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巻 頭 言 
 

会長 田嶋 研逸 

 

                                                   

人生において、尊敬すべき師に出会うということは、是非実現したい大切な

ことだと思います。物理学者の湯川秀樹は自伝『旅人』のなかで、「私が貴重

な青春時代を、この先生のもとで送ったということは、私の一生の中でも、特

に重要な経験であった。森先生の影響によって、いったん身につけた自由の気

風は、おそらく一生、私から離れないであろう。」と書いています。 
今年 10 月 19 日、横浜町南部小学校において『夢講話』が開かれ、当会の

小関さんが講演を行いました。この『夢講話』は、子供たちが、仕事の体験や

働いている人の話を通して、将来の職業選択に役立てることを目的に、南部小

学校が開催しているものです。子供たちの感想文によると、高気圧や低気圧の

説明に対し、新鮮な驚きを示したものが多く見られました。また、気象予報士という仕事への興味をも

ってくれた児童もいたようです。この『夢講話』を通して小関先生に出会えた南部小学校の子供たちの

中には、人生において大切な一日になった人もいたことでしょう。 
良き師はこちらから求めないと、出会うことができないのかもしれません。「良き師は、生身の人間

だけでなく、書物を通しても得られるもの。」と言っている人もいます。How To 本では味わうことはで

きないかもしれませんが、良書との出会いも貴重な体験だと思います。私は、今夏、幸運にも二宮洸三

先生のお話を聞くことができました。今後、このような機会はなかなかないと思いますが、先生の著書

（私にはレベルが高すぎるのですが．．．）に触れるきっかけを作ってくださいました。この出会いを大

切にしたいと思います。 
青森県気象予報士会の活動は、まだ小さいものではありますが、少しずつ広がりはじめています。子

供たちに気象の楽しさと大切さを伝え、そして、地球の環境とそこで暮らす人間を思いやる気持ちが育

つよう、お手伝いをして行きたい。そういう出会いの機会を提供することが、青森県気象予報士会の目

的のひとつではないかと、この頃考えています。 
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2006 年(平成 18 年)度役員 

 

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（仙台航空測候所） 

副会長 岡前 憲秀（青森県庁原子力施設安全検証室）

幹事（会計） 吉田 篤（㈲アップルウェザー） 

  同    下山 智裕（弘前大学大学院２年） 

幹事（行事） 林 信二（㈱吉田産業海洋気象事業部）

 同     葛西 幸彦（青森東消防署） 

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    鳥潟 幸男（秋田県大館市役所） 

会計監事   藤村 博明（（株）青森テレビ）  

 

2006 年(平成 18 年)の活動報告 

 
1.14 第 23 回定例幹事会 

1.22 気象勉強会 

2.12 気象勉強会 

3.12 気象勉強会 

4.22 第 24 回定例幹事会  

5.20 平成 18 年度定期総会 

5.26 第 1 回青森県気象問題連絡会 

6.11 気象勉強会  

6.16 土砂災害防止講演会 

7.9  気象勉強会 

7.29 第 25 回定例幹事会 

8.10 元気象庁長官二宮先生講演 

8.20 気象勉強会 

8.26～27 気象施設見学会 

（仙台航空測候所、NHK 仙台放送局） 

9.2  盛岡地方気象台見学＋出前講座 

9.10 気象勉強会 

9.30 雲の観察会 岩木山 

10.15 気象勉強会 

10.19 南部小学校で気象教室（講師：小関） 

10.28 第 26 回定例幹事会（弘前大学） 

11.5  弘前大学理工学部楽しい科学 

「体験！一日気象予報士」 

11.12 気象勉強会 

12.3  青森県地域防災シンポジウム in はちのへ

12.5  第 2 回青森県気象問題連絡会 

（田嶋、林、葛西発表） 

12.10 気象勉強会 

12.31 会報「快陸風」第７号発行 

青森県気象予報士会 

2006 年 12 月現在の会員数 ３４名 
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「体験！一日気象予報士（第３回）」に参

加して 
岡前 憲秀 

 

 １１月５日（日）午前１０時から、弘前大学

において「体験！一日気象予報士」が開催され

ました。この企画は、弘前大学の総合大学祭で

理工学部が開催した「楽しい科学」の一環とし

て実施しており、今年度で３回目になります。

青森県気象予報士会では、第１回から弘前大学

理工学部地球環境学科の学生さん方に協力する

という形で参加しています。 

 当日は、事前に申し込みを受けた小・中学生

のうち、小学生９名、中学生１名の計１０名の

参加がありました。ほとんどは弘前市周辺の生

徒さんでしたが、遠くむつ市から参加された方

もいました。 

 当会からは主催側責任者として児玉さん、サ

ポートとして田嶋会長、桑島さん、林さん、下

山さん、石塚さん、岡前が参加したほか、午後

からは鳥潟さん、小関さんが加わりました。 

 今年度のテーマは「気圧」でした。まず、大

学院生の佐川さんがプロジェクターを使って、

気圧のメカニズムを説明しました。そして、気

圧を実感してもらうために簡単な装置を用いて、

容器の中を減圧する実験を行いました。 

    

