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要旨

エルニーニョ（ラニーニャ）は、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米のペルー沿岸

にかけての広い海域で海面水温が平年に比べて高く（低く）なり、その状態が１年程度続

く現象である。この現象は大気に様々な影響を与えていると考えられている。その中で台

風との相関関係については過去にいくつもの研究が発表されているが,代表的な研究の1つ

としてWang and Chan(2002)がある。この研究は夏季における北西太平洋領域の台風の発

生頻度はエルニーニョ発生時は南東付近、ラニーニャ発生時においては北西に多い傾向に

あると報告している。しかし、エルニーニョ・ラニーニャ以外の時期（以下通常時とす

る）との比較などに関してはあまり考慮されていない。

当研究では、気象庁の1951－2008年のベストトラックデータを用い、台風監視領域

（赤道-北緯 60°、東経 100-180°；数値解析の為に2°×2°のグリッドに分割した ）で

統計解析を行った。このデータには、気象庁の監視領域で発生した各台風の発生時から衰

退時までの観測データ（台風の位置、中心気圧、風速等）が纏められている。このデータ

を各年各月ごとにエルニーニョ、ラニーニャ、通常時のデータとして分類し（これは気象

庁の定義に基づいている）、台風の存在頻度と中心気圧についてコンポジット解析を行っ

た。

その結果、北西太平洋においてはエルニーニョの時期の方が、通常時やラニーニャの時

期よりも存在頻度が高く、中心気圧が低い（台風強度が強い）事がわかった。またエルニ

ーニョの時期に存在頻度が顕著に高くなっている領域があり、これは過去の研究における

台風の発生やその後の移動経路の関係と一致していると考えられる。

一方この調査では、台湾・沖縄付近（北緯20-25°、東経120-130°）における存在頻度

はエルニーニョ・ラニーニャの時期よりも通常時の方が高く、中心気圧は高い（強度は弱

い）事が示された。これは北西太平洋領域における結果とは全く異なっていた。そこで更

に解析を行ったところ、通常時は台湾・沖縄付近においては台風が停滞しやすいこと、台

湾・沖縄の上流域である東側領域において発生数が大きくなっていることが判明した。

また、台湾・沖縄領域にノーマル時に下層の風偏差が低気圧性・収束であった。これは存

在頻度が高いことと整合的である。しかし何故そのような環境がつくられているのかにつ

いては明らかにできず更なる研究が求められる。

今回の研究が、台風活動を予測する際の一助となり、さらには日本における防災対策に

も有効になれば幸いである。
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第１章 序論

１．１エルニーニョ現象の特徴について

エルニーニョ現象とは、ペルー沿岸から赤道太平洋の中部付近まで海面温度が平年よ

り高い状態が続く現象である。逆にラニーニャ現象とは同領域の海面水温が平年より低い

状態が続く現象である。（図１－１はエルニーニョ最盛期の海面水温偏差を示している。）

ただし、その発生の仕方は規則的ではなく、振幅、持続期間、発生の間隔等は個々のエル

ニーニョ・ラニーニャ現象によって異なっている。この現象に伴う水温の変化の度合いは

数℃なのであるが、変化する領域が広いため、その場所以外にも大気や海洋などの循環に

様々な影響をもたらすのではないかと考えられている。

では何故、このような現象が発生しているのかということについては以下のようなメ

カニズムが考えられている。

①まず平常時の状態（図１－２の(a)）を見てみると、太平洋の熱帯域では、貿易風と

呼ばれる東風が常に吹いている。その為、海面付近の暖かい海水が太平洋の西側に吹き寄

せられている。西部のインドネシア近海では海面下数百メートルまでの表層に暖かい海水

が蓄積し、東部の南米沖では、この東風と地球の自転の効果によって深いところから冷た

い海水が海面近くに湧き上っている。よって、海面水温は太平洋赤道域の西部で高く、東

部で低くなる。海面水温の高い西部では、海面からの蒸発が盛んになり、上空で積乱雲が

多く発生する。

②エルニーニョ現象（図１－２の(b)）が発生している時には、貿易風が平常時よりも

