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１． はじめに

　人類が与えられた気候に対して、自らを変え
て対応していく働きを「気候順応」といい、生物が
環境に対応して自らを変えていく作用を「適応」と
いう１）。人間という生物の気候に対する適応が気
候順応ということである。ところが、時期や場所
など特定の環境下で、適応や順応がうまくいかな
い人がいる。特定の季節に限って天候の変化に適
応できない人が、まず精神的ストレスを招き、次
に肉体的異常を訴えるようになる。前者のような
例の一つとして「うつ病」があり、それに伴う自殺
や、喧嘩、交通事故が発生しやすいという意味で
うつ病も一種の季節病とみなすことができる。病
気の発生頻度や症状の程度が季節に左右される場
合、これを季節病というが、日々の急激な気象の
変化や、移動に伴う急激な気候の差が関わってい
るとすれば、気象病とも気候病ともいえよう。
　季節病や気象病は、すでにヒポクラテスの時代
から知られていたとされ、彼の言葉「夏に調子がよ
いか逆に病気になる者がいる一方で、冬に調子が
よいか病気になる者がいる」から伺える。それは一
般の心身ともに健康な人たちの一般感情であり、
「季節性感情障害SAD(Seasonal Affective Disorder)」
となると、食欲不振、睡眠不足、登校拒否などを
訴える。アメリカの一部の精神科医らは、むしろ
うつ病の人たちの「体内時計」は普通の人より進歩
していると、臨床結果から唱えている２）。

　季節の変化でもっとも決定的な要素は、気温や
湿度ではなくて、光の多少であるという季節性感
情障害者の報告例がある。曇りの日や嵐など悪天
候が続くと気分が悪くなり、太陽が出ていると気
分が良くなるというふうにである。アイスランド
では、すでに中世の叙事詩の中に、日の短いとき
に起こるうつ病のことがうたわれていたとされる
し、ノルウェーでは、すべての病気は暗くて陰気
な天気のせいだとも言われている。
　稲葉３）によると、人間の精神状態が気候の影響
を受けることは誰もが認めることではあるが、気
候が精神障害の発生にどのように関連しているか
という実証的研究は少ないという。精神疾患の新
入院患者数に関する月別資料に基づく調査では、
春先から夏にかけて多くなるとされている。この
ことは社会的な影響の異なる国でも、北半球と南
半球でもほぼ同じであるという。
　すでに1952年から医学気象予報を実施している
ドイツでは、その予報項目、すなわち「気象が影
響する障害」としてうつ病に関連する「過敏」「倦怠」
「集中力」「ノイローゼ」「抑うつ症」などと並んで、
「事故」「交通事故」「仕事上の事故」なども気象と関
連させて予報の対象にしているのが注目される４）。

　本稿では、気象変化を起因とする季節性感情
障害により引き起こされたと思われる自殺や交通
事故、あるいは軽犯罪などの発生件数と気象要素
との関係について、統計的に考察してみた。気象
と自殺の関係については欧米ではすでに19世紀

気象・季節の感情障害への影響

福岡　義隆
（立正大学地球環境科学部）

摘　　要
　うつ病を季節性感情障害の１種と考え、気象変化を起因として引き起こされ、その
結果として自殺、交通事故、あるいは犯罪などの発生件数に反映されているとの考え
から、それらの間の直接的間接的な関係について考察した。国内外の諸事例を文献的
に展望し、具体的な調査事例としては埼玉県及び熊谷市における自殺、交通事故、犯
罪、それぞれの発生件数と各種の気象要素との関係について統計的に検討した。その
結果得られたことは、自殺件数と降水量と不照日数とは比較的相関が良く、季節性は
認められるが、全般的には気象との相関係数は低い。外国ではフェーン現象時などの
不快な条件下で交通事故が多発する傾向があるとされているが、日本（埼玉県）ではあ
まり明確でない。日本においては、気象などの自然環境より社会的環境や行事などの
季節性と関係がありそうである。犯罪については夏季に多いということから、高温多
湿という不快指数の高いときに攻撃性犯罪が多発する傾向が見られた。

キーワード：うつ病、季節性感情障害、交通事故、自殺、犯罪



222

福岡：気象・季節の感情障害への影響

223

地球環境 Vol.８ No.２，221－228（2003）

から研究がなされているが、日本生気象学会では
1980年代初頭までは殆ど研究例がない。やがて
江頭和道５）－７）らによって自殺の季節変動性と気
象要素との関係についての研究が発表されるよう
になってきた。特に日照時間と自殺の季節変動に
は有意な相関があることなどが指摘されている。
交通事項や犯罪と気象との関係となると口頭発表
ですら皆無である。そこで、本稿では一地方の事
例ではあるが、埼玉県内おける感情障害に伴なっ
て起きたであろう自殺、交通事故、犯罪などの発
生件数と各気象要素との関係について統計的解
析を行い、その結果の一部について考察を試み
た８）。