佐川さんによる解説   

 

ポンプで容器の中の空気を抜いていくと、容

器の中に入れた小さなゴム風船がだんだん大き

くなっていきます。ポンプの操作には力が必要

なため、なかなか簡単に空気が抜けない生徒さ

んもいましたが、全員が順番に実験を行い、自

分の風船が膨張する様子に歓声を上げていまし

た。 

 
容器の空気を抜きます 

 

続いて、参加者を３グループに分けデジタル

気圧計を用いて、大学構内のさまざまな場所の

気圧を計測しました。どのグループも最も高い

建物（１１階）である理工学部２号館の最上階

と１階で気圧を計測していました。 

 

 
計測は真剣そのものです 

 

計測後に、各グループから測定結果を発表し

てもらいました。２号館の最上階と１階とでは、

4.5 ヘクトパスカル程度の差があり、気圧の高度

による減率が約 0.1 ヘクトパスカル／ｍである

ことから、２号館の高さは４５ｍ程度であるこ

とが判りました。各グループによる発表が終わ

ったあとに、参加者へ修了証が授与され、午前

の部が終わりました。 
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計測結果をグループごとに発表 

  

 午後の部は、当会の鳥潟さんによる「シビア

な気象現象」に関するビデオ上映と生活に役立

つ気象ミニ知識解説が行われました。 

   

 
ハリケーンの映像は迫力があります  

 

   
ダウンバーストについて講義中 

 

 シビアな気象に関するビデオは、主にアメリ

カの気象現象の紹介でしたが、ハリケーンや竜

巻などは日本とは規模が違い、壮絶な映像の連

続でした。改めて自然の威力の前では人間は無

力であると痛感しました。 

 気象ミニ知識では、家の中の結露対策とイン

フルエンザの予防方法などについて解説しまし

た。結露対策としては、部屋同士の温度差を少

なくすることが大切だそうです。また、インフ

ルエンザは湿気に弱いことは一般的に知られて

いますが、その湿度でポイントになるのは相対

湿度ではなく、「絶対湿度」だそうです。 

 以上が今年度の「体験！一日気象予報士」の

概要でした。午前の部では、昨年度も参加した

小学生もいて、このイベントも定着してきてい

るようです。当会では、来年度以降もこのイベ

ントに協力し、気象知識の普及に貢献して行き

たいと考えています。    
 

スタッフ一同（弘前大学、青森県気象予報士会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示企画 

観測機器展示（吉田産業提供） 

気象衛星ひまわりの動画 

回転台、雲発生装置など 
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横浜町立南部小学校でのお天気教室 
小関 英明 

 

平成１８年１０月１９日に、横浜町立南部小

学校にて、お天気教室を行いました。それにつ

いて、報告いたします。 

このお天気教室は、横浜町の「キャリア教育」

事業の一環として行われたもので、南部小学校

では「夢講和」と題し、いろいろな職業の方を

講師として招き、その職業についての話を通し

て、生徒さん自身の将来の「夢」や「職業」に

ついて考えさせるというものです。 

「気象予報士」を選んだのは、生徒さんの意

見ではなく、校長先生自身の考えとのことです

が、横浜町は陸奥湾に面していることから、生

徒さんの多くは海釣りに興味があり、その中で

天気予報はかなり身近で重要とのことでした。 

 さて、今回は、「気象予報士に聞いてみよ

う！」と題して、事前に生徒さんたちから質問

を出してもらい、それに答える形で行いました。

対象の学年は、３年生から６年生までの約３０

人で、時間は約４５分です。 

 以下に、その質問を紹介します。 

 

 

 事前に頂いた質問のなかで似通った質問をま

とめ、さらに話しやすいように順番を考え、答

えは PowerPoint を使ったスライドにして話しま

した。 

 今回は小学校の中・高学年ということで、特

に注意したのは、出来るだけわかりやすく、ま

た生徒さんたちがイメージを持ちやすいように

と心がけました。 

例えば、小学校「理科」の学習指導要目を見

て、気象に関係のある事柄を、どの学年でどの

様に学習しているかを調べ、４年生の「水の変

身」と５年生の「天気と情報」を参考にしまし

た。 

「なぜ天気の予想ができるのか？」では、こ

の「水の変身」を使って、雲や雨の話をしてい

ます。 

私自身、小学校でこのように「お天気教室」

と題して話をするのは初めてなので、かなり不

安なところがあったのですが、天気図の中での

低気圧が赤で、高気圧がなぜ青なのか？という

話や、「簡単にわかる天気のポイント」という

ことで、「夕焼けがきれに見えたら晴れ」や

「日暈が出たら天気は下り坂」などのお天気こ

とわざに興味をもって聞いていたように思いま

す。 

 

 
 

 
 

