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日本における台風の過去の長期変化に関する研究の変遷

片岡　久美・田宮　兵衞

　日本において，台風の数や経路の長期変化
に関する研究は古くから行われてきている
が，その目的や注目度は，時代と共に変化し
ている．地球温暖化の影響を評価するため，
気候の長期変化に注目が集まる現在，過去の
台風の長期変化に関する研究も重要性が高
まっている．しかしながら台風の長期変化に
ついては対象期間，分析方法などの違いによ
り結果の解釈が異なり，明瞭な合意は得られ
ていない．
　本稿では，今後必要とされる課題について
の議論を容易にすることを目的として，過去
100 年程度の間に行われてきた台風の長期変
化に関係する研究の変遷を整理する．最初に，
発生数，上陸数，経路など，台風の特徴別に，
長期変化に着目した研究の概要を示す．次に
研究目的の変遷に注目して全体を整理し，最
後に今後の課題について著者らの考えを述べ
る．対象とするのは，日本気象学会誌 ｢天気
｣ や気象庁 ｢研究時報｣ に掲載されたものを
中心とした 59 点の論文である．
　気象庁では，北太平洋西部（赤道より北で
東経 180 度より西の領域）において中心付近
の最大風速が 17.2 m/s 以上の擾乱を台風とし
ている．次節で述べるように気象庁による
台風の定義は時代によって異なる．また片岡 
(2003) にて整理されているように，最大風速
が 17.2 m/s に達する前の擾乱も含めて台風の
研究とする場合も少なくない．本稿では，便

宜上，最大風速の定義を満たしていない期間
の熱帯低気圧や，温帯低気圧化した後の擾乱
を含めているか否かを問わず，すべて台風の
研究として扱う．
　WMO (1993) では，中心付近の最大風速
32.7 m/s 以上の熱帯低気圧を，存在する海域
によって，ハリケーンやタイフーンなどに分
類している．台風のうち最大風速が 32.7 m/s 
以上のものが WMO の定義するタイフーン
に該当する．本稿においては台風とタイフー
ンの区別も行わず，いずれも台風の研究とし
て扱うこととする．
　気象庁に関連する記述は，特に断わらない
限り「予報作業指針」（気象庁 1974 及び 気
象庁予報部 1990）を始めとする気象庁出版
物や気象庁の Web Page に拠る．

２．長期変化の分析に使用される台風の特徴

2.1  発生数及び日本への上陸数
　長期変化を分析する際に，基本となるのが，
台風の発生数であろう．発生数の長期変化
を議論するには，台風の定義の変更が問題と
なる．1945 年までは熱帯で発生する強い低
気圧すべてが台風と呼ばれていたように（饒
村 1979），風速によって台風を定義し始めた
のは比較的新しい．これは観測技術の進歩に
伴ってのことと推測される．台風の定義は国
際基準に合わせる形で数回の変更が行われ，
現在と等しい定義に固定されたのが 1953 年
である．なお各種資料から，現在の定義に等

１．はじめに
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2.2 経路の地理分布
　災害の発生を大きく左右する台風の経路
は，古くから重要な研究テーマであった．そ
のため，経路の長期変化に注目した研究は，
継続的に行われている（例えば，舘 1961a;
清水 1971; 饒村 1981; 鈴木・宮平 1982; 青木 
1983; 村松 1990; 大西 1992; Kim 2005）．
　現在の台風の進路予報は，数値予報モデル
を中心として行われているが，特定の条件に
おける台風の経路を統計的に調べることで，
同様な条件が発生した際の台風の経路を大局

しい擾乱が同定できるのは 1951 年以降であ
り（饒村・宮沢  1980），気象庁によりデジタ
ル化された台風の統計データが公開されてい
るのも 1951 年からである．これらの経緯か
ら，発生数の長期変化について分析する際に
は，1951 年以降を対象とする場合が多い（例
え ば， 饒 村 1981，Aoki 1991， 大 西 1992， 
Chan 1996， Yumoto 2001，Kim 2005）．
　1978 年には，静止気象衛星の運用が始まっ
ている．衛星から得られるデータの利用によ
り台風のデータの質も高まったが，台風デー
タの精度の飛躍的向上は飛行機観測の始まっ
た 1949 年に起こっており，台風の定義が固
定された 1953 年以降のデータを統計的資料
として用いることには問題がないとされてい
る（饒村　1979）．このような過去の経緯に
ついては，饒村（1986，1993）に詳しい．
　一方，1950 年代や 1960 年代には，1950 年
以前の台風も対象とした調査が行なわれてい
た．田辺 (1959) は 1947 年～ 1957 年を対象
として，個数や経路の分析をおこなっている．
舘（1961a）は 1940 年～ 1959 年を対象とし
て，発生数，経路，中心気圧など台風の様々
な特徴を明らかにしている．鈴木・宮平 (1982)
は 1940 年～ 1979 年を対象とし，1951 年の
定義の変更によるデータの不連続性について
言及した上，強い台風の経年変化について述
べている． 
　 日 本 気 象 協 会（1973） に は，1891 年 ～
1971 年までの台風の発生個数が示されてい
る．同資料によると，当該期間の台風の発
生数には 1940 年を境に大きな差（1920 年～
1939 年は平均 14 個，1940 年～ 1959 年は平
均 28 個）がみられ，この理由として，1939
年以前は観測網が少なく，日本付近に限られ
ていたことを挙げている．同書掲載の図は，
速水ら (1968) からの引用であるが，速水ら
(1968) は 1940 年前後での相違について，観
測網の拡大の影響だけではなく，気候変動の
可能性も捨てきれないと述べている．藤井ら

