
第第1212回回 エルニーニョとモンスーンエルニーニョとモンスーン
日本列島は北緯24°から45°付近に位置し、暖温帯から亜寒帯の気

候下にある。本州と九州・四国に限ればほとんどが温帯気候に属して

いる。しかし、ユーラシア大陸の西側に位置するヨーロッパの温帯と

比べて、夏は熱帯なみに暑く湿潤で多くの降雨があり、冬は寒帯なみ
に寒い。年間降水量は1000mmを超え、4000mmに達するところもある。

東北から北陸の日本海側では冬に大量の降雪がある。日本列島の気候

を支配しているのは、太平洋とインド洋およびユーラシア大陸上の気

圧配置と周辺海域の海流の影響である。東太平洋赤道域上空の気圧配

置が変動することによって、地球規模で気候システムに影響をおよぼ

すのがエルニーニョである。一方、インド洋・西太平洋とユーラシア

大陸上の気圧配置の変動によって、モンスーンという気候システムが

つくられている。エルニーニョとモンスーンは日本列島の気候に大き

な影響をおよぼし、恵みの雨をもたらす一方で、洪水や干ばつを起こ

し、農業や市民生活に多大な影響をおよぼしている。ここでは、エル

ニーニョとモンスーンを取り上げ、固体地球･海洋･大気が連動して気
候システムをつくるメカニズムを勉強する。

参考書：「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



エルニーニョエルニーニョ

エルニーニョとはもともとスペイン語で「幼子イエス・キリス

ト」を指し、通常赤道湧昇のため海面水温が低い東太平洋地域で、

クリスマスの時期に海面水温が上昇し(図1)、1年近く水温が元に

戻らない現象を言う。海水温度が平年より2～5℃高い状態が長期

にわたって続くと、カタクチイワシの漁獲高は激減し、それを餌

にしているペリカンなどの海鳥も大量死することが知られていた。

たとえば、1970年に1300万トンの漁獲高を誇ったカタクチイワシ

は、エルニーニョが発生した1983年には50万トンに激減した(図2)。
一方、エルニーニョにより東太平洋赤道域上空に低気圧が発生す

ることにより、南米西海岸では降雨と深い霧によって乾燥地帯に

恵みの雨をもたらし、豊作になった。このような状態がペルー・

エクアドル沿岸では、平均4～5年に一度起こっていた。1972～73
年に起こったエルニーニョでは、同時に世界各地で干ばつと異常

気象が発生し(図3)、それらの成因がエルニーニョにあると考えら

れる。



図1

(a) 太平洋で1982年12月～
1983年2月に観測された海面
水温と平年の水温との差
(NOAA/OGP、1992より)

(b) 熱帯太平洋水域における
ラニーニャ

(c) エルニーニョの時の海面
水温分布 (Picaut & Delcroix、1995; マイ

ケル・グランツ『エルニーニョ』(株)ゼス

ト,1998)。(c)
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図2 ペルー沿岸のカタクチイワシの漁獲量およびグアノ鳥 (鵜、カツ
オドリ、ペリカン)の個体数の変動とエルニーニョの関係

(Jordan,19911マイケル・グランツ『エルニー
ニョ』(株)ゼスト, 1998)



