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最近の長期予報の進歩と異常天候

和 田英夫

1. まえがき

モンスーン・アジア地帯における水資源の利用は．各国にとって大きな問

題であり， ECAFE としても，従来から重点項目として取り 1:-. ~ f ， 水の問題

に関するセミナーを開催して，その認識と知識の向上に努めている ことは皆

さんご承知の通りである。実はわたくしも，1964年にバンコクで開催された

水文気象のセミナーに参加しその概要をこの誌上で報告をしたことがある

が，この数年間に水資源の利用は，われわれの日常生活はもちろんのこと，

あらゆる企業において治加の一歩をたどり，最近伝えられるところによる

と，このままでは昭和60年には首都圏や近畿圏などで.55億 tにおよぶ深刻

な水不足になるこ とがこ予想されている とし寸。もともとわたくしは， 特に水

の問題の専門家で、はな し気象庁における長期予報の責任者として勤務して

いるのであるが，かつて参加した水文気象のセミナーの席上で‘わが国をは

じめ台湾や韓国のような地勢の国にとっては， 水文学的な洪水波の予報とい

うより，降水量そのものの予報，さらにその長期予報の重要性が強調された

ことがある。実はインドにおける長期予報の発端にも次のような興味深い事

実がある。

インドではご承知のように乾期， 雨期がきわめてはっきりしており ，イン
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ドにおける農作物の豊凶は，もっぱら夏の季節風による降水量のいかんにか

かっており ，干ばつによる大飢きんは，現在に至るもインドにと って大災害

であり，夏の降水量は，イン ドの大蔵大臣をして，“Hisbudget was a gamble 

in rain”と言わしめたほどの重要性をもっている。このような背景の下では

インドでは二十世紀の初めころから Walkerとしづ人が， インドにおける降

水量の長期予報の研究をは じめ，イン ドの夏の降水量は，北大西洋，北太平

洋および南太平洋の気圧振動と密接に関連していることを見いだしたので、あ

る。これは当時の長期予報の研究としては11L1j期的な成果で、あった。必要は発

明の母というが，イン ドにはじまったこのような降水量の長期予報の研究

が，その後ill:界各国における長期予報の研究発展の動機となっているのであ

る。既に述べたように，日本において も水資源の不起は次第に探刻になりつ

つあり ，はたして水資源のおおもとである l::l本の降水量の問題も含めて，最

近の気候変動とその将来の見通しはどう考えられているのであろうかの

最近の世界の気候変動については．既に木誌上でもしばしば紹介されてい

るが，円本の最近の天候は， シベリアの寒冷化の余波をうけ，きわめて変動

の大きい天候がつづき，気象庁はじまって以来の気象の新記録が続出してい

るというのが実情である。この 4月下旬から 5Jl _L旬にかけて北日本を襲っ

た記録的な大寒波もその一端にすぎないの このような異常天候のひん発は日

本だけでなく， 世界各地において発生しており ， ソ):g, 英国など天候の大

寒冷化の影響を直接うけている国では，今後 10年ない し20年先の超長期予

報（大候予想とも呼んでいる）を行なうため， WMO（世界気象機関）を通じてそ

の基礎資料の収集と研究の提案を行なったり，その重要性について論文を発

表している。

実は日本においては，ここ数年間にわたって夏や冬の季節予報に重点をお

いて，北半球の大気大循環と日本における天候，特に異常天候との関連性の

研究を続け， H本の異’市天候は北半球の大循環と密接に関連していることが

明白となり，長期予報の精度向上の寄与に大きな成果をあげている。これら

の新し く研究された成果の考え方が，そのまま最近の異常天候を気象学的な

立場から裏付けると共に，世界の気候変動についても，大気大循環の観点か

ら学問的な説明を与えうる可能性をもっているのである。

これまでの本誌の内容を見ても，かな り学問的な立場から書かれたものが
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多く， わたくしもこの機会にごく最近における日本の長期予報の進歩と，さ

らに異常天候と大循環の新しい研究成果の概要を紹介すると共に，わた くし

の勉強した範囲内で，今後の日本の天候の超長期予報にも触れてみたいと思

うc なお，本誌の元来の目的である水資源の問題に直接関連しない点も多

く，また，これまで本誌で述べられたことのある気候変動の問題と若干重複

する点があると思われるが，筆者独自の見解も十分加えであるのでこれらの

点についてはご了承願いたい。

2. 最近における長期予報の進歩

日本の長期予報は，明治末期の東北地方にひん発した冷害を契機として研

究がはじめられ噛 1ヵ月予報を飛びこえて，夏の季節予報から出発したので、

ある。その後， 農民の切なる要望により，学問的な根拠の不十分なまま，純

統計学的な方法を唯一の手段として，昭和17年から長期予報の発表が行なわ

れてきた。つまり長期予報の生い立ちは，医学でL、うならぽ，ガンの正体や

その治療方法の研究は不十分ではあるけれども，患者があるからあらゆる手

段をつくして処憶をしているのに似ている。 このよ うな事情が， 「長期予報

は科学でなく技術である」とソ連の著名な気象学者 Morrin教授の喝破した

ゆえんでもある。

しかし，第2次世界大戦後，北半球における対流圏．成層圏の膨大な気象

資料が集積され，さらに電子計算機の利用によるこれらの資料の活用など，

L、まや長期予報の技術は，画期的な進歩を遂げつつあるe これを理解してい

ただくために，昔の長期予報について簡単に触れておかねばなるまし、。戦前

までは．長期予報をやるにしても，天気図は日本付近のもの しかないし気

象資料も地上の限られたものだけであった。 したがって．たとえば，東京の

気温に 3ヵ月の周期性が現われると，これを延長して予想したり，また，現

在の東京における天候の経過が，過去のある年に似ているから，その後の経

過も似るだろうというようにして予想をしていたのであるc この時代の長期

予報の欠点は，方法そのものというより，なんといっても， 天気図上で気圧

配置がどのような経過をたどって， いかなる天候の変化が起こっているかと

し、 う相互関係について全く考慮されなかったことであろうc 極端なことをい

うと、昔の長期予報は天気図がなくても，だれでも長期予報ができたので、あ
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る。しからば最近の長期予報の基盤になっているのは何であろうか。ご存じ