２．自殺件数と気象と精神状態の関係について

　地球環境全体が都市化を邁進しつつある昨今、
気象などの自然環境の急激な変化のみならず、社
会環境の悪化についていけない体質や性格の人も
少なくない。後者のタイプの人でも常に社会的圧
迫感に苛まれているわけではないが、より悪化さ
せるトリガー作用的に気象状態の急変などで心身
ともに落ち込んでいくことがある。その帰結の一
つに自殺という手段を選んでしまうのであろう。
言うまでもないことであるが、そういう状況に追
い込んでしまう社会的環境として、職場でも家庭
でもなんらかの理由で孤立化し、核家族化以来、
対話どころか心と心の触れ合いの場も急減してい
るのが現状であるから、うっとうしい天気が続く
と益々精神的にまいってしまう。統計上、自殺件
数のなかには種々の天気状態下で発生しているに
は違いないが、白日晴天の下では考えにくいもの
もある。感情障害との関連で、自殺の季節変動に

は国際的に共通した傾向、すなわち春から夏にか
けてピークがあり、冬は少ないという傾向がある
という３）。

　自殺による年間死亡率は1988年以降日本全国
で３万人を超えており、後述する交通事故数の
３倍以上に相当している。本稿では事例研究とし
て筆者の指導下で進められた根来美紗子８）の研究
成果の一部を紹介することにした。平成12～14
年のほぼ３ヵ年について埼玉県警察本部生活安全
課がまとめた月別自殺件数資料を用い、気象官署
（熊谷地方気象台）の気象データとの関係を調べて
みた。気象要素としては、気圧、気温、蒸気圧、
相対湿度、雲量、風速、日照時間、降水量であ
り、気候指数として不快指数を気温と相対湿度か
ら求め、これとの関係も解析してみた。
　各年における月々の自殺件数と各種気象要素、
および不快指数との相関係数を求めてみた結果
（図１）、平成14年度の降水量との相関係数は
0.522（曲線相関）とかなり大きい。次に比較的大
きい平成12年度の不照日数との相関0.370（直線相
関）を除いては、全体的に気象との相関は低い。
雨の日、あるいは日が照らない日は普通の人でも
気分が優れないものである。ましてや季節性感情
障害者であれば、うっとうしい曇りがちか雨の日
にはかなり落ち込みやすい状況にあると思われる
が、現実にはどうであろうか。自殺の原因として
県警がまとめたものによると精神障害によるもの
が29％、病気を苦にしてのものが24％、経済生
活問題によるものが22％で上位を占め、次点は
職務上の問題によるものである。前二者はまさに
心身の病で、季節性や気象に直接間接に関わって
いることは充分考えられる。後二者はライフスタ
イルや職場での仕事などの季節的推移に関係し、

図１　自殺件数と降水量の関係（埼玉県）.
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それがたまたま気象条件と重なった時、自殺行為
の引き金作用となることもあり得る。もちろん今
日の複雑化・深刻化している経済・社会環境が気
象とは無関係に精神障害を招いているようには見
えるが、心の病を死に追いやるか否かの瞬間に気
象条件は微妙に反映しているかも知れない。
　今日ほど複雑・深刻でない時代や、地方にお
いて、かってフェーン現象時にうつ病などの精神
障害者が増え、自殺や交通事故、犯罪が増えると
いう事例は国の内外で少なくない。例えば、カリ
フォルニアのサンタ・アナ、カナディアン・ロッ
キー颪のシヌーク（シヌック、チヌークともいう）
という一種のフェーン現象下で、山麓都市の自
殺や事故、犯罪などが増えるという報告がある。
この種の乾いた熱風が吹き降りてくると、さま
ざまの抑うつ症状を引き起こし、精神状態を不安
定にするとされる。神経を過敏にさせたり、落ち
着きをなくし、無気力にさせたり、気分を沈みこ
ませたり、全身を衰弱させるともいわれる。熊谷
市が何故、ときに日本一高温になるかで問題にさ
れるのは、単に内陸にあるというだけではないら
しい。西方にある秩父山系から吹き降りる一種の
フェーンによる高温化も成因の一つと考えられて
いる。規模はカナディアン・ロッキーほどではな
いにしてもシヌークと類似の現象で、人々の心身
にも影響を与えている可能性は否定できない。そ
の上、日本の気候は湿度も高いので蒸し暑さをも
伴い、不快指数が高いのも不愉快な思いをつのら
せる原因でもあろう。
　気温や湿度などのも影響因子には違いないが、
フランスの社会学者エミール・デュルケームは、
日照時間と自殺発生率に深い関係があると指摘し