弱くなり（西風偏差となる）、西部に溜まっていた暖かい海水が東方へ広がるとともに、

東部では冷たい水の湧き上りが弱まっている。このため、太平洋赤道域の中部から東部で

は、海面水温が平常時よりも高くなっているのである。これに伴い積乱雲が盛んに発生す

る海域が平常時より東へ移ることになる。また海面気圧は、東部赤道太平洋で負偏差、西

部赤道太平洋で正偏差となる。この大気圧の変動を南方振動（Southern Oscillation)とい

う。

③ラニーニャ現象（図１－２の(c)）が発生している時には、東風が平常時よりも強く

なり、西部に暖かい海水がより厚く蓄積する一方、東部では 冷たい水の湧き上がりが平

常時より強くなる。このため、太平洋赤道域の中部から東部では、海面水温が平常時より

も低くなっている。ラニーニャ現象発生時は、インドネシア近海の海上では積乱雲がいっ

そう盛んに発生する。このとき海面気圧はエルニーニョと逆の偏差となる。

このようにエルニーニョ・ラニーニャ現象とは熱帯海洋と大気との間の相互作用による

ものであり、まとめてElnino-Southern Oscillation (ENSO) という。ENSOという言葉はエ

ルニーニョとラニーニャの両方を含むものである。
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１．２ 台風について

台風とは東経 180°以西の北西太平洋で発生した熱帯低気圧のうち、中心付近の最大風

速が17m/s以上のものをいう。他の地域で発生する熱帯低気圧は「台風」と同じではあるが

北大西洋および北東太平洋では「ハリケーン」、北インド洋では「サイクロン」と別の名

称で呼ばれている（図１－３）。

台風の性質としては①海面水温約２６度以上の熱帯海域で発生発達する。②等圧線は

広範囲にわたってほぼ円形で、中心に近いほど混んでいるので、中心付近で風が最も強い

ことが多い。③台風はほぼ均質な気温分布を持っている。④台風の中心付近に前線は発生

しない。という特徴がある。(小倉.1999)

これは、台風が積雲対流に伴って水蒸気から放出される潜熱がエネルギー源になる為で

台風は水蒸気が豊富なところ（海面水温が高く蒸発しやすいところ）で発生・発達しやす

い。地表面付近の大気境界層の中の気流によって運ばれる水蒸気が積雲対流を強め、一方

積雲対流は潜熱を放出して渦を強めるという相互作用により発達を続ける。熱帯海洋上の

空気は水蒸気を多量に含んでいるため、不安定となって発達をはじる。ただし台風の渦が

形成されてから、効率的に潜熱が放出されるためには地球の自転の影響に伴うコリオリ力

が重要になってくる。赤道から北緯５度付近まではコリオリ力が小さいので水蒸気が豊富

であって台風は発生・発達しない。

台風番号については台風は以前は英語の女性名が使われていたが、昭和２８年から年ご

とに発生順の番号、つまり台風番号が付けられている。この番号は台風が弱まって一旦弱

い熱帯低気圧になったのち、再び発達して台風となった場合には新たな番号は付けないこ

とになっている。

台風を含む熱帯低気圧の強度（中心気圧・最大風速）等の観測に関しては、ドボラック

法と呼ばれる方法で求められている。これは気象衛星画像で低気圧の雲パターン（眼の形

や大きさ、雲バンドの長さや幅など）から、あらかじめ求められている統計的な関係（雲

パターンと強度との関係）を利用して、台風の強度を決める方法である。この観測された

強度から気象庁では熱帯低気圧のカテゴリー分けを行い、規模の違いを数値化している。

気象庁におけるカテゴリー分けとしては、2：tropical depression（最大風速17m/s未満）、

3：tropical storm（最大風速 17m/s以上 24m/s未満：、4：severe tropical storm（最大風速

24m/s以上 32m/s未満）、5：typhoon（最大風速 32m/s以上）となっている。3~5が台風に

該当する。(デジタル台風 http:agora.ex.nii.ac.jpdigitaltyphoon/help/dvorak.html.ja）
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１．３ 過去のＥＮＳＯと台風に関する研究および当研究の目的