図3 1997年11月エルニーニョ現象の最盛期における東太平

洋の海面水温の平年からの偏差。

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



太平洋の海面水温

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



1993年の夏東太平洋ではエルニーニョ現象が起こっていた。 日本は異常

気象に見舞われ、低温と日照不足と多雨のために、稲作は40年ぶりの不作

となり、米が200万トン不足し(日本人の年問消費量は1000万トン)、海外か

ら米を輸入せざるを得なくなった。北日本では平年より気温が2～3℃低く、

8月上旬太平洋側では5～6℃低くなった。東京や仙台の夏の3カ月の日照時

間は平年の2/3になり、北海道の北見枝幸では1ヵ月の日照時問が48時間し

かなかった。九州南部では夏の3カ月だけで2000mmを超える降水量を記録

し、7月の降水量の平年比は300～400%であった。平年より10日早く梅雨入

りしたが、8月10日すぎても梅雨前線は九州上空に停滞し、気象庁は異例の

梅雨明け宣言の撤回を行った。

世界各地が同様な異常気象に見舞われ、南ヨーロッパ、シベリア中部や

インドでは多雨であったが、北ヨーロッパやアルゼンチンでは少雨であっ

た。また北米東岸地域や中国北東部、アフリカのサヘル地域などは干ばつ

に見舞われた。アメリカ合衆国では東西で非常に対照的な異常気象となっ

た。中西部は低温多雨で、ミシシッピー河上流域やミズーリ河の7月の降水

量は平年の2.2～7倍となり、各地で河川の氾濫と洪水が発生した(図4)。と

ころが、東部大西洋岸地域ではバミューダ高気圧が強く、記録的な高温が

続き、干ばつとなった。



図4 1993年7月の北米での異常気象。ジェット気流の位置は平年より

南下し、カナダから季節はずれの寒気団が流れ込んだ。平年より強い
バミューダ高気圧から流れ込んだ暖湿気流は、ミシシッピー河上流域

で収束し、記録的な豪雨をもたらした。

(小沢芳郎『気象第37巻第10号』気象庁,1993)



エルニーニョ現象のメカニズムエルニーニョ現象のメカニズム

通常の年、赤道太平洋海域の表面水温は、西太平洋が暖かく、東
太平洋が冷たくなっている。それは貿易風によって表層水が西に流
され、インドネシア・オーストラリア方面に暖かい水が集積する一
方、東太平洋では除去された水を補うように湧昇が上昇しているこ
とによる。ところがエルニーニョの年には貿易風が弱くなり、暖か
い表層水が西太平洋に押しやられないため湧昇が上がってこなくな
り、東太平洋の海面水温が上昇する (図5)。その結果、栄養塩と溶存

酸素が乏しくなり、生物生産性が低下し不漁となる。

西太平洋の赤道海域では暖かい水が集積するために、通常の年に
は低気圧が発生し上空には積乱雲が発生している(対流圏上部では高
気圧)。一方、東太平洋の赤道海域では、海面水温が低いために、上
空は相対的に高気圧(対流圏上部では低気圧)となっている(図5)。と

ころが、エルニーニョの年には東太平洋上空の大気が暖められ、そ
こに低気圧(対流圏上部では高気圧)が発生し、それに向かって大気が
流れるようになる。逆に西太平洋上は相対的に高気圧(対流圏上部で
は低気圧)の場となり、東太平洋やインド洋に向かって大気を吹き出
す場となる(図5)。



(Garrison, 2002)

図5

(a)エルニーニョの年の赤

道太平洋における大気の大
循環と水塊の状態

(b)平年の赤道太平洋にお

ける大気の大循環と海洋表
層水塊の流れ



このように東太平洋と西太平洋・インド洋の海上から高層
にかけて、東西方向に大きな循環系ができている。エルニー
ニョが発生すると、東太平洋上の気圧が下がり、西太平洋の
気圧が上がる(図6)。そしてエルニーニョが終息すると、両地

域の気圧差は逆転する。このような大気の変動を南方振動
(Southern Oscillation)と呼んでいる。南方振動は大気の東西

循環の強さの変動によって引き起こされ、南方振動の発見者
であるインド気象局の長官であったウォーカーにちなんで、
ウォーカー循環と呼ばれている。このように海洋の変動と大
気の変動は密接に関連しあって、両方の現象を併せて
ENSO(EI NinoとSouthern Oscillationの頭文字をならべた略
語)と呼んでいる。

エルニーニョとは反対に、貿易風が強くなり東太平洋赤道
海域の海面水温が平年より低くなることがある。この現象を
ラニーニャ(La Nina; スペイン語で「女の子」の意味)と呼ん

