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興味の尽きない天文と気象 

 
青森県気象予報士会会長  田嶋 研逸 

気象にかかわる仕事をしている人の中には、

天文に興味を持っている（持っていた？）人が

結構いるようです。私もその中の一人で、小学

校の頃から天文に興味を持ち、兄が持っていた

塩ビ管製の屈折望遠鏡で月のクレーターを眺め

ていた記憶があります。その後、家にあったレ

ンジファインダーのカメラで星座写真を撮りは

じめました。はじめ現像というものを知らなく

て、撮り終わったフィルムを引っ張り出し、何

も写っていないとがっかりしたものでした。当

時撮影した四つ切り版のオリオン座が、家のど

こかに眠っているはずです。       

私が住んでいた町の書店には天文関係の本が

ほとんど無かったように思いますが、月刊誌の

「天文ガイド」は数冊立て掛けてありました。

発売日が待ち遠しく、その日が来ると１２０円

（と記憶していますが）を持って書店に走った

ものです。この雑誌の中には天体写真のコーナ

ーがあり、気に入った写真は切り取っていまし

た。特に星雲や星団は神秘的な美しさを放ち、

引かれました。 

天文の世界ではアマチュアの裾野がたいへん

広く、彗星探索の分野などで以前からその活躍

が話題になったりしています。これに比べ、気

象の世界ではアマチュアで深入りしている人は

まだまだ少ないように思います。気象はあまり

に身近で現実的な現象だからでしょうか。気象

も天文に劣らず未知の事柄がたくさんあり、興

味の尽きない分野だと思います。青森県気象予

報士会が中心となって、気象に興味を持つ人た

ちを青森県内に増やすため、積極的に話題提供

をしていきたいと考えています。 

先日、三沢の航空科学館でスペースシャトル

から写した地球の写真を見ました。地球表面を

覆う青くぼんやりとした、ごく薄い大気に守ら

れていると思うと、この美しい地球は戦争や大

気汚染などでたやすく破壊されてしまうのでは

ないかと感じました。今こそ宇宙空間から地球

をのぞむ宇宙飛行士の感覚を皆が持たなければ

ならないのではないでしょうか。 

 

木村会員が試験に合格！ 
平成１５年８月に実施された「平成１５年度

第１回気象予報士試験」で木村マリ子会員がみ

ごと合格されました。おめでとうございます。 
（本号に、合格体験記を掲載しています。） 
元々、理系とは縁のない環境から受験を志し、妊婦と

いう状況下で合格されたことは、生涯の思い出となるこ

とでしょう。今後は指導する立場として活躍されること

を期待します。 

 
平成１５年度定期総会で 

役員を一新 
 
去る４月２６日（土）、青森市において平成

１５年度青森県気象予報士会定期総会を開催し

た。総会では、１４年度決算、１５年度予算案

ならびに１５年度事業計画案などが審議され、

可決された。また、役員構成を一部変更し、人

事も一新した。 

平成１５年度役員は以下のとおり 
会 長 田嶋 研逸（㈱吉田産業海洋気象事業部） 

副会長 児玉 安正（弘前大学 理工学部） 

副会長 岩井 弘樹（青森地方気象台） 

副会長 岡前 憲秀（青森県庁 道路課） 

幹事（会計） 金田 浩治（中日本航空（株）） 

  同    伊藤 宏幸（㈲アップルウェザー）  

 



快陸風  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 幹事（行事） 山田 耕司（青森県林業試験場） 

 同    林 信二（㈱吉田産業海洋気象事業部） 

幹事（勉強会）舘山 龍彦（くどう歯科医院） 

同    桑嶋 克幸（青森県人事委員会） 

幹事（編集） 一戸 將人（○財全日本労働福祉協会） 

  同    木村マリ子（青森地方気象台） 

会計監事  吉田 篤（㈲アップルウェザー） 

 

定期総会 懇親会 風景 
 

  

 
  

 
 

 

 

 