のよ うに， 毎日の天気予報は，流体の運動方程式を解いて行なう数値予報と

いう形で，電子計算機を用いて客観的に予想天気図を作成できるようになっ

た。当然長期予報の原理として考えられるのは，この数値予報方式を延長す

ることである。しかし現在のところ，その延長できる可能性はせいぜい 2週

間く らいまでと考えられている。では 1ヵ月以上にもわたる長期予報として

どんな方法が考えられるであろうか。まず現在の長期予報の対象は，毎日の

お天気でなく，平均的な天候の特性の予想である。言いかえる と平均的な天

候の平年からのズレの予想、である。ドイツの Baur博士は，時間平均をした

天気図を広い地域にわたって作成すると，ある特性をもった天候分布が現わ

れるとしこれをはん天候と名づけた。時間平均としては5日平均や 1ヵ月

平均が用いられている。しからばこのよ うなはん天候の特性は，一体何によ

ってきま るのであろうか。たとえば，日本の暖冬，寒冬のようなはん天候の

特性が， 北半球の大循環と無関係に全く偶然に起こっているな らば， 根木的

にこれらの現象の長期予報は不可能だということになる。

まずこの点についての 第 1園 東京の気混と500mb高度の同時相関図

最近の研究成果について

述べよ う。 第 1区｜は東京

の2月の平均気温と北半

球 500mb高度 （約 5500m

の高さ） との相関係数の

分布｜ズ｜である。 これは東

京の15年間の 2月の平均

気温と北半球の緯度， 経

度でtx:切られた格子点

（約 200地点） の同じ 2月

の平均 500mb高度値と

の同時の相関係数を計算

し， その分布を示したも

ので、これは電子計算機

のなかった時代には，と

( 2月）
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ても考えられないような膨大な計算量なのである。少し専門的になるが，こ

の図は北半球の大気の流れ方， つまり大循環と日本の天候が密接に関連して

いることを示唆している。まず，日木付近をみると大きな正相関の地域があ

る。この関係は当然のことで，東京の 2月の気温が高い時は 500mb高度も

高いという（つまり対流圏中部まて、気温が高い）一般的な関係を示しているにす

ぎなし、。 ところが，はるか遠く離れたシベ リア北部に一0.6という大きな負

の相関の広い地域がある。これはシベリアの 500mb高度が低いと東京の 2

月は高温，反対に高度が高し、と低温になるとし、う関係を示している。これは

北半球の天気図からみて総観的見地からどのような意味をもっているのであ

ろうか。

一般に地上の天気図をみると，高， 低気圧がたくさんあって非常に複雑な

気圧配置になっているc これらの高， 低気圧の動向，.. i, 大気の中心に近い

500mb面上の大気の流れによって大きく左右されている。 したがって，は
ん天候の特性も， 500mb面上の大気の流れ方と密接に関連しており，特に

500mb天気図は， 地上の天気図に比べてはるかに簡単になっており， おお

まかな大気の運動をみるのに都合がよい。このような理由で，長期予報の基

木天気図として，北半球全般にわたる 500mb面の天気閃を用い，毎日の天

気図と同時に， 5日平均や 1ヵ月平均の天気図，さ らに乙れらの天気図の特

性を見やすくするため平年からの高度偏差図も作成されている。このような

500mbの平均天気図の特性は， それぞれ同じ期間の地との天候ときわめて

よく対応している。現在， 気象庁では北半球の半旬， 月平均 500mlョ天気図

とその偏差図が 1946年から作成されており ，そのデータはパンチカ ードに

なっていると共に， テープにも収められており，電子計算機ですぐ利用でき

るようになっている。ところで， この 500mb高度付近の北半球における大

規模な大気の流れの特性をわかりやすく説明するために，その過程をモデル

第2図 ジェット気流の蛇行（陰影部分は寒気）
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的に示したのが第 2図である。もとも と中緯度地方の対流圏では，偏西風が

卓越しており，いわゆるジェット気流が北半球をとりまいて流れている。（1)