でいる。エルニーニョとラニーニャは相互に数年間隔で発生
している(図7)。



図6 タヒチとダーウィンの気

圧は逆相関の関係

ペルー沿岸のカヤオの海面水
温が高い年(エルニーニョの年)
には、太平洋中・東部赤道域
の気圧が低く、西部では気圧

が高くなっている。

(マイケル・グランツ『エル
ニーニョ』(株)ゼスト, 1998)



図7 1970～1990年の南方振動指数とエルニーニョ(温暖)、ラニーニャ
(冷涼)の月平均値

(エルニーニョ年とラニーニャ年が垂直方向の線で示されている)
(Nicholls, 1993; マイケル・グランツ

『エルニーニョ』(株)ゼスト, 1998より)



モンスーンモンスーン

アジア大陸の気候システムの中核をなしているのがモンスー
ンである。モンスーン気候がもたらす多雨と高温は、南～東ア
ジアの稲作には不可欠であり、そこに住む30億人あまりの食生

活を支えている。アジアはモンスーンの恩恵を受ける「湿潤ア
ジア」と、中央～西アジアのように年間降水量が500mm以下
(農業に灌概が必要)の「乾燥アジア」にわけられる(図8)。

モンスーンとは元来アラビア語で「季節」を意味するモウシ
ムに由来し、「夏と冬、季節によって風向が反対に変わる風」
のことを言う。アラビア海では夏に南西の風が、冬には北東の
風が吹き、この風を利用して古くからアラブ人による航海が行
われていた。この風のシステムはアラビア海のみならずインド
洋からアフリカ東部を経てインド亜大陸に到る広い地域で認め
られ、インドモンスーンと呼ばれている。香料市場を求めイン
ド航路を開拓したヴァスコ・ダ・ガマは、モンスーンを利用し
てインドに到着している(図9)。



(倉嶋厚『モンスーン』河出書房新社,1972)

図8 アジアは年雨量500㎜のラインを境に、湿潤アジア(モンスーンア
ジア)と乾燥アジアにわけられる。植物の生育期問が120日以下の地域は

寒冷アジアと呼ばれている。



ケニアのモンバサを1498年4月24日に出港し、南西モン
スーンを利用してインドのカリカットに5月20日に到着し
た。逆に帰路は1498年の末にインドのゴアを出港し、北
東モンスーンを利用して翌年1月8日にアフリカ東海岸に

着いた。

日本や中国、韓国などの東アジアでは、冬には北西の
冷たい季節風が、夏には南東の湿った暖かい季節風が吹
く。また、6月から7月にかけて梅雨前線が停滞し、徐々
に北上していき、その後盛夏を迎える(図10)。8月中～下

旬、中国一ロシア国境のアムール河地域まで北上した梅
雨前線は南下を始め、9月末から10月初めに日本上空に秋
霖(雨)前線を形成する。アジアモンスーンの他に、サハラ

砂漠から西アフリカにかけて形成される北アフリカモン
スーンがある(図16)。



図9 ヴァスコ・ダ・ガマはアラビ
ア海を吹き渡るモンスーン(季節に
よって風向が反対になる風)を利用

してインド航路を確立した。

(倉鴫厚『モンスーン』河出書房新社, 1972を改作)



図10 東南アジアの雨期の北上と西アジアの乾期の南下。乾熱風①ス
ホベイ(最盛期6月)、②エテジア(6月～9月中旬)、③120日風(6月～9月中
旬)、④シァマール(5月～10月)、⑤カムシン(7月～9月) 。白い矢印は南
西モンスーン(湿風) (倉嶋厚『日本の気候』古今書院、1992)