ている。彼によると日照時間が短いと他人との交
際時間が関係してきて自殺発生を促すという２）。

　埼玉県の場合も不照日数と正比例の関係にあ
る。フェーンは気温を急上昇させると同時に、
大気中のプラスイオンを増加させ、人々を短気
にさせる効果も働くという。また、江頭７）らによ
ると、冬の日照時間がきわめて少ない北海道や北
陸地方では、自殺率と日照時間との相関が高いと
いう。日照時間が増えると自殺率が増加するとさ
れ、抑うつ気分や衝動性が日照時間と関係してい
ることが示された（図２）。
　自殺とはいかないまでも、五月病といううつ病
も日本の季節病的なものである。日本における自
殺のピークは５月とされる。わが国には五月病と
いうものがあって、４月入学・４月新入社員・４
月転勤という社会環境の急変に伴う精神的ストレ
スが原因の病気か、自殺と考えられている。自殺
のピークが５月から６月にかけて発生する傾向は
わが国だけに限らず、西欧でもほぼ同じころピー
ク期を迎えるという。かつての国際自殺学会会長
のステンゲル博士（英国）によると「自殺頻度には
規則正しい季節変動がある。予期に反して、自殺
のピーク期は、自然が一番めりこんだ秋や冬では
なく、自然が最高に力を発揮して生命の躍動を感
じる春と初夏である。つまり自殺は、１月から漸
次ふえ、５月から６月にピークに達し、７月はじ
めに低下し始める。ただし、秋にピークが見られ
るときもある。南半球では、それに相当する月が
12月と１月初旬である。」と述べている。そのあ
とに「自殺頻度の季節的増加はいまもって神秘の
謎に包まれているが、うつ病は１年中で春が一番
多いという報告が少なくない」と続く９）。

図２　日照時間と自殺の関係.
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３．交通事故と気象と精神状態の関係

　交通事故と気象条件との間には陸上、海上、
あるいは航空交通を問わず密接な関係にあること
は、これまでの研究報告書にも散見される。しか
し、そこにもう一つのファクターとして精神的な
面がどの程度関わっているかということになると
かなり難しい。自殺の項でも触れたように、気象
に急激な変化に順応しにくいタイプの精神障害者
が車を運転していたりする場合に、事故を招いた
り、あるいは歩行中に事故を避けられない状態に
置かれることも考えられる。
　本稿では、まず交通事故件数と気象との単相関
から見かけ上の因果関係を見てみよう。交通事故
に関するデータは、埼玉県警察情報公開センター
保有の分で、交通事故日報、警察署別交通事故発
生状況などである。ここでいう交通事故とは、道
路上において、車両、路面電車、及び列車（軌道
車）の交通によって起こされた人身事故と物損事
故を指す。人身事故で人の死傷を伴うか否かは、
たとえばシートベルトの着用の有無など、不用心
などのさまざまな状況にも左右されるし、運のよ
うなものもあろう。物損事故の場合も大同小異で
ある。ここでは、人身事故件数と物損事故件数を
合計した事故総数をデータとして使用している。
月別交通事故発生状況に関して最近10年間の傾向
としては、年々増加していることと、晩秋から冬
にかけての事故の増加がみられる。年間で最も事
故数の多いのは12月であり、２番目の極大は８月
にみられる。このような季節的変化には、極寒と
酷暑の気象的なファクターもあるだろうが、社会
的活動の季節的パターンが強く影響していると思
われる。飲酒運転などの悪質な違反に伴う交通事
故が少なくない事実からも伺える。気象現象によ
る精神的ストレスなどは年変化のトレンドには現