いまはじめに， 大気の流れが第 2図の（a）のように，東西方向に帯状に流れて

いたとする。このような東西流の下に，地上の高，低気圧の うずがあると考

えてほしい。その場合には，北極を中心とした高緯度地方に寒気が蓄積され

ているために、北半球の高緯度と低緯度の温度差が大きく，偏西流が強い。

また，地上の高，低気圧は，この強い偏西風に流され，西から東に進む。こ

のように偏西風が強い東西流の卓越した大気の流れを，高指数型のノミターン

とII子び日木の天気は比較的順調に経過する。（2）と ころが何らかの原因で，大

気の流れがだ行しはじめ，（b）のようになったとする。このだ行した大規模な

大気の流れは，次第に地球をとりまく 3波数の流れに変化してし、く。このよ

うな波長の特に長い波を超波長（波長が 10,000 km）と呼び，高，低気圧に相

当するような長波（波長が約数千km）と区別して呼んでいる。大気の流れがだ

行してくると，高，低気圧の動向も次第に複雑となり，この流れに沿って北

東や南東に進むようになる。この過程では，南北の温度傾度は減少し南と

北の気団の大規模な交換がはじま っている状態で，中緯度の偏西風も次第に

弱くなる。 （3）この過程がさらに進み，だ行が著しくなり（c）のようになったと

する。この場合は，偏西風が若しく弱まり，大気中の温度分布は北に高く，

南に低いという逆の分布に移行し，かなり長期間にわたって似たよ うな天候

が世界各地で続くようになる。また，地上の高，低気圧は，地域によって南

下，北上の傾向が強く ，時には西進することさえあり ，低気圧も発述しやす

くなる。 このような大気の流れを低指数型のノξターンとH子んでいる。この（c)

の過程がさらに進むと，気圧の谷や尾根が切り離され，それぞれ切 縦高気

圧，切離低気圧が形成される。このように大気の流れのだ行が著し くなり ，

切離高，低気圧が形成される過程をプロッ キング（Blocking）現象と呼んでお

り，この現象が日本のような中緯度に異常な天候をもたらすくせ者なのであ

る。その実例として，昭和40年春の 500mb天気図における流れの平均の状

態を第 3図に示しである。この年は，天明以来の冷夏の再来かとまで報道機

関に騒がれs 西日本では晩春になっても各地で雪が降るほどの寒い春であっ

た。この図でも明らかなように，俗に三本足と呼ばれる形で，著しL、寒気が

カナ夕、，ヨーロッパおよび日本へ侵入していたのである。 これとほとんど同



24 

じような低指数型の循環により，昭和

38年 1月の北陸豪雪が起こっている。

ここで示した大気の流れの過程は，も

ちろんモデル的なもので，実際の 500

mb天気図上ではもっと複雑な変化を

しているe しかしこのような大気の

流れの変動が，われわれが天気図上で

みることのできる大気循環の姿であ

り，また実際の大気中にこのような著

しい気団の南北交換がしばしば起こっ

ており ．これが日本の天候だけでな

く，世界各地の天候と密接に関連して

いるのである。つまり，長期予報の当

第3図 昭和40年 2～4月の高層大
気の流れ（500mb) 

（注） 日本，アメリヵ；＊岸，ヨーロ
面の目標は，このような大循環の変動 ァパで寒波が起こっている。

の予測であり，特に異常天候を伴なうブロッ キング現象の予報がきわめて重

要な問題となっているのである。

さて前にもどって，これまで得た知識で総観的面から第 1図の相関図の意

義について考えてみよう。実は北半球の冬の大循環を支配する一つの因子と

して，北極付近にある寒冷な規模の大きい低気圧があげられ，これを極うず

と呼んでいる。この極うずは，普通は北極からアメリカ側のグ リーンランド

付近にあり，時々シベリア側へ偏位する。この筏うずに重点をおいて考える

と，第 1図で説明した 2月の シベリアの高度と東京の気温との同時関係は，

極うずがシベリアの方へ偏位し，そこに長期間滞留すると，そこの高度が低

くなるので，東京の 2月の気温は平年より高くなるとL、う関係を示している

ことになる。反対にシベリアに長期間高気圧が存在し， 500mbの高度が高

くなると東京の 2月の気温が低くなる。これらの関係を，モデル的に示した

第2図でいうと，前者は（a）～（b）図の中間ともいうべき高指数型，後者は（c）図

の低指数型の循環に相当しており，具体的には第 3図における昭和40年の寒

春における大循環と日本の気温との関係を長期間にわたる相関係数の分布に

よって実証したことになっている。 このような関係は，季節，地域によって

若干の差はあるが， 日本全域にわたってほぼ成立している。さらに気温だけ
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でな く， きわめて局地的現象と見られる降水量についても，北半球の大循環

と密接に関連していることがわかってきた。煩雑になるので図は省 略する

が，たとえば日本海側における冬の降水量（降雪量）と北半球 500mb高度と

の相関は，ほとんど第 1図と同じ形となり，シベリアにおける高気圧の持続

的な発達は日本海側へ大雪をもたらすとし、う関係があり，これは毎日の冬の

天気という観点からも当然のことと説明できるのである。

以上少しくどいまで詳しく述べたが，局地的とも思われそうな日本の月平

均気温や月の降水量が，極うずの動向．あるいは大気の流れ方の特性を通じ

て北半球の大循環と密接な関連のあることがわかっていただけたと思う。し

かしこのような同時的な両者の関係で、は，日本の天候の説明はできても長

期予報へ利用できない。ところが，ある日の日本の天候とその前月，さらに

前々月というように，北半球 500mb高度との相闘をと って，その分布図を

作成してみる と， きわめて興味ある結果が得られるようになった。このよう

な相関をおく れの相関といい，日本の主要地点の月平均気温，および月降水

量について 1ヵ月から11ヵ月 までおくれの相聞を計算して図が作成されてい

るp その一例として，第4闘に札幌の 7月の気温と 5月の 500mb高度との

2ヵ月おくれの相関図を示しである。この図をみると， 2ヵ月の差があるに

もかかわらず，オホーツク海周辺にかなり大きい値の正相関域があり，逆に

極地方では負相関に
第4図 札幌7月気温と同年5月の 500mb高度との相

なっている。これを 関分布図

符号を逆にして考え

てみると， 5月に北

極地方が高気圧にお

おわれ‘元来北極地

方にあるべき極うず

がオホーツク海の方

へ偏位した年には，

（オホーアク 海付近の

高度が負になる） 札幌

の7月の気温が低く

なるという関係を示
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している。すなわち，春から北半球にわたってブロッキング現象が起こり，