（1988）は 1911 年～ 1986 年に注目しており，
1940 年を境とする不連続な増加については
観測網の変化を理由として挙げている．
　1940 年に発生数の極端な増加が存在し，
1951 年～ 1953 年には台風の定義が数回変更
された．これらの経緯から，1950 年以前と
1951 年以降を等しく扱わないという立場が，
1970 年代頃から増えてきている．
　 ア メ リ カ の JTWC (Joint Typhoon Warning 
Center) では，日本とは最大風速の決定方法
が異なるものの 1），1945 年以降についての
台風のデジタルデータを整備・公開している．
このデータを用いれば，1945 年以降の時系
列を扱うことはできるが，日本の場合と同様，
このデータにも観測技術の発展に伴うデータ
の質の変化は存在する．
　台風の上陸数も，発生数と並んで注目度が
高く，長期変化の議論の場に取り上げられて
い る（ 舘 1961a， 舘 1968，Aoki 1991， 大 西 
1992）．鈴木・宮平（1982）が沖縄地方を通
過した台風の経年変化を対象としているよう
に，特定の地域を通過した台風に注目した研
究もある．上陸数や特定の地域を通過した数
は，防災という観点から重要であるのは言う
までもないが，その地域を通過した台風の数
の変化は，台風経路の変化を示していること
にもなる．台風経路に関する研究については
次節にて述べる．
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2.3 勢力
　台風の勢力を示す方法としては，中心気圧，
特定気圧以下の範囲の面積，最大風速，一定
風速以上の範囲面積，雲域の面積，雲頂高度，
波浪，総降水量など，様々な指標が考えられ
る．これらのうち比較的長期間の記録が蓄積
されており，長期変化の分析に用いられるの
は，中心気圧と風速である．気象庁が公開し
ている「台風経路データ」には，中心気圧は
1951 年以降，風速は 1977 年以降が記録され
ている．
　台風の勢力の長期変化に注目した研究
は，古くは中心気圧を扱ったものが多く（舘 
1961a， 舘 1961b， 饒 村 1981， Aoki 1991），
近年になり，風速を扱ったものが増えてきて

的に推定するというのも予報のひとつの手法
である．1980 年頃までは，そのような統計
的な予報手法が中心的であった（鈴木 1954;
気象庁 1972; 松村 1990）．当時は，経路の季
節による違いを緻密に調べた研究が盛んであ
り（例えば，舘 1961a; 清水・白井 1974; 饒村・
宮沢 1980），それらの研究結果が「予報作業
指針」にも引用されている．
　経路の予測が数値予報モデル中心で行われ
るようなった現在でも，数値予報モデルの
計算精度が下がる長期予報に関しては，統計
的な手法による知見も重視されている．エル
ニーニョのように，特定のイベント発生時の
経路を統計的に調べ，将来同様なイベントが
起こった際の経路を推定しようとする研究な
どは，予測という観点からも重要である．こ
れらの研究については 2.4 節にて述べる．
　なお台風の経路について説明する際に，台
風の進行速度についても述べられることがあ
る．饒村（1980）は，進行速度の季節的な違
いを調べている．しかしながら進行速度の長
期変化について議論された研究例は少なく，
今後の研究課題のひとつであると考える．

い る（Emanuel 2005; Webster 2005; Kamahori 
2006)．鈴木・宮平 (1982) のように，災害を
意識した研究においては，古くから風速に
よって台風を分類することも行われていた．
　アメリカ軍による飛行機観測が行われてい
た時期には，測定された中心気圧が正確な
データとして認められていた（舘 1962）．衛
星データの利用が本格的になってからは，衛
星画像により推定される広範囲の風の分布へ
の関心が高まっていることが研究の変遷から
うかがえる．1991 年には，気象庁による台
風の強さと大きさの階級分けの指標が，それ
までの中心気圧と 1000 hPa 等圧線の半径か
ら，最大風速と強風域の半径に変更されてお
り，台風の勢力を示す指標として，風速が重
視されつつある．
　一方で，台風の統計データは，擾乱が台風
の定義を満たさない期間については，中心気
圧のデータしか保存されておらず，中心気圧
も未だ重要な指標であることには変わりがな
い．