前記のように台風の発生等は海面水温が関係している。ではペルー沖で発生するエル

ニーニョやラニーニャなどの海面水温の変化も影響を与えている可能性が考えられる。そ

こで過去の研究についていくつか調査したところ、１９８０年ころから関心がもたれてい

たという。その中で特に北太平洋西部でＥＮＳＯが台風の活動に与える影響に関する研究

が多く行われてきた。しかし、発生した台風との相関関係について出される結論が研究者

によって異なっていた。例えばAtkinson（1977）や、Dong(1988)はエルニーニョとラニー

ニャの間では台風の発生位置が異なる結論は出していたものの、季節ごとの分析は行って

いなかった。さらに北西太平洋上で発生する台風の数はノーマル時で少なくなる傾向にあ

ったとしていた。一方でLander（1994）はエルニーニョ・ラニーニャの間で台風の発生位

置などが異なるものの、それぞれの時期の発生数で比較するとそれほど差が見られないと

していた。

このように結論に違いが出るのは、理由として分析方法や利用した資料、エルニーニョ

の定義などが違っていたためであるという。（Wang and Chan 2002）。

そのような問題点を考慮し台風との相関関係について調査されているものとして、Wang

and Chan(2002)の研究がある。彼らの研究では特に台風の発生位置や経路に対して解析を

行っており、季節を各３つの期間に分け、（3~6月、7~9月、10~12月 図１－４、５、６

参考）それぞれの期間で台風の発生数をカウントするという方法で比較した。具体的な方

法としては台風の発生数が顕著であったＪＡＳ(7~9月)時とＯＮＤ(10~12月)時に北西太平

洋領域を分割し、それぞれの領域内で発生した台風の数を比較している。この結果、強い

エルニーニョの時には北西領域で７個、南東領域で３１個 強いラニーニャ時には北西に

おいて28個、南東領域において２個発生していることが判明し、彼らは発生数はＥＮＳＯ

によって偏りがあることを示した。

さらにその原因を探るために、風の偏差場を解析している。、図１－７より北西太平洋

領域の南東領域で風の正渦度の状態が見られ、空気塊が収束し、上昇している流れが読み

取れる。すなわち台風がエルニーニョ時に南東領域において発生しやすい要因なのではな

いかと彼らは報告している。（図１－７）

しかし、この研究ではエルニーニョ・ラニーニャの現象が強い時のみしか考慮していな

い事、ノーマル時の比較に関しては全く触れられていないこと、対象が北西太平洋範囲の

みで、日本周辺に関する調査は行われてないなど更なる研究の必要性を感じ、今回の研究

を始めることとした。
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第２章 研究の方法と使用したデータについて

用いた資料の一つ目として、気象庁が配布しているベストトラックデータ（図２－１）

がある。このデータには、気象庁の監視領域で発生した各台風の発生時から衰退時までの

観測データ（台風の位置、中心気圧、風速等）について記載されている。表２－２、表

２－３にデータの情報の記述内容と様式について纏めた。データは各台風ごとに記述され

ており、まず最初の１行目であるヘッダー行（表２－1参考） に熱帯低気圧の指示番号や

名前などが記述されている。例えば、 66666 9119 90 0027 9119 1 6 MIREILLE

19920508 という行であれば、1991年に観測された台風 19号、国際名"Mireille"であるこ

とを示している。ヘッダー行以降は、データ行となっており、表２－2で示されるような

各観測時間ごと（６時間ごと）の低気圧の位置や強度などに関する記録が記載されてい

る。例えば、91092707 002 5 328 1297 940 095 30180 0140 30400 0260 #、であれば、

1991年台風 19号の上陸直前時を示している。

私はこのデータを基準として台風の定義領域（赤道～北緯60度、東経100－180度 数値

解析の為に2度×2度のグリッドに分割した ）に上記のデータから解析を行うことにし

た。特に台風に着目していることから、ベストトラックデータからカテゴリー３以上のデ

ータを抽出し分析を行った。

この際特に注目したのは台風の存在頻度である。これは、各グリッドに存在した台風の

月平均を示す値である。値が大きければ大きいほど、そのグリッド内に多く台風が存在

（停滞又は多くの台風が通過）していることを示す。

次に用いた資料としては、台風と他の気候データとの相関関係を見るための資料とし

て、海面水温のデータとしてはHadiSSTのデータ、水平風、鉛直流のデータとしては

NCEP再解析データを用いた。

図２―２はエルニーニョ監視海域（図２－３）の月平均海面水温の基準値との差の時間

変化を示したものである。正の値は基準値より高いことを示している。太線は、５か月移

動平均した値を示している。上述の通り、今回の数値解析はエルニーニョ・ラニーニャ・

それ以外の時期（以下ノーマルと記述する）のコンポジット解析を行い、それぞれ差が見

られるのかどうか検証したいと考え研究を開始した。

（その際、はじめは各月ごとに検証を行いたいと考えていたが、図２－４、図２－５にあ

る通り、月ごとに台風の存在頻度に違いが見られた。そこで、できるだけ頻度の数や分布

が近い月ごとにデータをまとめ、季節として扱い、比較することにした。それぞれJFM

（1~3月）、AMJ（4~6月）、JAS（7~9月）、OND（10~12月）とする）その際、表２－３

のように、気象庁の基準よりエルニーニョ・ノーマル・ラニーニャの発生月数をカウント

し、その値と季節ごとの存在数から頻度を求めた。
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第３章 研究結果