5月になって極うずがオホーツク海の方へ偏位した年は，北日本は冷夏にな

る可能性がきわめて大きいということをこのおくれの相関図から帰納でき

る。この両者の関係については，富士山の長年にわたる 5月の平均風速と，

北日本の夏の気温との関係でも確認されており，昔から経験法則として利用

されてきたものであるが，最近になってこのような極うずの動向による総観

気象学的な面から裏付けがなされるに至ったのである。実はこのような相関

法は，長期予報の方法として，前に述べたインドの Walker以来利用されて

きたのであるが，たとえ単に大きな相関係数が得られても．その両者間の天

気変化の過程の解釈がつかないため， 十分な信頼をもって予報を行なうこと

ができなかった。しかし現在では，すべての場合というわけにはいかない

が，少なくとも天気図上における総観気象学的な解釈を加えうる相関関係

も多くなり，このような相関法を日本では相関シノブチックスと呼んでい

る。

さらにこのような日本の天候と北半球の大循環との相関関係を利則して，

これらの関係をさらに半旬という短かい相関に絞り，たとえば日本の寒冬‘

大雪に至るまでの北半球的な循環の過程のモデルを 1ヵ月くらい前までさか

のぼって作成し実際の冬の長期予報に利用しているのその結果によると，

日本の寒冬，さらに水資源に大きな寄与をする大雪の予想をするには，まず

大西洋におけるフロッキングの気圧配置の徴候に注目することが大切であ

り，北半球の高層天気図を用いることにより，約 1ヵ月まえからその予報が

できるようになってきたのである。全くあた りまえのことのようであるが‘

日本の長期予報もようやく北半球の天気図に基礎をおいた予報ができるよう

になってきたというのが偽らざる現状なのである。

3. ~t 日本の；令夏と西日本の干ばつ

最近，日本における異常天候のひん発に伴い，いろいろな原因説が提出さ

れている。しかしこれまで説明してきたように，日本の天候は少なくとも

北半球の大気の大循環の特性と関連していることは明 らかであり，いきなり

地球大気中の細塵が著し く増加してきたから，地球は寒冷化に向っているの

だとか，日本に異常天候がひん発しているのだという説については．わたし
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だけでなく，読者にとってもそう簡単に納得いただけないのではなし、かと思

う。つまり，これまでの研究で明らかなように，最近の異常天候のひん発

は，大気循環の変動の特性によって起こっているのであり，客観的に考え

て，なぜ、このような大循環の変動が起こっているかというフィノレタ ーを通し

て，最近の異常天候を説明できない限り，その原因説についても十分な賛同

が得られないと思うのである。このことはあとでも触れるが， 戦後日本で暖

冬の天候が続いた時代に，その原因として炭酸ガス説が提唱され，当時ほと

んどの学者がこの説を信じて疑わなかったこ とが良い他山の石であろう。次

に日本における異常天候の代表的な 2例について，最近の研究でわかった成

果をあげ，大循環的な立場からその概要を述べてみよう。

古くから北日本の冷夏については，冷害による稲作の対策上，気象学的な

観点から多く の研究が行なわれ，北日本の冷夏も北半球の大循環の特性と密

接に関連していることがはっきりしてきていた。 しかしその初期において，

北日本の冷害は，オホーツク海に高気圧が滞留しいわゆる低温，多湿なヤ

マセ（北東風）が吹き続けるために主として北日木の太平洋岸を中心にして発

生すると考えられていたので、ある。 ところが，北半球の高層天気図が作成さ

れ，研究が進められると共に，少な くとも北卜1木に大冷夏をもた らすよう な

持続的なオホーツク海高気圧は， 北極地方に根をもった大規模なもので，オ

ホーツク海にはその一部が現われているにすぎないこと，さらにこのような

高気圧の発生は，北半球の冬から春への循環と関連し，先に述べた北半球的

な規模のブロ ッキ ング現象の一環として春先からその兆候が始まっているこ

とがわかってきたので‘ある。このようにオホーツク海に高気圧が持続し北

日本が冷害になる型を第 1種の冷害型と呼んでいるが，この型は取りも直さ

ず， 第 2闘で説明したい）に相当する低指数型の循環によって起こ っている。

ところがごく最近になって， 北日本の冷害には，オホーツク海に高気圧が現

われない新型ともいうべきものがあることがわかってきた。それは昭和39年

からひん発している北海道だけの冷害がこの型で， シベリアからの寒気の侵

入によるもので，一口でいうと弱し、冬型のような気圧配置で夏期にひんぱん

に寒気が西よりの風と共に北海道を襲うために冷害が発生するのである。こ

の場合には．大気の流れ方としては，第2闘の（a）～（b）に近い高指数型の鋪環

で起こ ってお り，これを第 2種型の冷害と呼んでいる。実は最近のシベリア
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の寒冷化と共に，この型の冷夏がひん発しており，この場合には北海道だけ