 私の合格体験記 
木村 マリ子

 
予報士勉強会の仲間入りをさせてもらってから

早４年、やっと気象予報士試験に合格することが

できました。 
縁あって「気象」の仕事に就いた私ですが、

元々は気象の「き」の字も知らない初心者。学生

時代、高２からは理科、高３からは数学の授業が

なくなるクラスで、「理系」とはほど遠い生活を

していました。就職して「これではいけない！」

と思い気象の勉強を始めたのですが、本を開いて

も分からない単語と式のオンパレード！なかなか

はかどりませんでした。仕事をこなすことだけで

精一杯なこともあって、本を開くことが少なくな

っていったときに、予報士勉強会のことを知りま

した。勉強会に参加するようになって「予報士試

験の受験」という目標ができ、理解できないこと

を詳しく教えてもらい、勉強が急に進むようにな

りました。 
私の勉強法ですが、「過去問題を極めれば合格

する！」との言葉を信じて、ある程度テキストを

理解してからは、過去問題を繰り返し勉強しまし

た。試験会場にも過去問題を持って行き眺めてい

るだけでしたが、だいぶ落ち着いて受験できたと

思います。 
最初の何回かは全滅で、学科一般が合格できて

も、学科専門が合格できたときには一般の免除期

間が終わってしまい、また受け直しということが

何度かありました。今回の試験では、実技試験の

みの受験になり気が楽だったのですが、私の妊娠

が分かり（試験のときは妊娠７ヶ月で、試験中も

解答を教えてくれようとしているのか、ボコボコ

動いていました）今回の試験が最後の受験になる

こともあって、今までにはなかったプレッシャー

がありました。この緊張感がよかったのか、（妊

婦はツイてるからなのか、）継続は力なりだった

のか、８回目の受験でやっと合格することができ

ました。 
気象予報士会の方々には、ご指導やアドバイス

をいただき感謝いたします。ありがとうございま

した。これからは試験勉強というよりは、気象学

としての勉強をより深めていきたいと思います。 
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第１３回定例幹事会での 
青森地方気象台長 明石 秀平さんのお話し
                   

 
 
去る７月５日に第１３回定例幹事会が行わ

れ、そこで青森地方気象台長の明石 修平さん

をお招きし自己紹介を兼ねたご挨拶をしていた

だきました。 
明石さんは秋田県大館市のお生まれで東北大

卒業後、気象庁に入られ各地の要職を歴任され

今年の３月に青森地方気象台長として赴任され

ました。数々の分野を担当されてきた中でも私

たちにもっとも深い関わり？がある気象予報士

の試験や採点を直接担当された経験のある方で

す。 
お話しはこれから試験を受ける方には非常に

参考になることばかりでした。 
学科試験：ともかく知識を詰め込むこと、一

般知識・専門知識・法律知識が出

題範囲だが、すべてに興味を抱い

て精通する必要がある。それぞれ

に適切な参考書がある。（気象庁

内にある津村書店で揃うそうで

す） 
実技試験：・題材はごく一般的な大雨.大雪.

台風など総観・メソα規模の現

象。 
      ・予報作業の現場で使っている各

種資料を解析できる能力。 
      ・同じく、気象庁モデルの予測結

果を理解し、適切な情報をつく

る力。 
      ・メソ気象現象そのものの解析・

予測作業はこれからの課題 
解答作成上のポイント 
穴埋めは正答の範囲がごく狭い、気象・予 
報用語をよく理解すること。 

記述式では特定のキーワードの有無が問わ

れる。 

余裕をもってよく読み、丁寧に書く。 

 

ポイントは採点する身になって字は丁寧にと

キーワードが必ずあるということでしょうか。

受験の参考にしてください。この他気象庁天気 

相談所でのご苦労話しなど興味の尽きないお話

しで、あっという間に時間が過ぎてしまいまし

た。 

また、この日の幹事会では岡前副会長より六

ヶ所村にある(財)環境科学技術研究所とむつ市

の海洋地球研究船「みらい」の見学レポート、

林幹事から２００２年東風雪（ヤマセ雪）によ

る災害についての学術発表もされ、非常に有意

義な時間を過ごせました。 

なお、幹事会は会員であれば自由に参加でき

ますので、ぜひ気軽においでください。 

（記 一戸）
 

 
 