３．１台風の存在頻度および中心気圧について

図３－１、図３－２は全ての月を含めたデータで分析した結果になる。

図３－３の左上はエルニーニョ時の台風頻度とノーマル時の台風頻度の差、左下はラニー

ニャ時の台風頻度とノーマル時の台風頻度の差、右上はエルニーニョ時の台風頻度とラニ

ーニャ時の台風頻度の差を示している。図３－４は台風の中心気圧に対する同様の図であ

る。この図３－３、図３－４で比較した結果、北西太平洋の東経 130-170度、北緯 10-20

度においてはエルニーニョ、ノーマル、ラニーニャの順に存在頻度が高く、中心気圧が低

い（台風強度が強い）事が読み取れた。これはWang and Chan (2002)における台風の発生

やその後の移動経路の関係と一致していると考えられる。

一方この調査では、台湾・沖縄付近（北緯20-25°、東経120-130°）における存在頻度

はエルニーニョおよびラニーニャの時期よりもノーマル時の方が高く、これは上記の北西

太平洋領域における結果とは全く異なっている。

次に季節ごとの比較を行った。

１月から３月（以下 JFM）までの平均された結果（図３－５と図３－９）で比較する

と、北西大平洋の東経 140-170° 北緯 5-15°上においてはエルニーニョ時の方が、ラニ

ーニャ時やノーマル時に比べて気圧が低く、存在頻度がわずかに大きいことが読み取れ

た。

４月から６月（AMJ）までの平均された結果（図３－６と図３－１０）で比較する。Ｊ

ＦＭの時よりも広がりが大きく見られることから、より発生・存在している台風が増加し

ていることが読み取れる。北西大平洋全域に着目してみると、存在頻度に関してはあまり

変化が見られない。その一方で中心気圧の結果を見ると、東経125-140°、北緯10-20°の

領域は、エルニーニョ時がノーマル時やラニーニャ時に比べて気圧が低く台風の強度が強

いが、東経140-155°、北緯10-20°の領域を見るとラニーニャ時の方が他の時期に比べて

気圧が低く強度が強まっていることが読み取れた。台湾・沖縄付近を見ると、あまり存在

頻度・中心気圧に特徴的な傾向が見られなかった。しかし、南シナ海の東経 110-120°北

緯 10-20°においては、存在頻度はエルニーニョ時の方がラニーニャ時よりも少ない。気

圧もエルニーニョ時の方が高く弱い台風が多いことがわかる。

７月から９月（JAS）までの平均された結果（図３－７と図３－１１）で比較すると、

北西太平洋においては（東経 125-160° 北緯 10-30°）においてエルニーニョ、ノーマ

ル、ラニーニャの順に存在頻度が高く、中心気圧も低い傾向が見られた。一方台湾・沖縄

付近は存在頻度についてはノーマル時の方が一番多い、中心気圧についてははっきりとは

言えなかった。南シナ海（東経 110-120° 北緯 10-20°）においては、存在頻度はエルニ

ーニョ時の方が多いが、気圧に対してははっきりとした傾向は見られなかった。
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１０月から１２月（OND）までの結果（図３－８と図３－１２）については、北西太平

洋においては、フィリピン海（東経 135-150° 北緯 10-20°）では存在頻度はエルニーニ

ョ時が他の時期に比べて存在頻度が高く中心気圧も低い傾向は見られた。南シナ海（東経

120-130°,北緯 10-20°）では、存在頻度はラニーニャ、ノーマル、エルニーニョの順に

多い一方で、中心気圧はラニーニャ、ノーマル、エルニーニョの順に低いことが読み取れ

た。台湾・沖縄付近は存在頻度ははっきり傾向は見られないが、中心気圧はラニーニャの

方が低いことが読み取れた。南シナ海（東経 110-120° 北緯 10-20°）では存在頻度はラ

ニーニャ時が一番多いが気圧でははっきりとした傾向は見られなかった。

以上のことから北西太平洋での結果はWang and Chan (2002)における結果に近い傾向が

見られた。一方台湾・沖縄付近における結果は存在頻度についてはＪＡＳを中心にノーマ

ル時が多い傾向が見られたものの、中心気圧についてははっきりとは言えなかった。
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３．２ 海面水温について