でなく，時には本州の日本海側の地方でも低温，多雨に悩まされ，第 1種の

型とは天候の分布が全く異なっているのである。

ところで水資源に関連して最近の大きな話題として，西日本における干ば

つがあげられる。昭和 42年の 9月の降水量は，佐賀0mm，長崎2mm，熊

本 5mmとしづ観測開始以来の新記録はもちろんのこと，平年でも 200mm

の降水量があることを考えれば，驚異的な記録でまさに超異常天候と言わさ、

るをえまい。このような天候の出現を大循環と関連してどのように説明でき

るのであろうか。

日本の夏の天候は，太平洋高気圧，時には小笠原高気圧と呼ばれる高気圧

の大きな影響を受けることは良く知られている。しかしこれもご く最近の

研究によって，日本の夏の天候を大きく支配するのは，それぞれ構造の異な

る少なくとも三つの高気圧があることが明白になった。 一つは従来から知ら

れているハワイ付近に中心をもっ太平洋高気圧で，この高気圧は海水温によ

り大きな影響を受け，対流圏の下層に限られた高気圧で‘ある。次に小笠原諸

島付近に中心をもっ，いわゆる小笠原高気圧があげられる。この高気圧は対

流圏中部までの高さに及び，その年々の動向はかなり複雑である。最後の高

気圧と してチベット高気圧があげられる。この高気圧はチベット付近に中心

をもち，対流圏の上部 （約 12km）で最も顕著で下層ではむしろ低圧部となっ

ている。このチベット高気圧がしばしば日本の方へ伸長し， 西日本の天候に

大きな影響を及ぼしていることがわかってきた。つまり日本の夏の天候，特

に干ばつの天候はこれら三者の高気圧の動向によってきまるのである。

さて，昭和38年ころから始まったシベリアの寒冷化に伴い，日本の夏の天

候は，同じ日本でも北日本，特に北海道の冷害と同時に西日本の猛暑，干ば

つという全く対照的な天候がひん発する年が続いた。このような天候の分布

型を北冷西暑と呼んでいる。その原因となっているのがチベット高気圧の著

しい東偏と共に，小笠原高気圧がこれと併合した形で，東支那海をおおい，

西日本には著しい干ばつ，北海道にはシベリアにおける尾根の形成という形

で冷夏をもたらしていたので、ある。すなわち，高指数型の循環を伴う第2種

の北日本の冷害は， 北冷西暑という形で西日本に干ばつの天候をもたらすの

で，これを日本の夏における第2種の干ばつと呼んでいる。これに対しノ、
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ワイ高気圧が西偏して小笠原高気圧と併合して日本をおおい，特に本州中部

を中心に全国的に酷暑と干ばつをもたらす天候を第一種の干ばつと名づけ，

同じ干ばつでも日本における気温や降水量の分布がかなり異なる特性をもっ

ている。このようにチベット高気圧，小笠原高気圧，ハワイ高気圧の近年に

おける動向の特性によ って，極東における大循環的立場からかなり納得のゆ

く日本の夏の天候の説明ができるようになり，その成果がそのまま最近の長

期予報の精度向上にもつながっているのである。

これまで述べた日本の天候の特性と大循環の関係は，いわば同じ長期予報

でも，最近の 1ヵ月予報の基盤となっているものである。しからば夏や冬の

季節予報のように，何ヵ月も先の予報をするのに，どのような原理が考えら

れているのであろうか。大まかな夏や冬の天候の予想、なら次のような考え方

による研究によって十分可能性がある。変な言い方であるが日本の四季は，

その年々の天候の特性は異なるが必らずまちがし、なくやってくる。大冷夏の

年はあっても，夏のこない年はないのである。これを大気大循環の立場から

考えると，地球上の大気の運動エネルギーの源泉は，太陽にあることは疑い

のないことで，太陽高度の変化によって地球上の四季の変化が起こ って い

る。これは，その四季の天候を大きく左右する大循環の季節変動も，毎年か

なり規則正しく起こっていることを物語っている。もし季節予報が，気象学

的観点から可能となるためには，なぜ大気循環の季節変化が起こるか， ま

た，どのような原因で，年々の大循環の特性の違いが起こるかを知る必要が

ある。つまり，夏や冬の季節予報は，その年の大循環の季節変化が，平年と

どのように異なるかを早く知ることにより，学問的な面からその予報の可能

性がでてくる。ところが，ごく最近になって，北半球の成層圏天気図が作成

されるようになり，これを季節予報に利用できるようになってきた。成層圏

天気図，たとえば冬の 30mb（高度約 24km）では， 500mb面よりはるかに大

気の流れ方が単純で，いわゆる超長波だけが卓越しており，極夜うずと呼ば

れる低気圧とアリューシャン高気圧の二つの高，低気圧より存在しなし、。こ

れらの動向が対流圏における循環と関連し，特に地上における異常な天候の

発生に大きく影響していることがわかってきた。たとえば，高緯度の成層圏

では，冬から春にかけて数日間に 30°C以上も気温が上昇する突然、昇温とい

う現象があり，成層圏では冬から一足飛びに夏の循環に変わることが明 らか
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になってきた。しかも突然界瓶を伴う冬から夏の循環への転移の時期が，年