れていないが、皆無ではない。自殺件数にも現れ
ているフェーン発生時などは、心の不安定などが
交通事故にも影響しているという報告は欧米に多
く見られるという。月別の交通事故件数と気象の
関係では、日照時間が多少強い相関があり、光
に負相関が、暗さに正相関がみられたことと、
降水量とは正の直線相関があることも確認でき
た（図３）。
　次に日別の交通事故発生状況をみてみよう。
毎日の事故発生数と気象との関係を考察するた
めに、2002年１年間について調べてみた。交通
事故発生件数とその日の気象条件との関係を調べ
るに際して、社会的・文化的な要因なども影響し
ていることは予想される。ライフスタイルの影響
や事故発生者の心理的状況なども複雑に関係して
いることも考えられる。休日や祝日などの、たま
たまのサンデードライバーによる事故数が相対的
には多くなる可能性はある。また、大型連休やお
盆休み、年末年始、学生の休暇時期などは、平素
と異なる筈である。これらのことを明らかにする
ためにも曜日を考慮して事故発生の傾向をみてみ
たが、予想に反してそれらの影響は見られなかっ
た。
　毎日のデータによって年間通しての傾向をみ
ると、交通事故数は不規則に増減を繰り返して
いるが、全般的には月別の変化傾向に類似して
いる。365日の事故発生件数のヒストグラフでみ
ると、約500件／日の日が多数を占め、600件以
上と430件以下が全体の約15％に相当しており、
特に多い日と少ない日が比較的はっきりした傾
向を示している。すなわち、事故件数の少ない日
は年始（１月）、５月、７月で、多い日は年末（12
月）、11月、３月末となっている。９月と６月は
割に安定した推移を呈している。天気との関係を
天気分類毎に月々と年全体の傾向をまとめてみた

図３　交通事故件数と降水量の関係（埼玉県）.
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（関連図表省略）８）。雨の日が最も交通事故が多い
のは予想通りであったが、次に多いのが晴れの日
であるのが注目される。そのことは特に12月の
雨の日と晴れの日に顕著に見られる。また、晴天
とか雨天というよりも、それらの天気の急変時に
交通事故が多発している。このことは気象の急激
な変化の時に病気が増えるというのと類似してい
て、生気象学的にみて興味ある事実である。ぐず
ついた天気が続いた後の晴れの日や、大雨後の晴
れの日に、交通事故が急増するというのは、心理
的な開放感や天気変化への不適応が背景にあると
考えられる。12月の降水には雪の日における路
面凍結による交通事故も少なくない。もちろん、
運転には夏の蒸し暑いときなどは、注意力・判断
力・決断力など心理状態も交通事故に反映される
ことは言うまでもない。
　気象との直接的な関係ではないが、交通事故が月
齢と関連があるという研究や報告もある。それも精
神錯乱者が起こす交通事故である。医学博士Arnold 
L. Lieberは彼の著書The Lunar Effect10）の中で次のよ
うに紹介している。すなわち、交通事故死は上弦と
満月の間にピークがあり、次は下弦のころにピーク
があったという（図４）。アメリカ・フロリダ州にお
ける精神科への外来患者、交通事故死、月齢三者の
間にはわずかながら相関があるらしいことは、図か
らも明らかである（図５）。事故を起こしているのが
精神錯乱者であることから、交通事故死の多くは自
殺とも考えられている。交通事故か自殺かは、破
壊しようとする攻撃欲求が自己に向けられたか、他
者に向けられたかの違いとしている。そして人間の
攻撃性には約１ヶ月の周期があり、月齢と一致した
生体リズムがあるからと考えられている。類似の研
究が日本の高速道路警察隊員の黒木月光氏によって
も明らかにされていることが松村賢治11）によって紹
介されている（図６）。全国の高速道路警察隊から

10年間におよぶ600万件ものデータに基づいたコン
ピューターによる解析というから、かなり信憑性の
高い調査研究結果と言える。その結果の一部である
グラフとともに結論を紹介しておきたい。それによ
ると、
（１）死亡事故に至る大事故は「暴走型」で、月の引

力の影響が大きい満月と新月に集中している
（理由：緊張状態が高まるとイライラ感情も
募って人は攻撃的になる。そのため信号無視
やスピードの出しすぎなど、無謀な運転が誘
発される。）

（２）人身事故という「うっかり型」は、月の引力
が最小となる上弦・下弦に集中している（理
由：緊張状態が緩むと精神的にも弛緩し注意
力が散漫となる。）

　いずれにしても興味ある結果を得ているが、
月の引力が気圧や大気の潮汐現象に関わっている
ので、間接的には気象にも関係ありそうに思われ
る。埼玉県、あるいは関東地方レベルでも詳細な
調査を試みてみたい。

図５　精神科患者数、交通事故死数と月齢の関係.図４　全国の過去10年間（1982～91年）人身事故（黒木）.
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４．犯罪件数と気象と精神状態の関係