では上記の結果の同時期における海面水温はどうなっていたのであろうか？

まず季節ごとのエルニーニョ、ラニーニャ、ノーマル時の気候値および、それらを各々

比較した図で検討したところ、以下のようなことが言える。

ＪＦＭ（図３－１３）においては東経 130-170°で北緯 20°以南では、存在頻度が高い

のにも関わらずラニーニャ時の海面水温が一番高かった。北緯 20°以北においてはエルニ

ーニョ時が高い事がわかったが台風はまったく存在していない。南シナ海（東経 110-120

度 北緯 10-20度）のおいては、エルニーニョ時が一番高いことが読み取れたが、台風が全

く存在していないことが特徴的であった。

AMJ（図３－１４）においては、海面水温が東経 130-150°、赤道-北緯 30°付近でラ

ニーニャ時が一番高いことが読み取れた。しかし同時期、この領域は第３章第１節より中

心気圧が高い（台風強度は弱い）傾向にあり海面温度では説明できないことが読み取れ

る。また、南シナ海（東経 110-120°北緯 10-20°）においても、同様の結果であった。

JAS（図３－１５）に関しては台湾・沖縄を含めた東経 100-150°、赤道-北緯 30°では

ラニーニャ時に海面水温が高いことが読み取れるが、台風存在頻度と強度とは相関性が見

られない。また、東経140-180°北緯20-35°ではエルニーニョ時に高温であるが、存在頻

度はあまり変化がみられない。

ＯＮＤ（図３－１６）に関してもほとんど関係があるとは読み取れなかった。北西太平

洋付近上の東経 130-150°、赤道-北緯 20°においてラニーニャ時が最も高温であったが、

台風の存在頻度はエルニーニョ時が高くなっていた。また南シナ海における海面水温はエ

ルニーニョ時に一番高くなっているのにも関わらず、台風の存在頻度は低いことが読み取

れた。

上記の結果より海面水温の偏差と台風の存在頻度には関係が見られないことがわかっ

た。そこで図 3―１７～１９のエルニーニョ・ラニーニャ・ノーマル時の季節ごとの海面

水温の絶対値で比較してみると、北西太平洋の北緯 10°以南や台湾・沖縄付近で２７度以

上である。これは、すなわちどの時期においても台風が発生しやすい環境にあり、存在頻

度に変化を与えている原因とは言えないことを示唆している。
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３．３ 風について

水平流と（図３－２０～３－２３） 鉛直流に関して（図３－２４～２７）

風の結果から収束・発散の様子を見て、台風が発生・存在しやすい状態なのかを確認し、

さらに鉛直流も調べた。

図３－２０は、ＪＦＭ時 850hPaの水平風偏差（矢印）とその発散（影）を示す。なお偏

差は58年平均の気候値からの差である。以下、図 3.21~23は、各季節エルニーニョ・ラニ

ーニャ・ノーマルの同様の図である。

図３．２４に鉛直流偏差（hPa/day）を示す。以下、図 3.－２４～２７は各季節のエルニ

ーニョ・ラニーニャ・ノーマルの同様の図である。

ＪＦＭ 水平（図３－２０） 鉛直（３－２４）

ＪＦＭの北西大平洋の東経 140-170°北緯 5-15°上ではエルニーニョ時に台風の存在頻度

がわずかに高いが、同領域はエルニーニョ時、風の発散場となっている。もともと絶対数

的に他の季節に比べて存在頻度が少ないので風以外の要因が考えられる。

ＡＭＪ 水平（図３－２１）鉛直（図３－２５）

ＡＭＪにおいては北西太平洋上では、存在頻度に関してあまり変化はみられなかったが、

ラニーニャ時東経 155-165°北緯 5-15°付近で強い収束・上昇流が見られたのは特徴的で

あった。一方台湾・沖縄付近においては、発散がラニーニャ時に最も強いことが読み取

れ、これは台風の存在頻度の関係と一致していないことがわかる。

ＪＡＳ 水平（図３－２２）鉛直（図３－２６）

ＪＡＳにおいては、北西太平洋北緯 10°周辺においてはエルニーニョ時一番収束してお

り、上昇流に関しても突出して強かった。さらに、風ベクトルに関しても低気圧性の風の

循環が見られた。また台湾・沖縄付近においては、ノーマル時が風の収束が見られ上昇流

も強いことがわかった。ここも同様に風の循環が低気圧性の循環となっていた。これは、

各領域における台風発生頻度の結果と一致しているのではないかと考えられる。

ＯＮＤ 水平場（図３－２３ 鉛直場（図３－２７)

ＯＮＤにおいては、北西太平洋上の 東経 140-180°、北緯 10°周辺においてはノーマル

およびエルニーニョ時に風の収束・それに伴う上昇流が確認でき、台湾・沖縄においては

風の発散性についてみられなかった。

上記の結果から台風の存在頻度には、風の場が重要な因子になっていることがわかっ

た。
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３．４ 台湾・沖縄付近における台風存在数の違いについて