 
 
 
 
 

清清  流流  
浅浅野野  元元  

 
 新緑の奥入瀬渓流である。新緑の「旬」の時

期は年によって前後するので、３月に入ったら

気温の傾向をチェックしている。ミズバショウ

やリュウキンカの開花時期を狙うならば、さら

に積雪・融雪の情報も必要である。撮影当日

は、陰がきつくならないよう、柔らかい光の曇

天の日であること、水の流れを表現するのにス

ローシャッターで撮影するので、木の枝がブレ

ないよう、風の弱い日であることが有利であ

る。日射が出たら、翳
かげ

るのを待つ。風が出てき

たらおさまるのを待つ（この写真においても、

左上の枝が風によってわずかにブレている）。

このように、写真１枚を撮影するにも、気象の

読みが重要なのである。 
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黄砂は東北の夏を予言するか？ 
              岡前 憲秀 

 
１．冷夏を予測する 
  今年の夏は、平成５年や平成１０年に次ぐ「冷夏」

となってしまいました。冷夏は、暖冬と比べても農作

物やレジャーなどに及ぼす影響が大きく、日本の経済

をも停滞させると言っても過言ではないでしょう。し

かし、気象庁の予想では今年は「暑い夏」になるハズ

でした。やはり、長期予報はまだ技術的に難しいと言

えると思います。 
そこで、「気象庁に頼るばかりでなく、自分で夏を

予想できないものか」と考えてみたくなるのが気象予

報士の性（さが）です。私たちの住む東北地方は、西

日本や九州などと比べても冷夏の影響を特に強く受け

る地域であることは、これまでの皆さんの経験からも

明らかです。あの暗くて寒い「やませ」の日々は、

人々の生活も暗くします。やませを防ぐことはできな

くても、事前に心構えをしておけば、農業などへの影

響を少なくできるかも知れません。 
では、スーパーコンピューターを持たない私たち

は、何を使って長期予報をしたら良いでしょうか。カ

マキリの卵や蜂の巣の位置？山の残雪による雪形？私

は、春先に日本へやって来る「黄砂」に注目してみま

した。 
ご承知のとおり、黄砂とは主に春先に中国などの砂

漠地帯で巻き上がった砂が、各地を黄色いかすみのよ

うに覆う現象です。強風に乗って、日本までやって来

る日数は年々増加する傾向にあります。私がこの黄砂

に着目した理由は以下のとおりです。 
  ① 黄砂の発生源である中国の砂漠（ゴビ砂漠、タ

クラマカン砂漠）が、春先に湿っていれば黄砂

は少ないと思われる。 
  ② 春先に湿っているということは、この地域に降

雪が多かったと考えられる。 
  ③ チベット高原付近で春に雪が多いと、アルベド

が増加し、さらに融解・気化へ熱が消化され

る。 
  ④ 熱量が消化され少ないために、大陸の加熱が抑

えられ上昇気流が弱い。 
  ⑤ 上昇気流が弱くなると、インドモンスーンも弱

くなり梅雨前線が不活発となる。 
  ⑥ 梅雨前線が不活発となるため、日本付近での季

節的北上も遅くなり、オホーツク海高気圧に支

配される期間が長い。 

⑦ オホーツク海高気圧が優勢だと、やませの日

が多くなり冷夏となる。 
といった根拠からです。「風が吹けば桶屋が儲か

る」のようなところがありますが、いかがでしょう

か。もちろん、かなり無理がある理屈であることは

十分承知していますが、この仮定が正しいかどう

か、検証してみることにします。 
 
   中国大陸の雪の量で判断するのであれば、 

気象衛星写真などで降雪面積を確認する 
必要があります。また、「黄砂の多い・ 
少ない」にしても、黄砂が発生する気象 
条件が毎年異なることや、森林伐採など 
で年々砂漠化が進んでいる中国の状況変 
化を考慮する必要があります。 