2.4 太平洋高気圧や海面水温との関係
　これまで台風の数，経路，勢力の長期変化
に着目した研究について述べてきたが，それ
らの研究の多くが，変化の要因を検討するた
めに，太平洋高気圧や海面水温との関係に言
及している．
　台風は，低緯度で発生し，偏東風に流され
太平洋高気圧の南縁に沿うような形で西に
移動し，その後，そのまま西進を続けるもの
と，さらに太平洋高気圧の縁辺に沿って北上
し，偏西風に流され転向するものとに分かれ
る．このため台風の経路や日本への上陸数は，
太平洋高気圧の勢力や指向流と呼ばれる高気
圧縁辺の風の流れとの関係を議論されるこ
とが多い（鈴木・宮平 1982， Wu et al. 2004，
Nakazawa et al. 2007）．
　太平洋高気圧と同様，台風との関係につい
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３．研究目的の変遷

3.1 気候変動に注目した研究
　これまでは，発生数や経路など，台風の特
徴別に長期変化を扱った研究について概観し
てきた．ここでは研究目的の変遷に注目して，
台風の長期変化に関する研究を整理する．
　日本で最初の気象観測所として北海道函
館の気候測量所が観測を開始したのは 1872
年である．1883 年に東京気象台で初めて天
気図が作成され，印刷配布が始まっている．
1900 年には『気象要覧』が発刊された．『気
象要覧』は月ごとに日本全土の気温・降水，
顕著な低気圧や災害の状況を報告した冊子

3.2 地球温暖化の影響への注目
　1988 年に IPCC（the Intergovernmental Panel 
on Climate Change；気候変動に関する政府間
パネル）が設立され，地球温暖化への関心が
高まってきた．その流れの中で，地球が温暖
化した際の台風の挙動にも関心が寄せられる
ようになった．
　これまで述べてきたように台風の長期変
化に関する研究は，古くから行なわれてき
ているが，2000 年頃から，地球温暖化との
関係を意識した研究が増えてきている（例
えば，Chan et al. 2004）．特に Emanuel (2005)

ての議論が多数行われているのは海面水温で
ある．熱帯地域の海面水温は台風の発生数を
左右することが知られている（速水ら 1968; 
Gray 1975; 鈴木ら 1982; Yumoto 2001）．また
台風の通過海域の海面水温に関しては，台
風の発達・衰退との関係を分析した研究が
盛んである（解ら 1983; 藤井ら 1988; 藤井ら 
1993）．さらに近年注目されているのが，エ
ルニーニョ・ラニーニャ及び ENSO と台風
経路の関係である（西森ら 1990; 青木 1992;  
片岡 2006）． 例えば，エルニーニョ（ラニー
ニャ）現象発現時の台風は平常時に比べて
寿命が長い（短い）ことが指摘されている

（Camargo and Sobel 2005）．
　これら台風の特徴と太平洋高気圧や海面水
温などとの関係の議論は，台風の経路や強さ
の長期的な変化を予測する手がかりにもなり
重要である．
　Inoue et al. （2003）は，日射量の季節推移
の経年変動を調べることで，1980 年代以降，
梅雨期が長期化していることを指摘してい
る．季節進行が変化することにより，台風の
発生時期や通過経路などにも変化が起こる可
能性は高く，台風の季節変化の長期変化も注
目すべき課題と考える．

で，2002 年に廃刊になるまで，気象資料と
して重要な役割を担ってきた．特に，気象情
報の電子化が始まる以前に関しては，『気象
要覧』にしか残されていない記録も多い． 
このような背景から，研究に用いることがで
きる気象データが蓄積されているのは過去
100 年程度である．
　20 世紀中頃の研究は，台風発生数と太陽
黒点の変動に関して議論を行うなど（日本気
象協会 1973），台風の長期変化は気候変動の
一部として注目されていた．台風の長期変化
との関係が議論される現象は，太陽黒点から，
海面水温の変動やエルニーニョ現象の発生へ
と変化していった．これは台風の発生・発達
メカニズムが解明されるにつれて，台風に影
響を与えるとして，注目される現象が変化し
ていった結果と考える．
　台風によって災害が引き起こされる可能性
がある以上，将来の台風の進路や勢力を予想
することは重要な課題である．最近では，計
算機の性能の向上により，気候モデルを用
いて，長期的な台風の変化を予測する研究が
増えてきている．特に，次節で述べる地球温
暖化の影響を明らかにしようとする研究にお
いては，数十年先の台風の状況を数値計算に
よって予測しようとする試みが進められてい
る．
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４．今後の課題