モンスーンのメカニズムモンスーンのメカニズム

モンスーンの発生原因は夏と冬の大陸と海洋の温度差である。イ
ンドモンスーンの例を見ると、夏の大陸は暖められて大気は軽くな
り上昇し、対流圏下部に低気圧を、上部に高気圧をつくる。ヒマラ
ヤ・チベット山塊(平均高度約5000m)では、岩石が太陽放射によっ

て直接暖められ、山塊と同じ高度の大気に比べ高温になり、この山
塊上に低気圧の中心が形成される(図11)。また赤道収束帯は北上し、

インド亜大陸上に達する。この低気圧に向かって、南半球にあるイ
ンド洋上の亜熱帯高圧帯から大気が流れ込む(図12)。南半球では南

東の風となりアフリカ東岸に吹きつけるが、赤道を越えると転向力
によって南西の風となってアラビア海をわたり、ヒマラヤ・チベッ
ト山塊に吹き込む。ヒマラヤにぶつかった大気は南斜面に沿って急
上昇すると同時に、凝結熱を放出し大量の雨を降らせる(図14)。凝

結熱の放出によってヒマラヤ・チベット山塊上空はさらに高温にな
り、モンスーンによる南北循環が強化される。その結果、ヒマラヤ
からインド洋の高層には強い偏東風が吹く 。また、ヒマラヤ・チ

ベット山塊の北斜面にかけては、高温で乾燥した下降気流によりタ
クラマカン砂漠が形成される。この気候システムが中央アジアから
アラビア半島に至る乾燥した西アジアをつくり出している。



図11 北緯32.5°に沿う

平均気温の偏差の分布
(各高度での経度平均から

の偏差) 

アジア大陸の上空には、
夏期に大きな高温域が、
冬期に大きな低温域が広
がっている。斜線部分は
低温域を示し、Wは高温
域、Cは低温域の中心を
示す。等値線間隔は2℃。
Hは高気圧、Lは低気圧

を示す。

(村上多喜雄『モンスーン』東京堂出版, 1986)

夏期

冬期



図12 モンスーンアジアの夏の

気圧配置と風系。

(山本武夫『アーバンクボタ10号』(株)クボタ,1974)

図13 モンスーンアジアの冬の

気圧配置と風系。



図14 夏のインドモンスーンと大気の大循環モデル(東経90°に沿う)

(村上多喜雄『科学第63巻第10号』岩波書店, 1993を改作)



冬、大陸は冷やされ大気は重くなり下降し、対流圏下部に高気圧
を形成する。ヒマラヤ・チベット山塊は雪と氷におおわれアルベド
は高くなり、地表面が受ける太陽エネルギーは減少するのでますま
す冷却される(図11)。シベリアの平原上の冷たく重い大気は、ヒマ

ラヤ・チベット山塊という障壁があるために南下することができず、
巨大なシベリア高気圧が出現する。一方、赤道収束帯は、マダガス
カルからインドネシア付近まで南下する(図13)。この低圧帯に向

かって、アジア大陸上の高気圧から吹き出す風が北東モンスーンで
ある。

プレ・モンスーンの時期にジェット気流はヒマラヤの南縁を流れ
ているが、冬から夏にかけ赤道収束帯が北上し、周極偏西風帯は縮
小する。それにより、ジェット気流の位置がヒマラヤ・チベット山
塊の北側にジャンプする(図15)。これに対応して、モンスーンが始

まる。また、この山塊の北側から流れ出した寒冷な大気の流れと南
側の暖かい湿った大気が、中国東部から日本付近で合流し、梅雨前
線を停滞させている。したがって、冬にヒマラヤ・チベット山塊上
の降雪量が多い年には融解が遅くなり、チベット高原が熱源となる
のが遅くなる。その結果、モンスーンの開始は遅くなり、モンスー
ンによる降雨量は減少する。



図15 夏の梅雨開始期と梅雨末期における亜熱帯ジェット気流の位置の変化

(小倉義光『大気の科学』日本放送出版協会, 1968)