上記の通り、ＪＡＳのノーマル時において台湾・沖縄付近における台風存在頻度はもっ

とも高く、これはWang and Chan(2002)の研究では分析されていない傾向であった。

この傾向の原因として、台風の長期の停滞、又は通過した台風が多い事によると考えら

れる。そこで幾つかの分析を行った。

まず一つ目として、各グリッドにおける台風の存在頻度と通過頻度の数を比較した。

（通過頻度は各グリッドを通過した台風数の月平均を示している。存在頻度と違って各グ

リッド内で停滞していた場合でもカウントを加算しない。存在頻度と通過頻度の差を求め

ることによって、停滞している台風が多いのか判定することができる。通過頻度自体の結

果は、図３－２８－２に示す）

存在頻度と通過頻度の差を図３－２８－１に示す。ＪＡＳにおける台湾・沖縄付近（東経

120-130°、北緯 20-30°）における差はエルニーニョ時もやや大きくはなっているが、最

も顕著に大きいのはノーマル時であり、各台風がこの地点で長期間停滞していることが読

み取れた。一方、ラニーニャ時には、他の時に比べて差は小さい。

ここで台風が停滞している原因として、大気場の平均風が弱いためではないかと考え

た。しかし、それぞれの時期における平均風の分布（図３－２９－１，２）を調べたとこ

ろ、台湾上空においてはどの時期においても差はみられなかった。加えて東経 120-130度

の東西平均風と南北平均風の子午面分布についても分析したところ（図３－３０）、台湾

付近（北緯 15-25°）の東西風においては、ほとんど差が見られなかった。しかし、南風

について比較すると、エルニーニョ時が他の時期に比べて弱かった。もし台風の動きが大

気場の風に依存しているとすれば、同時期に台風の停滞が考えられるが、上述した図３－

２８の結果より、そのような傾向は見られない。

次にエルニーニョ・ノーマル・ラニーニャ時における各台風の発生位置（カテゴリー３

に成長した地点）の比較を行った。（図３－３１、３２）台湾・沖縄付近に到達しやすい

台風の発生領域として、東経 124-140°、北緯 14-26°の領域を設定し、それぞれの時期

において同領域内の月平均の発生数を求めた。ノーマル時は1.48個/月、エルニーニョ時は

0.98個/月,ラニーニャ時は、1.40個/月 となった。また計算の領域を東経 124－140度、北

緯 16－26度にした場合は、ノーマル時は1.26個/月、エルニーニョ時は0.59個/月、ラニ

ーニャ時は1.14個/月となった。いずれの場合もノーマル時が最も多く、それに比べてラニ

ーニャ時はやや少ない、エルニーニョ時が最も少ないことがわかった。

ここで、通過頻度の大きさ（図３－２８－２）についても比較してみると、台湾・沖縄

付近及びその上流領域においてノーマル時にもっとも高い値を示していることが読み取れ

る。すなわち、ノーマル時に台湾・沖縄付近及びその上流領域において発生した多くの台

風が台湾・沖縄上空を通過していることが考えられる。

以上をまとめるとＪＡＳ ノーマル時における台湾・沖縄付近の台風存在頻度の増加
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は、上空における台風の停滞および、同領域および上流領域における台風発生の増加にと