　かなり古い研究事例であるが、1854年のロン
ドンにおける各月の犯罪件数と気温とが相関が
良いということが示されている。寒冷な冬季に犯
罪は少なく、暑い夏に多くなる傾向にある（フィ
リップ12））。佐々木13）によると、人を対象とする
犯罪は確かに夏に多いが、物に対する犯罪は冬に
多いという興味深いことを述べているが、具体的
で定量的な資料は提示されていない。
　そこで、本章でも埼玉県警のデータにより犯罪
総数と気象データとの関係を考察してみる。月別
の犯罪件数と気象との関係では、気温と不快指数
と犯罪との間には正の相関、風速とは負の相関、
降水量と湿度との間には正の相関があることが分
かった。これらのことから、暑さ寒さの体感に関
わる気象要素との間に関係があることが分かる。
　犯罪にも各種あり、凶悪犯罪の件数とは不快指

数が興味ある関係を示しており、相関係数も比較
的高い。冬と夏に少なく、春秋に多い傾向が見ら
れる。窃盗犯については、相対湿度と正の相関、
風速とは負の相関がやや高く、体感気候がやは
り関わっていると思われる。風俗犯についてもほ
ぼ同様の傾向が見られ、相対湿度との相関係数は
0.714とかなり高く、気温とも0.644と高い相関を
示している。すなわち、高湿高温ほど風俗犯が増
えるようである。いずれにしてもジメジメした不
快な状態が心理状態をも悪化させ、犯罪心理を増
長する可能性が考えられる（図７）。
　アメリカにおける「性的暴力と季節の果たす役
割」という論文では、７月と８月にピークがある
という解析結果を導いている。このピークは暴行
事件のピークとも一致するという。強盗は11月
と12月にピークがあり、殺人にはピークは見ら
れない。男性ホルモンであるテストステロンは季
節変動を示し、夏にピークがあるという。このホ
ルモンは人間においても動物においても攻撃行動
に影響を及ぼすことが知られている。温度という
気象要素のもつ必要性に注目したこの論文には強
い反論があるらしいが、それに対して家庭内暴力
の発生も夏にピークを迎え、それが気温のピーク
に一致していることを実証している。筆者らの本
研究でも衝動的・生理的な欲求に強く結びつく犯
罪の方が、気温との関係が強く出たのは注目すべ
きことと思う。
　なお、明白な精神障害者による犯罪の割合は統
計的には多くはない。ただ、精神疾患別の搬送件
数の研究における精神分裂病の季節変動と、本研
究での強盗の季節変動が、似たパターンを示して
いることは興味ある事実である。
　交通事故の項でも触れたように、アメリカや

図６　全国の過去10年間（1982～91年）死亡事故（黒木）.

図７　風俗犯件数と平均相対湿度の関係（埼玉県）.
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カナダでは、暴力事件と月齢とに関連があり、特
に精神疾患者に関係が深いという研究調査がある
10）（図８）。『月の魔力』に紹介された研究結果を参
考までに概要を紹介しておく。
（１）強姦やひったくり、暴行、強盗、窃盗、自

動車泥棒、家庭内暴力、酒乱などの頻度がす
べて満月時に増加傾向がある。──シンシナ
ティ州

（２）精神病院への入院数が新月より満月のときに
増加──テキサス州

（３）女性の精神科外来患者を調べた結果、自傷
行為に月の周期が関わっている──カナダな
ど。

５．あとがき

　人間の精神状態が、その土地の気候の影響を
受けるというのは自明のことである。特に気象の
急激な変化や極値の気象条件に反応できず、心身
ともに異常を訴えるようになることも、いろいろ
な事例から分かってきているが、明確なメカニズ
ムについては実証例が極めて少ない14）－17）。欧米
では比較的取り上げられてきたが、わが国ではご
く稀である。したがって本研究のように医学の専

図８　暴行件数、自殺件数と月齢の関係.

表１
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門的調査機関における資料ではなく、警察署の自
殺や犯罪、事故などの資料と気象要素との関係か
ら統計的に推測するしか手段がないのが現状であ
る。目下、温暖化に伴って急増している熱中症な
どについても、消防署からの急患搬出統計に頼ら
ざるを得ない。
　本報告でも個人情報入手の極めて困難な精神
障害（うつ病など）と気象との直接的な関係を追求
するのは難しいので、精神的障害が自殺や交通事
故、犯罪を引き起こす確率が高いだろうとの想定
のもとにまとめたものである。今後、もっと具体
的な症例と気象との関係を多くの資料に基づいて
考察していかねばならないと思われる。
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