北アフリカモンスーンにおいて、ヒマラヤ・チベット
山塊の役割を果たしているのはサハラ砂漠である。ま
た・インド洋に相当するのが赤道大西洋である(図16)。

夏、北半球のサハラ砂漠上空では、南方の赤道収束帯
に向かって北東の貿易風が吹いている。一方、南半球の
亜熱帯高圧帯からは、北半球の赤道収束帯に向かって南
西の風が吹く。冬、サハラ砂漠の上空は冷却され、高気
圧となって南下した赤道収束帯に向かって北西の風が吹
きつける。また南半球の亜熱帯高圧帯からは南東の風が
吹きつける。

このようにモンスーン気候が成立するための条件は、
亜熱帯から温帯にかけて大陸が分布し、赤道地域には海
洋が分布することで、冬と夏に大陸と海洋の温度差が大
きくなることである。



図16 サハラ砂漢と熱帯収

束帯の間の気圧較差によっ
て生じている北アフリカの

モンスーン

(Griffiths, 1972)



エルニーニョとモンスーンエルニーニョとモンスーン

ウォーカーは、豊作か凶作かその年の作柄を決定づけるモン
スーンの降雨量を予測するために、世界各地の地上気圧の相関関
係を調べ、南方振動という現象を発見した。すなわち、インドネ
シアからインド洋にかけてのモンスーン地域とエルニーニョが発
生する東太平洋の熱帯地域の気候システムが相互に関係している。

地球上の遠く離れた地域間で、天候が同期して変動する現象を
テレコネクシヨンと呼んでいる。エルニーニョの年に日本では梅
雨明けが遅くなり、冷夏で暖冬になる傾向があることが知られて
いる。また台風の発生数が少なくなり、日本に襲来する台風の数
も減少する傾向にある(図17)。例年、台風発生の場となっている

西太平洋の低気圧がエルニーニョの年には東に移動するため、台
風の経路は東よりに変化し、モンスーンの風は強化される。これ
は東太平洋赤道域の海面温度が上昇したことにより西太平洋の海
面水温が例年より低くなり、台風発生に必要な平均海面水温28℃
以上の海域が東に移動し、北太平洋の高気圧の中心が東に移動し
た結果引き起こされた現象と理解されている。



図17 エルニーニョの年(*)には台風の発生数が減少する傾向がある

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



エルニーニョが発生した年には、インドや東南アジアで
モンスーンの降雨量が少なく、干ばつが起こった例が多く
報告されている。上記のように、モンスーンが弱い年には
ヒマラヤ・チベット山塊に積雪が多く、大陸が充分に暖ま
らず、大陸上の低気圧の発達が弱いことを意味している。
その結果、アジア大陸とインド洋あるいは太平洋との間の
熱(気圧)のコントラストは弱くなり、貿易風が弱くなってエ
ルニーニョ発生の引き金となったことが考えられる(図18)。

逆にアジア大陸が非常に暖められれば、大陸上には強い
低気圧が発生し、それに向かって強い東風が吹くと考えら
れる。このようにエルニーニョやモンスーンなどの気候シ
ステムは、大気と海洋と大陸が連動して形成されていると
考えられる。



(Lukas & Webster, 1992)

図18 通常の年とエルニー

ニョの年の暖水塊の位置と
貿易風・モンスーンの関係

(高気圧と低気圧の位置の移

動に伴い、ジェット気流の
パターンが変化する)



人類の出現とアフリカ地溝帯人類の出現とアフリカ地溝帯

猿から進化した類人猿、ゴリラ、チンパンジー、ボノボ、
オランウータンは、現在アフリカや東南アジアの熱帯雨林に
生息している。これら類人猿は2千数百万年前に全盛期を迎え
たが、800～700万年前に起こった地球規模での急激な乾燥化
に適応進化し、約500万年前に猿人(人と類人猿の中間的な性質
をもつ)が生まれたと考えられている。その第1の証拠は、ミト
コンドリアDNAの分子時計を使って、現代人とチンパンジー
が約500万年前に分岐したと推定されていることである。また、
エチオピアから発見されたラミダス猿人の骨が約440万年前の