もなう通過頻度の増加が起因しているものと考えられる。この原因としては、大気場の風

に起因しているのではないかと考えられる。
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第４章 結論

台風存在頻度と気圧の関係について年間を通してエルニーニョ・ラニーニャ・ノーマル

時に分けて全ての年月の結果を分析したところ、北西太平洋の東経 130-170 北緯 10-20°

においてはエルニーニョ、ノーマル、ラニーニャの順に存在頻度が高く、中心気圧が低い

（台風強度が強い）事がわかった。この傾向は、７－９月（ＪＡＳ）に最も顕著であっ

た。この原因を探るために海面水温の時期間の偏差を比較したが、同領域においてはエル

ニーニョ時に負の偏差が見られ、存在頻度が何故大きいのかという点について説明がつか

なかった。そこで各時期の海面水温自体を調べてみると同領域は27℃以上と高く、どの時

期においても台風が発生しやすくなっており、存在頻度を大きく変える程の差ではなく、

直接的な関係がなかった。

その一方で風の偏差場を比較したところ、同領域においてエルニーニョ時は他の時期に

比べて、収束・上昇流が顕著でかつ低気圧性（正の渦度）の循環が見られた。これはエル

ニーニョ現象の仕組みを考慮すると、エルニーニョ時に中部赤道太平洋域の海面水温が高

まることにより、西部赤道太平洋域で西風偏差となる。その一方で、北緯 10°より北側に

おいては変化が小さく、北緯 10-15°付近で正渦度の循環になっていたためと考えられ

る。この結果は、Wang and Chan (2002)が示していた結果と一致しており、海面水温の偏

差が風の循環に影響を与え、台風が発生・存在させやすい環境を作っていることが確認さ

れた。

一方、当研究で最も特徴的な結果だったのはＪＡＳの台湾・沖縄付近における台風のノ

ーマル時の存在頻度がエルニーニョ時やラニーニャ時に比べて顕著に高かったことであ

る。この領域においても海面水温について分析を行ったが、上記と同様の結果で相関関係

は見られなかった。しかし風の偏差場について分析をおこなったところノーマル時に風の

収束・上昇流が見られ、低気圧性の循環であった。これは同じ時期に台湾において台風が

存在しやすい環境にあることを示しているのではないかと考えられ、更なる分析を行っ

た。その結果、ノーマル時においては台湾・沖縄の上流域である東側領域で発生した台風

が他の時期に比べて多く、そのため台湾・沖縄に到達しやすいと考えられる。また同時期

は台湾・沖縄付近で台風が停滞しやすい傾向にあった。

ノーマル時に、沖縄で、台風の存在頻度が高いという事実は日本の防災対策などを考え

る上で非常に重要ではないかと考えられる。しかしながら何故台風が発生し停滞しやすい

環境にあるのかなどの点については不明で、より一層の研究が望まれる。
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参考図

図１－１ エルニーニョ現象の例

図１－２ エルニーニョ・ラニーニャ現象にともなう大気海洋変動
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図１－３ 熱帯低気圧の経路図について（一般気象学）

図１－４ Wang and Chan(2002) が研究で用いたエルニーニョ・ラニーニャの基準とし

たNino3.4領域の海面水温アノマリーの変化。彼らは夏場にエルニーニョが発生しやすい

ということから、１年の４月以降を３つの季節に分け、APR-JUNをearly season（早

期）、peak season(活発期)、lateseason(後期)と名付けた。
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表１－１ 季節毎のエルニーニョ・ラニーニャ・ノーマルの分類

Wang and Chan(2002)はNino3.4海面水温の平均値およびアノマリーから標準偏差(std)を

求め、その大きさから各年各季節をエルニーニョ（warm）・ノーマル(Normal)・ラニーニ

ャ(cold)発生時として分類した。

図１－５ 台風の形成位置および海面水温のアノマリー (Wang and Chan 2002)

上部は海面水温がエルニーニョ現象が強いstrong warm時、下部はラニーニャ現象が強い

strong cold時を示している。

ここで彼らは特に台風の発生数が顕著であったＪＡＳ(Peak)時とＯＮＤ(late)時に領域分

けを行った。ＪＡＳ(Peak)の場合は、それぞれ北西、北東、南西、南東の領域に分けた。

この結果、strong warm時には北西領域で７個、南東領域で３１個 strong cold時には北西

において28個、南東領域において２個発生している。以上より彼らは発生数は時期によっ

て偏りがあると結論付けていた

AMJ(early) JAS(peak) OND(late)



16

図１－６

(a) ９月から１１月のstrong warm時に

発生した台風の移動経路

(1965,1972,1982,1987,1991,1997)

(b) (a)と同様（但しstrong cold時）

(1970 1973 1975 1988 1998 1999)
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図１－７ (a)JAS 850hPa上におけるstrong warm時とstrong cold時の差を示す。ベク

トルで風を、コンターで相対渦度を示している。 (b)は（a）と同様であるが500hPa上

(c) JAS 200hPa上におけるstrong warm時とstrong cold時の差である。ベクトルで風を

コンターで発散をしめしている。(Wang and Chan 2002)
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図２－１ 台風ベストトラックデータ(1951-2008)

テキストファイル形式で記述されている。各台風ごとにデータが記述されており、それぞ

れのヘッダー部、データ部で構成されている。

表２－１ ヘッダー部の内容について

（AAAAA BBBB CCC DDDD EEEE F G HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH IIIIIIIIの場合）
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表２－２ データ部の内容について

AAAAAAAA BBB C DDD EEEE FFFF GGG HIIII JJJJ KLLLL MMMM N O Pの場合
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図２ー２ 海面水温の変化の様子（気象庁が観測）

エルニーニョ監視海域の月平均海面水温の基準値との差の時間変化を示したもので、正の

値は基準値より高いことを示している。太線は、月々の値を平滑化するため、５か月移動

平均した値を示している。気象庁では、エルニーニョ監視海域の海面水温の基準値との差

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、６

か月以上続けて-0.5℃以下となった場合をラニーニャ現象としている。

図２－３ 気象庁エルニーニョ監視領域について

エルニーニョを観測する領域としてNINO３を採用している
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図２－４ 各月の台風存在頻度(1-6月)

１月から３月までのデータを纏めてＪＦＭ、４月から６月までのデータを纏めてＡＭＪと

した。
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図２－５ 各月の台風存在頻度(７－１２月)

