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温暖化ウォッチ (15)

～データから読み取る～

台風やハリケーンは将来どのように変わるのか
気象研究所 気候研究部 主任研究官
1. 地球温暖化が「カトリーナ」を生んだのか？

吉村 純

海洋 ) の 3 次元構造を全球的に表現し、その変化

2005 年 8 月下旬に米国ルイジアナ州・ミシシッ

を計算する気候モデルが広く用いられている。普

ピ州などを襲った強力なハリケーン・カトリーナ

通の気候モデルでは、大気の水平分解能はせいぜ

によってもたらされた甚大な被害は世界に衝撃を

い 100 km 程度であり、熱帯低気圧の詳細な空間構

与えた。また、奇しくもその直前と直後というタ

造を表現することは望むべくもないが、それでも、

イミングで発表された論文 (Emanuel 2005; Webster

モデル大気中に特に強制力を与えなくても、現実

et al. 2005) によると、過去 30 年間程度の期間にお

の熱帯低気圧によく似た渦の生成・発達・衰弱を

いて北西太平洋、北大西洋、およびその他の海域で、

シミュレートすることが可能であり、このような

台風やハリケーンなど ( 以下、熱帯低気圧と総称

気候モデルを用いて将来の熱帯低気圧活動の変化

する ) の勢力が顕著に増大しているという。これ

を探った研究は多数発表されている。

らの現象は地球温暖化の影響ではないのかと懸念

筆者らの研究グループでは、文部科学省「共生

されている。特に米国では、ブッシュ政権が京都

プロジェクト」の課題の一部として、水平分解能

議定書に象徴される地球温暖化対策について極度

約 20 km の全球大気モデルを用いた地球温暖化

に消極的な政策を続けていることへの痛烈な批判

シミュレーションに取り組んできた (Oouchi et al.

材料となることもあり、熱帯低気圧の勢力増大と

2006 など )。これは、世界でもっとも高性能なスー

地球温暖化との関係は大きな社会問題とされてい

パーコンピュータの一つである「地球シミュレー

るようである。

タ」を利用することにより膨大な計算量を要する

ただ、実際には、カトリーナのような単発の現

数値実験が実現したもので、全球気候モデルとし

象に関して地球温暖化の影響を論ずることは困難

ては前例がないほど高分解能である。このモデル

であり、2004 年の日本で 10 個の台風が上陸した

を用いた現在気候の数値実験では、眼の壁雲 ( 熱

という異常な現象についても温暖化との関係を見

帯低気圧の眼を取りまく積乱雲 ) などの熱帯低気

出すことは難しい。一方、長期的な変化傾向から

圧の空間構造をかなり良く表現できるようになり、

温暖化との関係を探ることは原理的に可能であり、

現実の大気中と同様に、強い熱帯低気圧も出現す

上記のような過去 30 年程度の変動を調べた研究は

るようになった。地球温暖化が進行した 21 世紀末

その一環となりうるはずなのだが、現存する観測

を想定した数値実験を行い、現在気候実験と比較

データには多様な系統的誤差が含まれており精度

した結果、熱帯低気圧の地理的分布に大きな変化

が不十分であるという意見も専門家の間では根強

は見られないが、全球的な熱帯低気圧発生数は約

い (Landsea et al. 2006 など )。さらに、全球的な

30％減少していた。しかし、全体的な傾向とは逆

熱帯低気圧の解析に必要となる気象衛星による観

に、非常に強い熱帯低気圧だけは温暖化実験にお

測データは 30 年程度しか揃っておらず、期間の長

いて出現頻度が顕著に増加していた。特に強いケー

さが不十分であるため、温室効果ガス増大など人

スについて調べると、温暖化実験の方が最大風速

為的影響から自然変動の影響を区別するための決

も増大していることがわかった。

定的な証拠を得ることも無理ではないかと思われ

気温が上昇すると空気中に含まれうる水蒸気量

る。このようなことから、観測データの解析とは

( 飽和水蒸気量 ) は増加する。このことから、地

別に、コンピュータを用いた数値シミュレーショ

球が温暖化するにつれ、大気中の平均的な水蒸気

ンによって温暖化と熱帯低気圧の関係について理

量が増加し、熱帯低気圧が出現した際に供給され

解を深めることが必要である。

る水蒸気も平均的に見れば増加するものと考えら

2. 気候モデルによるシミュレーション研究

れる。この水蒸気は積乱雲の中で凝結して熱を発

気候変化のシミュレーション研究には、大気 ( や

生させ、熱帯低気圧にともなう大気循環を駆動す
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る巨大なエネルギー源となる。凝結する水蒸気が

くない。しかし、他の手法 ( 概念的モデルや領域

増えれば地上に達する降水も強くなり、また、熱

大気モデルを用いた研究 ) による結果も含め、こ

帯低気圧を発達させるエネルギーも増大すること

れまでに得られた知見を総合すれば、今後、地球

になる。強い熱帯低気圧が出現しやすくなるとい

温暖化が進行するにつれ、熱帯低気圧にともなう

う上記のシミュレーション結果は、このような考

暴風や大雨は激しくなると考えるべきである。平

えによって定性的に理解することができる。一方、

均的な海面水位が上昇することも考慮すれば、高

全球的な熱帯低気圧の発生数が減少するという傾

潮の深刻化にも特に警戒が必要であろう。なお、

向については、熱帯大気の温度構造が安定化する

大規模な災害が、平均的な熱帯低気圧よりも、非

効果や、平均的な積雲対流活動の強さなどにもと

常に強い熱帯低気圧によってもたらされることが

づいて説明されている (Sugi et al. 2002; Yoshimura

多いという事実を考えれば、全体的な熱帯低気圧

and Sugi 2005)。

の発生頻度が減少したとしても災害が軽減される
とは期待できない。

3. 日本にも強い台風がやってくる

台風が生まれる北西太平洋は、世界でもっとも

シミュレーション研究には不確実性がつきもの

多数の熱帯低気圧が発生する海域であり、カト

である。非常に高分解能のモデルによる実験結果

リーナ級の台風が出現することも多い。日本でも、

であっても現実大気と注意深く比較してみれば食

1934 年の室戸台風や 1959 年の伊勢湾台風を超え

い違っている点はいくつも見つかる。モデルがよ

るような強大な台風が襲来する可能性を考慮すべ

り忠実に現実大気 ( や海洋 ) を再現できるように

きである。地球温暖化対策を加速させることはも

今後も改善に向けた努力が必要である。しかし、

ちろん、従来型の台風防災のための対策を強化し

モデルが不完全なものであったとしても、そこで

ていくことが必要である。

表現された現象を物理的な説明により理解するこ
とで、現実の気候システムに対する理解を深める
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