 
 

２．黄砂は冷夏のバロメーターだったのか？ 
  下の表に、１９９３年（平成５年）から昨年２００

２年（平成１４年）までの、夏の状況と黄砂の観測日

数などをまとめてみました。 

  結論として、この表からは「なんとも言えない」と

いうことがわかります。特に２０００年以降は、爆発

的に観測日数が増加しているのであまり参考にならな

いようです。しかし傾向としては、「観測日数が３０

０日程度で収まっていれば冷夏、それ以上であれば暑

くなる」ということが言えそうです。 
 
３．まとめ 
  黄砂の観測日数からは冷夏を予測することはできま

せんでした。しかし、気象現象は「カオス」を含んで

いることから、さまざまな要因を考慮して予測する必

要があります。そのためにも、各種の観測結果に常に

注目していろいろと「思いを巡らす」ことは決して意

味のないことではないと思います。気象庁のアンサン

ブル予報は、初期条件は変化させますが計算モデルは

同じです。しかし、さまざまな自然現象からの予測を

いくつか集めて、アンサンブル予報することがあって

も良いかもしれません。皆さんも、自分の「スーパー

コンピューター（頭脳）」を駆使して、冷夏や暖冬を

予測してみませんか？ 

 
年 東北の夏の状況 梅雨明け日 観測日数 摘要 

１９９３（平.５） 記録的冷夏 ― ３１５ エルニーニョ 
１９９４（平.６） 猛暑 ７月１３日 ３９０  
１９９５（平.７） 猛暑 ７月２３日 １３４  
１９９６（平.８）  ８月 ６日 ３４１  
１９９７（平.９）  ７月１７日 １１５ エルニーニョ 
１９９８（平.10） 梅雨明け特定せず ― ３０３ エル・ラニ 
１９９９（平.11） 北日本で高温 ７月２６日 ２７３ ラニーニャ 
２０００（平.12） 北日本で高温 ７月２７日 ７４８ ラニーニャ 
２００１（平.13） 梅雨明け特定せず ― ８５６  
２００２（平.14） 短い夏 ７月２５日 ９６２  

（全国１２３地点による観測日数 気象庁データ） 
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ＡＴＶテレビ スタジオ見学レポート 

山田 耕司

 （玄関で） 
 
去る８月８日、ＡＴＶテレビの「らくてんスタ

ジオ」の見学をしてきました。案内は、予報士会

会員の藤村さんにお願いし、「らくてん」のリハ

ーサルと本番の見学、放送機材の説明などを受け

ました。 
１４：００～１６：３０ 
ＡＴＶ玄関に集合。参加者は、岩井さん家族 

（３人）、岡前さん、林さん、木村さん、対馬さ

ん、山田の８名です。藤村さんの案内で、「らく

てん」を放送する第１スタジオへ行きリハーサル

を見学しました。このスタジオは、「らくてん」

の他にいろいろな番組に使われているそうで、各

番組のセットがありました。 
その中でも「らくてん」の放送で使われてい

る、背景が天気図でその前で人が解説をする装置

はなかなかの優れもの。解説者はテレビ画面で確

認しながら、棒で天気図のある箇所を指し示して

いました。 
 

（スタジオ風景） 
 

 
番組の構成はディレクターさんが組み立てるそ

うなのですが、担当しているのはキャリアウーマ

ンの女性の方でした。ディレクターさん自ら取材

ネタを探したり構成を考えたり、一人何役もこな

しているように思えました。 
 

（中継車内） 
 

今回は、見学だけのつもりが、ディレクターさ

んの計らいで番組の最後にみんなでテレビ出演し

ました。慣れないテレビ出演で皆さんの顔は引き

つっていなかったでしょうか。 
その後、放送の中で使っている天気図の作り方

を見たり、中継車（１台 1～２億円！）の車内の

説明を受けたりと、勉強、発見が数々ある見学会

でした。 
ＡＴＶのみなさん、そして、案内をしてくださ

った藤村さんありがとうございました。 
 
 
 