によって著しい遅速がある。たとえば，北海道冷夏の昭和40年には 4月の下

旬，暑夏の昭和30年には 1月の上旬に突然昇温が起こ っている。その大循環

の過程として，突然昇温の遅い年→対流圏の大循環の冬から春への季節変化

のおくれ→高緯度に春おそくまで大規模な寒気の滞留→その寒気が中緯度

へ流出して北日本の冷夏の原因となっているという機構が考えられるのであ

る。このように夏の季節予報は．冬の末期の成層圏における突然昇温とその

対流圏との相互関係を研究するこ とにより， 成層圏循環の特性に着目し，季

節予報ができる望みがでてきた。 このよ うに成層圏循環に着目した季節予報

の研究は，日本ではじめられ， 最近になって世界各国でも注目するようにな

か 季節予報の今後における発展の大きな研究課題になっている。以上述べ

たように，季節予報も含めて長期予報もようやく技術から，対流圏，成層圏

における大気大循環の変動に基礎をおいた科学になりつつあるというのが最

近の大きな進歩と言えるであろ う。

4. 台風に関する諸問題

これまで述べてきたことからわかるよ うに，最近の fcl本の長期予報の研究

は，主として北極地方を中心とした高緯度ー地方における大循環に重点をおい

てきた。ところが夏から秋にかけては，南方からやってきて日本の天候を大

きく支配する台風がある。この台風は日木に上陸し大きな災害をもたらす反

面，日木における水資源として大きな寄与をしていることは周知のとおりで

ある。この台風の長期予報がわれわれの夏の天候予報に関連して，一つの盲

点と して残っているのである。昨年の夏の予想をふり返ってみても，梅雨明

けまでは， その明けの臼までピタ リと当たるようなみごとさであったが，台

風の 日本海北上と共にそのあと 9月まで猛暑が続き予想、は全く裏目になっ

て， 皆さんに大変ご迷惑をかけて しま った。も ともと台風の長期予報は，発

生もしない台風の予想をするのであるから，常識から考えても非常にむずか

しいことは当然のことであるが， はたして台風の長期予報は可能なのであろ

うか。

これまでの台風の長期予報は， 主として台風の発生や襲来の周期性を利用

して行なわれているが， 実は年々の台風の動向は，少な くとも極東における
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大気の大循環と密接に関連

していることが明らかにな

っている。この結果だけま

とめていうと，中緯度の高

気圧が発達した夏には，台

風がた くさん発生するので

ある。このことは，台風発

生の多い年と少ない年にお

ける極東の 500mb高度偏

差分布図によって証明さ

れ、さらに興味あること

は，これらの関係がアメリ

カにおけるハリケーンに関

する研究とも全く 一致した結果になっている。これらを前に述べた大気の循

環型で説明すると，東西流の卓越する高指数型の夏には台風が多発生し，南

北流の卓越する低指数型の夏には少発生という きわめて密接な関係があり，

それを具体的に示したのが第 5図である。この凶は，台風の年開発生数と夏

季の半句 500mb天気向上における極東の高指数型循環の発生度数との関係

を示したものであるc 1962年ころまでは， とに述べた関係がきわめてよく成

立っているが．ごく最近はいくらか両者の関係がくずれている。これらの関

係を平たく 言えば．日本の夏が高指数で暑いと台風がたくさん発生し，冷夏

の年には少ないということであり， “台風の豊作はお米の豊作”とも言える

のである。
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特に図からわかるように，北日本全般にわたる冷害時代には，台風発生数

が少な く． かつ 1954年の洞爺丸台風という超大型台風が北日本を襲ってい

ることを忘れてはなるまい。これまで、述べたのは台風の発生数と循環型との

同時関係であるが‘さらに台風が日本へ上陸する場合についても調査されて

いる。少なくとも台風の動向と極東における循環との関係はかなり明確にな

っており，終局的に台風の長期予報は，この夏における中緯度高気圧の動向

を予想することに帰し，要はその予報方法の研究L、かんにかかっているので

ある。その解決のためには，筆者と しては，南半球における気象資料の入手



32 

と研究により，ある程度のめやすがつ〈のではないかと大きな希望を持って

L、る。

ここで台風に関連して二つの点について触れておきたし、。その一つは，あ

とでも述べるように，近年世界的に異常天候がひん発しているが．台風につ

いても例外ではない。たとえば台風の年開発生数は平均28個なのであるが，

昨年は年開発生数19f固というこれまで最少を記録しそうかと思うと，こ

としは 5月までに9個発生とい う5月までとしては最多発生数を記録してい

る。また台風の日本への上陸は，最近は 8月に多く，昨年も一昨年も9月に

一個も日本へ上陸していなし、。これも気象庁の珍しい新記録となっている。

これらの事実を，これまでの台風の発生と大気大循環の関係から推定して，

地球上における大循環は，近年きわめて異常な変動をしていることが予想さ

れるのである。

もう一つは，台風制御の問題である。アメリカでは近年飛行機による種蒔

き法により，ハリケーンの発達を食い止める実験を続け，かなりの成果をあ

げ，近くこの実験を太平洋における台風について行なう予定であると聞いて

いる。はたして台風の制御に成功した時点において，日本は台風の災害から

守られると手放しで喜んでおられるであろうか。も ともと日本の水資源とな

るべき降水量は，地域によってもちろん異なるが，冬を除いては梅雨期と台

風期が大きな役割を果している。も し台風が8月や9月に日本へ来襲しなけ

れば，前に述べた昭和42年のよ うな西日本の大干ばつが続くことになり，ま

た梅雨期の降水量といえども，台風の動向と共に， 多量の水分を含んだ熱帯

気団の北上により，豊富な降水量に恵まれていることを見逃がしてはなるま

い。台風制御の問題については，筆者は門外漢ではあるが，その功罪につい

て水資源という観点から真剣に取り組まねばならない重大な問題であろ う。

5. 最近の気候変動と今後の予想

ここ数年来，日本で異常天候がひん発するたびに，地球上における気候変

動が大きな問題として取り上げられてきた。本年も“この異常気象は地球滅

亡の兆か” とか“地球上の気候は氷河時代にUターンか”などと再び報道機

関の注目するところとなった。はたしてこのようなショ ッキ ンクな標題を掲

げるよ うに地球上の天候が変わってきているのであろうか。結論を先にいう
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第 6図 レニングラードの気温（ 1月）と，地球上の気温は昭和

