偏西風ジェット

の蛇行の要因はこれまであまりよくわかっていませんで

した。しかし、最近はシベリア北東部の気温と関係が深

いらしいことがわかってきています。この付近の気温が

春先に低いとオホーツク海高気圧はあまり発達せず、気

温の高い年は発達しやすいようです。ただ、偏西風ジェ

ットの蛇行はコーヒーに落としたミルクのようにふらふ

らと気まぐれなので、どの程度予報可能性があるかを見

極めてゆく必要があります。

このほかにも、昨年の異常天候の要素はあります。真

夏日記録の更新には７月の中旬に東シナ海で発達した高

気圧が一役買っていたことをさきに述べましたが、この

高気圧の発達には、はるか西の中東付近からの大気波動

の伝搬が関与していたようなのです。この現象は、数日

からせいぜい２週間くらいの間の話で、他の年にもあり

うることなので、ひょっとすると猛暑の一部は偶然の産

物であった可能性もあるのです。

昨年の異常天候の解明は上に述べたような色々の要因

を考慮しながら、基本的には自然のゆらぎのメカニズム

解明という立場でこれから研究が進められます。しかし、

高温記録の相次ぐ更新は、長期的に進行する地球温暖化

の影響ではないかとの疑念も生じます。このことに最後

に触れたいと思います。

われわれ、東京大学気候システム研究センターと国立

環境研究所、地球環境フロンティア研究センターの合同

研究チームは、昨年世界最高速のスーパーコンピュータ、
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図３ 東京大学気候システム研究センター、国立環境研究所、地球環境フロンティア研究センターの合同チームによる地球温暖化

シミュレーションの結果。東京付近の計算格子における７月の地表気温（上）と月降水量（下）。細実線が年々の値で、太実線が30

年移動平均を施したもの。太破線は年々の値の変動幅を示す。2001年以降は「A1b」と呼ばれる経済発展シナリオを用いた。都市

化の影響は考慮されていない。

図４ 計算された、1900年から2100年までの日本の真夏日

日数の変化。日本列島を覆う格子（100km×100km程度）

のうち一つでも最高気温が30℃を超えれば、真夏日１日と

数えた。都市化が考慮されていないこと、広い面積の平均を

基にしていることから、絶対値は観測データと直接比較でき

ない。相対的な変化のみが重要。
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図５ 計算された、1900年から2100年までの日本の夏季

（６・７・８月）の豪雨日数の変化。日本列島を覆う格子

（100km×100km程度）のうち一つでも日降水量が100mm

を超えれば、豪雨１日と数えた。広い面積の平均を基にして

いることから、絶対値は観測データと直接比較できない。相

対的な変化のみが重要。
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地球シミュレータを用いて人間活動による地球温暖化の

将来予測シミュレーションを行いました（地球シミュレ

ータは、年末にアメリカに抜かれて３位になりましたが、

地球気候の計算用コンピュータとしては依然世界最速。

それ以前の記録を５倍塗り替えて２年半の長きにわたっ

て１位を保ちました）。これによると、昨年経験したい

くつかの事象の中には、地球温暖化時により頻度を増す、

したがってこれからも一層の対策、警戒が望まれること

が多く含まれています。

まず、われわれは、将来予測の信頼性を確保するため

に、20世紀気候の再現実験を行いました。これは、特

定の年の異常天候を忠実に再現するというよりは、20

世紀の100年間で地球全体を平均して約0.7℃上昇した

とされる地表平均気温の推移がどの程度モデルで再現さ

れるかを見たものです。コンピュータの中の気候モデル

は全地球の大気と海洋、そして海氷や陸面の過程も全部

計算します。モデルには、太陽活動の変化や火山噴火な

ど観測された気候変化の自然要因と、二酸化炭素やメタ

ン、オゾン、工業活動に大気汚染物質など人間活動に起

因する人為要因の大きく分けて２種類のデータが与えら

れ、時々刻々大気の流れや気温の変化などを計算します。

図は割愛しますが、計算結果によれば20世紀最後の30

年ほどの昇温傾向は人間活動のせいであることが示唆さ

れました。一方、20世紀半ばに一度見られた昇温傾向

については、自然要因で説明されます。モデルは完全で

はありえませんが、人間活動による地球温暖化はもう始

まっている可能性が高いと言えるでしょう。

図３の上の図は、東京付近のモデルの計算格子点での

７月の気温の推移を示しています。21世紀、将来の計

算には産業経済活動が今の調子で進み、あまり温暖化対

策がなされないようなシナリオが想定されています。ま

た、われわれのモデルは世界のほかのモデルと比べても

温暖化による昇温をやや大きめに見積もることが知られ

ています。シナリオ、モデル双方に不確定性があるので、

計算された昇温量に数度程度の幅をもたせて解釈すべき

ものです。しかし、過去100年間より将来の100年間の

方が昇温が大きい、すなわち、これから地球温暖化がま

すます顕在化してくることはまず間違いのないことと考

えられます。

図３の図中の太い実線は、30年の移動平均を示して

います。気象庁などでは、「平年値」を30年平均で定義

しますので、その時々の平年値を示していると考えてく

ださい。細い実線は毎年毎年の値で、上下にゆらいでい

ます。とくに突出している年がモデルの中の異常天候年

というわけです。気温は上下を繰り返しながらゆっくり

と上昇していきます。一つ一つの高温低温（＝異常気象）

を長期的な地球温暖化のせい、と説明することは少し的

がはずれていることがお分かりいただけるでしょう。た

だ、長期的な昇温傾向が年々の変動に重なってゆきます

ので、現在の平年値からすると大きく離れた高温年が将

来より多く経験されるようになることがわかります。現

在を基準にすればこれは異常気象の頻繁化ということに

なります。温暖化した将来はその時々の30年で平年値

が定義され、そのまわりに年々の気温は上下します。そ

の変動幅は太い破線で示されていますが、日本付近の気

温については現在とそう大きな違いはありません。逆に

言えば、温暖化してもそのときの基準での異常気象は相

変わらず起こる、ということになります。

図３の下図は、東京格子での７月の降水量の推移です。

気温の図では昇温が目で見てわかりましたが、降水量の

長期変化は一見わかりにくくなっています。ですが、よ

く見ると、21世紀にはわずかに降水量は増えています。

図は省略しますが、温暖化時日本付近では今で言う「冷

夏型」あるいは「北冷西暑型」の気圧配置の頻度が増え、

梅雨前線の活動が活発化することと関係しています。冷

夏型の気圧配置というのは、昨年とは反対で、むしろ一

昨年のような形です。天気図型から言うと、昨年の異常

気象は温暖化時の典型とは言いがたい面があります。た

だ、「冷夏」型とは言っても、気温は図３上図で見るよ

うに上昇していますので、蒸し暑いイメージでしょうか。

雨については、そのときどきの平年値の周りの変動幅

は徐々に増えていきます。降水量の多い年少ない年の差
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