　過去の台風の長期変化について議論する際
に生じる最大の問題は，データの蓄積期間の
短さと，データの質の問題と考える．
　現在，台風の長期変化の分析に使用できる
データのうち，公開されており入手が容易な
気象庁の公的なデータを以下に挙げる．（ ）
の中に示すのがデータの存在期間である．
1) 気象庁 Web Page「過去の台風資料」(1951

年～ ) 
2) 気象業務支援センター編「台風経路デー

タ」(FD) (1951 年～ )
3) JTWC (Joint Typhoon Warning Center) Web 

Page「Best Track Data」(1945 年～ )
4) 気象庁編『気象要覧』(1900 年～ 2002 年 )
5) 気象庁編『TROPICAL CYCLONE TRACKS 

IN THE WESTERN NORTH PACIFIC 
1951-1990』(1951 年～ 1990 年 )

6) 日本気象協会編『1940 ～ 1970 台風経路図
30 年集』(1940 年～ 1970 年 )

　1) には台風の発生数などの基本統計情報
や，経路図の画像が存在している．2) ～ 3) は，
台風の位置や勢力がデジタルデータとして存
在しており，研究などに用いられている．4)
～ 6) は紙媒体の資料で，台風経路図が主で
ある．これらに加えて，「地上天気図」（1883
年～）からも台風の位置や強さの情報を読み
取ることができる．以上から分かるように，
1950 年以前の台風データは整備が進んでお
らず，長期変化の分析のためには，それらの
整備が必要であると考える．
　データの質の問題に関しては，過去のデー
タの質を向上させることは不可能であるた
め，補正方法などの検討が必要であろう．さ
らに今後も，データの質の向上が進むことを
前提に，現時点でのデータ作成方法に関する
正確な記録とその公開も重要と考える．
　これらのデータ整備により，台風の長期変
化の分析が進むことは，地球温暖化を始めと

による，熱帯低気圧の PDI 値（発生から消
滅までの最大風速の三乗の積算値）が 70 年
代中頃から上昇しているとの研究成果や，
Webster et al. (2005) による，勢力の強い熱帯
低気圧が増加しているという研究成果は， 
Nature と Science に掲載され，地球温暖化と
の関係が非常に注目された．長期変化の分析
は，用いるデータ，対象期間，分析方法など
により，結果やその解釈が異なってくる．そ
のため Emanuel と Webster の研究に追随する
ように，両研究に対する議論や，両研究との
比較を前提とした研究成果が数多く発表さ
れ た (Pielke et al. 2005， Pielke 2005，Landsea 
2005，Emanuel 2005， Chan 2006，Webster 
2006，Curry et al. 2006，Kamahori 2006)．
　なお多くの研究において，1970 年代後半
から，勢力（最大風速）の強い熱帯的低気圧
が増加しているとの結果が示されている．し
かしながら，対象期間の短さ，データの質，
要因の未解明などの問題があり，勢力の強い
熱帯的低気圧の増加が，地球温暖化の影響な
のか，長期的な気候変動の一端なのかはまだ
明らかではない．
　これら過去のデータの分析に加えて，近年
盛んになってきているのが，地球温暖化の
影響による台風の変化について気候モデルを
用いて予測する研究である．丸山ら (1994)， 
Bengtsson et al.(1996)，Knutson et al.(1998)，
Nguyen et al.(2001)，Sugi et al.(2002) に始まり，
ここ数年は， Knutson et al. (2004), Yoshimura 
et al.(2005),Yoshimura et al (2006)，Oouchi et 
al.(2006) と，次々に研究成果が発表されてい
る．気候モデルは，計算機の性能が向上する
ことにより，高分解能かつ長期間の計算が
可能になるため，今後，精度の高い予測結
果が計算されることに注目が集まっている．
なお気候モデルの計算結果は様々であるが，
IPCC-AR4 (2007) では，将来的に熱帯低気圧
の強度が増加するという見解に集約されてい
る．
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注
1) 最大風速を決定する際に使用する平均風速値と

して，日本では 10 分平均値，アメリカでは 1 分
平均値を用いている (Kamahori 2006)．
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Overview of Studies on Long-term-trend of Typhoons in Japan
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     Studies focused on a long-term-trend of typhoon are of great concern, and many of studies have been 
conducted. However, their purpose and concern have been largely changed. Recently, studies of climate 
change become important for evaluating the effect of global warming. Therefore, studies for analyzing a 
long-term-trend of typhoon also increase their importance. In this paper, we review past studies related 
to the long-term-trend of typhoon and discuss necessary study theme in near future.
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