７月から９月までのデータを纏めてＪＡＳ、１０月から１２月までのデータを纏めてＯＮ

Ｄとした。

表２－３ 季節毎に発生したノーマル・エルニーニョ・ラニーニャ数

JFM AMJ JAS OND Ｔotal

Normal
97 95 88 85 365

Elnino
37 42 44 44 167

Lanina
40 35 42 45 162
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図３－１ 全期間(51-08)における台風存在頻度

図３－２ 全期間(51-08)における台風の平均中心気圧
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図３－３ すべての期間でコンポジット解析を行った場合の差 台風頻度

（count/month）

図３－４すべての期間でコンポジット解析を行った場合の差（平均中心気圧）(hPa/count)
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図３－５ JFMの時期に限定した場合のエルニーニョ、ラニーニャ、ノーマルの

コンポジット解析の結果（存在頻度）
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図３－６ 図３－５と同じ（ただし季節はAMJである）
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図３－７ 図３－５と同じ（ただし季節はJASである）
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図３－８ 図３－５と同じ（ただし季節はＯＮＤである）
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図３－９ JFMの時期に限定した場合のエルニーニョ、ラニーニャ、ノーマルの

コンポジット解析の結果（台風の平均中心気圧）
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図３－１０ 図３－９と同じ（ただじ時期はAMJ）
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図３－１１ 図３－９と同じ（ただじ時期はJAS）
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図３－１２ 図３－９と同じ（ただじ時期はOND）
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図３－１３ JFMの時期に限定した場合のエルニーニョ、ラニーニャ、ノーマルの

コンポジット解析の結果（海面水温）
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図３－１４ 図３－１３と同じ（ただしAMJ）
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図３－１５ 図３－１３と同じ（ただしJAS）
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図３－１６ 図３－１３と同じ（ただしOND）
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図３－１７ ノーマル時の海面水温
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図３－１８ エルニーニョ時の海面水温
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図３－１９ ラニーニャ時の海面水温
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図３－２０ (上)ＪＦＭにおけるエルニーニョ時における925hPaの風ベクトル偏差(m/s)お

よび発散(10－６S-1)を示す（中）ノーマル時（下）ラニーニャ時



41

図３－２１ (上)ＡＭＪにおけるエルニーニョ時における925hPaの風ベクトル偏差(m/s)お

よび発散(10－６S-1)を示す（中）ノーマル時（下）ラニーニャ時
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図３－２２(上)ＪＡＳにおけるエルニーニョ時における925hPaの風ベクトル偏差(m/s)およ

び発散(10－６S-1)を示す（中）ノーマル時（下）ラニーニャ時
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図３－２３ (上)ＯＮＤにおけるエルニーニョ時における925hPaの風ベクトル偏差(m/s)お

よび発散(10－６S-1)を示す（中）ノーマル時（下）ラニーニャ時
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図３－２４ ＪＦＭ時における500hPa鉛直流(hPa/day) +は下降流を示す

（上）エルニーニョ （中）ノーマル （下）ラニーニャ
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図３－２５ＡＭＪ時における500hPa鉛直流(hPa/day) +は下降流を示す

（上）エルニーニョ （中）ノーマル （下）ラニーニャ
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図３－２６ ＪＡＳ時における500hPa鉛直流(hPa/day) +は下降流を示す

（上）エルニーニョ （中）ノーマル （下）ラニーニャ
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図３－２７ ＯＮＤ時における500hPa鉛直流(hPa/day) +は下降流を示す

（上）エルニーニョ （中）ノーマル （下）ラニーニャ
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図３－２８ 台風の存在頻度と通過頻度の差(上)エルニーニョ(中)ノーマル（下）ラニ

ーニャ 値が大きいほど、そのグリッド内において停滞していた台風が多いことが言え

る。
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図３－２８－２ ＪＡＳにおける通過頻度(カウント/月)

（上）エルニーニョ時（中）ノーマル時（下）ラニーニャ時
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図３－２９－１（上）エルニーニョ・(中)ノーマル時のベクトル、風の強度(m/s)
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図３－２９－２ ラニーニャ時の風ベクトル、風の強度(m/s)
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図３－３０ （上）ＪＡＳ 東経 120－130度における平均東西風の子午面分布（m/s）

(下) ＪＡＳ 東経 120－130度における平均南北風の子午面分布（m/s）

黒線はノーマル 赤線はエルニーニョ 青線はラニーニャを示している。
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図３－３１ （上）ＪＡＳ ノーマルとエルニーニョの発生頻度の差

（下）ＪＡＳ ノーマルとラニーニャの発生頻度の差(count/month)
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図３－３２ （上）ＪＡＳ エルニーニョ発生頻度

（中）ＪＡＳ ノーマル発生頻度 （下）ＪＡＳ ラニーニャ発生頻度
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