15年ころを峠として，そ

の後次第に下降し，特に

北陸豪雪のあった昭和38 'C 
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の証拠のーっと して示したのが第 6図である。この図はレニングラードにお

ける 1月の平均気温の変化の大勢を見るため，10年間ずつ次々と平均した値

を示したものである。すぐ気のつくこ とは，気温の変動はきわめて大きく，

ごく 最近になって再び気温が低くなっている ことである。ところが試みに，

最近の 5年間（1966～70年）の平均をと ってみると－13.1°Cとなり，｜玄｜の中

で矢印で示した点に当たり，この値はまさにレニングラードで気象観測が始

まって以来の最低の気温となっている。 近年の低温時代として 1550～1850

年の時代を小氷期と呼んでいるが，レニングラードの冬の気温は，まさに小

氷期にもどっているのである。さらにシベリア中部では，近年冬の月平均気

温が平年より 10°c以上も低いという低温の新記録が続出し，われわれ専門

家でも到底考えられないような低温が続いているのである。このような シベ

リアを中心とした大寒冷化がソ連における農業政策のそご， さらに 1964年

フルシチョフ首相のうた脚の一因とまで推論されているゆえんである。

さて，このような世界の気候変動期に当たって，日本の天候はどのよ うに

変わりつつあるのであろうか。この点に関しては，既に僚友の朝倉博士が本

誌で詳しく述べているので，深く 立ち入らないが， 一言でいうならば，現在

の日本の天候は前にも指摘したように，シベリアの大寒冷化の余波を つけ

て， 高温j明から低温期へ転移するきわめて変動の大きい時期に直面iしている

と言えるのである。その結果が気象庁始ま って以来の気象観測に！日；J，低温や

多雨，少雨さらに大干ばつなどの新記録の続出とい う形で現われているので
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ある。 特に注目すべきことは，気象庁の観測期聞はまだ 100年に達 しな い