 
 
今年度の新入会員 
 
淡路  浩さん 八戸市   4/27 入会 
長尾 純一さん 五所川原市 5/9  入会 
黒坂  登さん 秋田県角館町 8/22 入会 
近藤 沙紀さん むつ市   10/22 入会 
松野 茂雄さん 神奈川県相模原市 12/8 入会 
 
以上の方々が入会されました。よろしくお願します。

平成１５年１２月現在の会員数 ３５名

青森県気象予報士会に入会を許されて 
黒坂 登

このたび、青森県気象予報士会に入会を許され

ました。気象予報士ではございませんが、気象予

報士を目指している者を入会させていただき本当

に感謝いたしております。 

８月頃でしょうか、インターネットを見ていた

ら青森県に気象予報士会があって、予報士を目指

している方を対象に勉強会が開かれたり、予報士

外でも入会出来る事を知ってさっそく入会の申し

込みをしたところ快諾していただきありがとうご

ざいました。 

気象予報士を受験しようと昨年の秋頃から独学

で始めたのですが理解出来ない事が多くありまし

た。入会後勉強会に出席し予報士の先輩の皆様か

ら直接ご指導をいただいたり、情報交換させても

らったりと角館から片道２００キロありますが得

るものが多くありうれしく思っております。 

この先合格するまで何年かかるか分かりません

が先輩気象予報士の皆様に限りなく近づきたいと

念じております。これからもご指導を宜しくお願

いいたします。
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「ウォッチング青森」室内例会 

お天気の話 報告 
                   

 
昨年より始まったウォッチング青森さんとの

交流の一つとして今年も５月と１１月に青森県

気象予報士会から２名が担当として参加しまし

た。 
５月２１日は、山田さんが「気象現象と衛星

画像」と題して、グローバルな大気の仕組み

や、予報に欠かせない衛星、レーダーの説明、

予報資料の解説などを行いました。また、過去

１年間の衛星画像を連続してお見せし、珍しい

藤原効果による台風の動きを紹介しました。 
 

 
 
１１月１９日は、一戸が担当し「雲や空の現

象」について画像を中心に県内で撮影した吊る

し雲、幻日、何かに似ている雲など珍しい雲や

現象をお見せしました。 
それぞれ、平日の午後７時からと遅い時間に

もかかわらず２０名ほどの参加があり、質問や

熱心な意見交換が行われました。 
 

 
 
 
 
 
 

 

逆さ虹 
一戸 將人

今年の４月に逆さ虹を見ました。その名の通り

いつもの虹とは違って、ひっくり返った奇妙な形

をしています。 

逆さ虹は「環天頂
かんてんちょう

アーク」と言って「暈
かさ

」の仲

間の一つのようです。なぜそう見えるかの原理は

さておき（説明しろと言っても、結構複雑で手に

負えないので省略します）数年前までは、このよ

うな珍しい現象はネットでもなかなか見ることが

出来なかったのですが、デジカメやカメラ付き携

帯電話が出現して以来、いろいろなサイトで見る

機会が増えたようです。 

最近では、ひょっとして自分が思っている以上

に頻繁に、空では不思議な現象が起きているので

はとさえ感じています。 

皆さんも外に出るときは、とりあえず空を一周

眺めてみたらどうでしょう。ひょっとしたら今話

題の地震雲を見れるかも…… 
 

 
平成 15 年４月２２日 １５時５７分 岩木町にて 

 

編集後記 
今年度から編集を担当することになりました。

個人的な都合で１２月に入ってからバタバタと作

業に入り、ぎりぎり間に合ったようでホッとして

います。前任の岡前さんの苦労が身に沁みて感じ

ます。 年が明けたらホームぺージの作成に取り

掛かろうかと思っています。皆さんのご意見を参

考により良いものをと考えていますのでご助言を

お願い致します。          （一） 
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