ものであることも、その証拠とみなされている。

類人猿と人類は約500万年前にわかれて、別々の進化の歩み

をたどる魅力的な仮説が、フランス人の自然人類学者コパン
によって提唱されている。「イーストサイド物語」と名づけ
られたこの仮説によると、人類の発生はアフリカ大地溝帯の
形成と気候の乾燥化が引き金であったとされている。



アフリカ大陸で標高1000m以上の山地は、南アフリカから

エチオピアにかけて分布する大地溝帯に沿って分布している
(図19)。この山地の西側には、大西洋からもたらされる降雨
によって(図16)、広大な熱帯雨林のジャングルが広がってい

る。一方、キリマンジャロやケニア山などの西側隆起帯を境
に、東側には乾燥した熱帯サバンナが広がっている。そして
熱帯雨林地帯にはチンパンジーやゴリラなどの大型類人猿が
生息しているが、大地溝帯から東側には生息していない。一
方、人類の祖先と見られる猿人や原人はみな大地溝帯とその
東側のサバンナから発見されている(図19、20)。

エチオピアからタンザニアにかけての東アフリカ地溝帯は、
約2000万年前に形成され始め、1000万年前頃いったん休止し

た後、再び地溝形成活動を始めている。このときに西側隆起
帯が形成され、大西洋からの湿潤な空気は遮られ、その結果、
大地溝帯とその東側の地域の乾燥化が始まった。



それまで熱帯雨林のジャングルに住み、果実などの豊かな
食糧を採取して樹上生活をしていた類人猿は、乾燥化に伴う
森の縮小によって樹木から降り、草原での生活を強いられた。
ジャングルの中では一本の木にたわわに実がなっているが、
草原では広い範囲に散在しているので、あちこち移動する必
要になり、類人猿は直立二足歩行をするようになった。また、
ジャングルの中で軟らかい果実や草木を食べていたときは、
臼歯は小さく、エナメル質も薄かった。ところが草原では草
木の根を掘り、土混じりの根っこや硬い豆などを食べるよう
になった結果、エナメル質の厚い、大きな臼歯をもった。エ
チオピアのオモ川地域の発掘調査によると、400万年くらい前
の地層からは24種の樹木花粉が同定されたが、百数十万年前
の地層からは11種しか見つからず、草本花粉に対する樹木花
粉の割合は1/40以下に減少している。乾燥化による植生の変

化に伴い、動物も茂みに生息するものから、草原性のサバン
ナに適応したウマやレイヨウなどへと変化したことが、化石
の証拠から報告されている。



800～700万年前に地球規模で発生した乾燥化は、イ

ンドモンスーンの開始期に対応しており、それはヒマ
ラヤ・チベット山塊がその頃には、現在に近い高度に
達していたことを意味している。対流圏にそびえ立つ、
この巨大な地形的高まりがアジア大陸中央部に出現し
たことが、世界の乾燥化をもたらしたという仮説が提
唱されている。気候モデルを使った数値シミュレー
ション実験の結果は、ヒマラヤ・チベット山塊の出現
により、確かに乾燥化が進んだことを示している。ア
フリカではその頃大地溝帯が形成され、東アフリカの
乾燥化が促進された。さらに、250万年ほど前から始
まった地球全体の寒冷化と乾燥化(北半球氷床の形成開
始に対応)に適応することによって、人類は進化すると
同時に地球上に広がっていった。



図19 アフリカの地形・気

候区分と人類の発生・進化

(Ruddiman, 2000を改作)



図20 東アフリカを南北に走る地溝帯と西アジアを南北に走る死海地

溝帯に沿って初期人類の化石産地・遺跡の分布
(馬場悠男『ホモサピエンスはどこから
来たか』河出書房新社, 2000を改作)