が，気温や降水量に極端な新記録が現われはじめており，今後の数年間にわ

たる日本の天候はきわめて憂慮すべき状態にあるということである。特にわ

れわれ専門家として最も興味深いのは，第 6図で示したレニングラ ードにお

ける最近の冬の低温期聞が，はたして図の中で示してある昭和の冷害時代に

相当するような短期間で終わるか，または，ほんとうに小氷期時代のように

長く続くのかということである。

最後に今後10年間くらいの天候予想について私見を述べてみたい。もとも

と数年先の天候予想は， 学問的にも困難な問題ではあるが，これまで述べて

きたような地球上における気候の寒冷化に伴い，ソ連や英国では大きな問題

となっている。日本においても近年，時代の要求に伴い．たとえば，ダム建

設に際しての数年先までの降水量の予想，さらに各種産業にわたって，少な

くとも 1年先の超長期予報ともいうべき要望が切実な問題になってきてい

る。その超長期予報に先だって考えられるのは，いったし、地球上の気候変動

の原因は何かということである。

気候変動の原因として，いろいろの現象が話題にあがっているが，現在の

ところその学説は諸説紛々というのが実情である。しかしわたくしはその

原因として，太陽活動のような地球外に起因するという外因説と，地球上も

しく は地球上の大気中に起因するという 内因説に分けて説明している。まず

外因説として考えられるのは3 なんと言っても太陽活動の変動であり ，その

指標として太陽黒点数の観測値を用いている。ところが太陽黒点数の変化と

実際に地球上に及ぼす日射量との関係についてはまだ明らかになっ ていな

い。 しかし太陽黒点の観測は 250年くらいあり，約 11年の周期で変動し

ていることが知られている。統計的には北日本の冷害が，太陽黒点の極小期

にひん発することが知られてお り，しかも，過去の黒点極大の中で、の最大と

それに続く極小の年に．日本ではきわめて異常な天候がひん発している。そ

の関係を示したのが第 1表である。すなわち，過去 250年間に黒点の極大が

約 25回くらいあったが，その中の最大がごく最近の昭和 32年に現われ，こ

れに続く昭和 39年の極小期に日本では5異常な天候がひん発している。特に

昭和38年 1月の北陸豪雪は， 世界的に観測史上最大の大寒冬を記録したとこ

ろが多く，かつ北半球高緯度の寒冷化も， このころから始ま っているのも輿



味深い。また第 2位

の極大年に続く極小

期の天明 4年前後に

は，有史以来最大の

飢きんが起こってお

り，第3位の極大年
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第1表 太陽黒点の極大順位表

年平均順位極大年極小年 記録（極小期）

問 2I 1位i昭 和 昨i昭和39年 ｜世界的な異常天候

154. 4 i 2位 i安永7年i天明4年 ｜天明の飢箆
I ! (1778) I (1784) I 

1si. s I 3位i昭和22年 ；昭和29年 ｜北日本冷害

に続く昭和29年の極小期には，昭和としては最大の北日木の冷害がひん発し

ている。 とにかく太陽黒点の変動と地球上における気候変動との物理的な因

果関係については全くわかっていないが，統計的な事実と して上に述べたよ

うな関係があげられる。

一方，内因説としては，さきにあげた戦後の気候温暖化に対する炭酸ガス

説の失敗，さらに最近の寒冷化に伴う大気中の細塵増加説などがある。すな

わち，火山の爆発による細塵をはじめ， 人為的な細塵の増加のため，大気中

の混褐度が増加し太陽からの放射を減少させて気候の寒冷化を招いている

というのである。このほか内因説としては，大気中の雲量の増加，海洋の汚

染の影響などいろいろあげられている。しかしいずれにしても現在のとこ

ろ，前にも述べたように定説はないc 客観的にみて，たとえば細塵説を考え

てみても，なるほどと思われるが，では第 6図で示したような19世紀初期の

低温時代の原因をこの細塵説で説明できるかとし、う疑問が残される。

これまで強調してきたように，地球上の天候，さ らに気候変動は，大気の

循環の特性によって支配されていることは疑いもない。したがって気候変動

の外因説にしろ，内因説にしろ，まず大気の循環にいかなる影響を与えてい

るかというフィルターを通して結論づけない限り，少なくともわれわれ長期

予報研究者にとっては納得がし、かないのである。このように気候変動の原因

も良くわからないのに，今後数年間の天候予想を学問的観点からできるはず

がなし、。 しかし幸い，最近になって地球上の大気大循環の年々の変動にかな

りな規則性があることがわかってきたので、ある。たとえば第 5図をもう一度

ごらん願いたい。点線で示しである夏期の高指数型の出現度数が，数年間の

間隔で リズム的な変動をすると共に，ある期間にはかなり持続性のあること

がわかる。 この図だけからみると 1970年を過ぎると再び高指数型の少ない

時代 すなわち大気の南北循環のひんぱんに起こる低指数期時代がやってく
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るように見える。同 じようなことを冬

期について調べてみる と，変動のリズ

ムは異なるがかなり規則性があること

がわかってきた。このような日本にお

ける調査は，資料の関係でほんの短期

間の結果であるが，ある程度北半球に

おける循環型の特性について，その予

想の可能性が生まれてきたので－ある。

一方， ソ連のギルス博士は，毎日の北

半球の天気図を調べて，その循環の特

性を三つに分類して長年の統計をと っ

第7図 北半球高指数（W）と低指数
(C）循環型出現偏差日数の
年間積算曲線
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ている。その研究から W型（高指数型） i;2Q 

とC型（低指数型）の発生日数を各年ごとに平年からの偏差日数を求め，1900

年から積算した日数の変化を示したのが第7図である。これは年間の各型の

出現日数の変化であるため，第5図の変化とはかなり異なっているが， 最も

注目されるのは，近年になって著しく 高指数型 （W）の出現日数が減少し，

低指数型 （C）が次第に増加しているこ とである。すなわち 1970年代は，低

指数型の循環日数が次第に多くなると予想されるのである。この点は既に述

べたわたくしの見解とも全く一致している。この図で， もう一つ興味深いの

は，世界の気温の下降の始まった 1940年ころを極小にして‘高指数型の日

数の減少，低指数型の日数が増加していることである。このように北半球の

循環型の出現の変動に，かな り長期的な傾向があることから，今後の数年間

にわたる天候予想、も，循環型出現の特性とい うフィルタ ーを通してある程度

の予想の可能性があると言えよう。また，昭和37年～42年の北冷西暑に伴う

西日本の干ばつや北陸豪雪などの異常現象は，天明，天保，明治末期の大冷

害時代にもその先行現象として出現しており，さらに第 6図におけるレニン

グラードの著しい冬の低温期がし、ずれも日本における冷害期に該当している

こと も見逃しではなるまし、。ところが昭和32年の史上最大の太陽黒点数に続

いて，その極小期の前後にかなり異常天候が発生しもう今後は心配ないよ

うにも見える。しかし 山勘的で申 しわけないが，昭和 32年の黒点数の記

録が従来の値に比べて， 飛びぬけて大きいこと， さらに昭和44年の極大期
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第2表 1971～1980年間の長期天候予想

(1971～75) (1976～80) 

気 f昆 望書暖の変動の大きい時期から年ごと｜きびしい寒冷化，冬だけでなく夏に
に厳冬ベースとなる。 も低損。北日本大冷害のおそれ。

雨 量

太平洋側で少雨カラカラ天気，特に ｜少雨から多雨期に向かう。しかし集
西日本てゆ干ばつ傾向続く。しかし夏 l中豪雨の発生少なくなる。冬は大雪
期は集中豪雨傾向残る。また冬は日 iの時代となる。
本海側でドヵ雪。 ｜ 

発生数は少ないが， 大型傾向。 コ一 発生数は少ないが，コースは西日本
台風 スは次第に東寄りとなり， 来日本を 直撃型lに変わる。

おそう。

における黒点数の変動がこれも過去に例のないような“だらだら”極大を示

しており ，次の極小期にもなんらかの形で異常天候の出現が予想されるよう

に思われるe 一方，台風に関する統計的な研究によると，台風の転向点が今

後次第に西よりとなり，年開発生数はまだ少ない傾向にあるが，チベット高

気圧の衰弱と共に強い台風が日本を直撃する可能性が大きくなってきて い

る。これまで述べてきた最近の日本の天候の経過，北半球における循環型の

特性の変動、さらに，いろいろの研究を参考にして，今後10年間の日本の天

候を占ってみたのが第2表に示した予想で、ある。いずれにして も順調な天候

の期待は薄く， 水資源となる降水量も，当分の聞はけっして楽観を許さない

ように考えられる。

（気象庁，長期予報管理1L理博）
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