また、お話の最後に「これからは天気予報に

注意して、出来るだけ皆さんも空を見上げてみ

ましょう。」と話したところ、「今日から空を

観るようにします。」とか、「これから天気予

報の天気図を注意してみるようにします。」と

話してくれて、生徒さんたちの反応がとてもス

トレートで非常にうれしく感じました。 

質問 
 
高学年（５年生、６年生） 

・ 試験で一番つらかったことは何ですか？難し

かったことはなんですか？ 
・ 気象予報士になってみて、一番大変だったこ

とは何ですか？ 
・ 気象予報士になるまで１日何時間くらい勉強

したんですか？ 
・ 気象予報士になるまでにどんな苦労がありま

したか？ 
・ 簡単にわかる天気のポイントはありますか？

・ どうして、気象予報士になろうと思ったんで

すか？他に夢はありましたか？ 
・ 何才ぐらいから気象予報士になろうと思った

んですか？ 
 
中学年（３年生、６年生） 

・ 気象予報士をして、はじめにどんなことをす

るんですか？ 
・ 天気予報をして、一番大変なのはなんです

か？ 
・ 天気がどうしてわかるんですか？ 
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次に、送られて来た生徒さんたちからの感想

の一部を紹介します。  

今回、青森県気象予報士会として、学校での

「お天気教室」に取り組んだわけですが、「初

めて」ということで、講師の調整や連絡等、岡

前さんはじめ事務局の方には大変ご苦労された

と思います。この様な機会を与えていただいた

ことに感謝いたします。弘前大学の児玉先生お

よび吉田産業の田嶋さんからは備品等の協力の

申し出がありましたこと、感謝いたします。ま

た、いろいろな調整や準備をしていただいた、

南部小学校 川崎 守 教頭先生にこの場を借

りて感謝申し上げます。 

 最後に、青森県気象予報士会としてのこの様

な活動が、これから広がって行く事を期待しま

す。 

 

横浜町立南部小学校での気象教室 

岡前 憲秀 

 
１０月１９日に、横浜町立南部小学校（横浜町

吹越）において「夢講和気象予報士に聞いてみ

よう」という気象教室が行われ、当会の小関英

明さんが約５０分間の講義を行いました。この

企画は、横浜町の小中学校が行っている「キャ

リア教育」の一環で、さまざまな職業の方から

お話しを聞くというもので、気象予報士の他に

美容師やパイロットといった職業の方々が講義

を行ったそうです。気象教室には、中学年（３、

４年生）１２名と高学年（５、６年生）１２名

及び校長先生を始め先生方も参加しました。小

関さんが自己紹介を行った後、事前に児童の皆

さんから寄せられた質問に答える形式で講義を

進めました。 

「なぜ気象予報士になろうと思ったのです

か？」という質問には、小学校時代（生物に興

味）、中学校・高校時代（宇宙に興味）、大学

時代（地吹雪研究の助手）の話などを交えて、

気象に興味を持った経緯を説明しました。また、

「気象予報士になって、何が変わりました

か？」という質問には、天気についてよく聞か

れるようになったが、「気象予報士は何でも知

っている」と思われているので困っていること

をお話しました。さらに、「天気予報をするう

えで大変なことは何ですか？」という質問には、

以前、テレビ番組で気象解説の仕事をしていた

当時のエピソードを紹介しながら、「限られた

時間内で予想し、わかりやすく説明することが

必要で、コンピュータで行った計算結果を補う

のが気象予報士の知識と経験であること」を説

明されました。 

「気象予報士になるには、どんなことを勉強す

れば良いのですか？」という質問に対しては、 
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・身の回りの自然をよく観察すること・いろい

ろなことに興味を持つこと・どうしてそのよう

な現象が起こるのか、自分なりに考えてみよう 

などのアドバイスを送りました。 

あっと言う間に５０分間が過ぎ、最後に小学生

の皆さんが感想を述べてくれました。主なもの

として・空にある雲を見て天気予報ができると

聞いたので、今度やってみようと思った。 

・低気圧と高気圧についてわかった。 

・雲のできかたについてわかって良かった。 

・天気図の見方がわかった。 

などの感想をいただきました。小関さんのお話

を聞いている児童の皆さんは、真剣な表情で聞

き入っていました。今の子供たちは、いつでも

テレビで天気予報を見ることができるので、地

上天気図は見覚えがあるようでしたが、雨や雲

の出来方の話しには大変興味を示していました。

授業後に教頭先生から伺ったところによると、

この小学校には魚釣りが好きな児童が多く、そ

のような児童は天気予報に興味を持っていると

のことでした。 

気象教室が終わって数日後、参加した児童の皆

さんから感想文が届きました。どの感想文も

「大変勉強になった」と評価してくれていまし

た。今回の気象教室は、南部小学校と当会が新

たな交流を持つ良いきっかけになったのではな

いかと思います。小関さんには準備時間が少な

かったにもかかわらず、内容の濃い講義を行っ

ていただき感謝いたします。 

今後もこのような活動を活発に行うためにも、

会員同士で研鑽を積む必要があると感じた一日

でした。 

 

 

気 象 施 設 見 学 会 
（仙台航空測候所、NHK 仙台放送局） 

岡前 憲秀 

 

 当会では、これまで青森県内の気象関連施設

を見学してきましたが、今年 4 月に岩井弘樹さ

んと木村マリ子さんが仙台航空測候所へ転勤さ

れたこともあり、仙台で見学会を行うこととし

ました。実施計画については、岩井さん、木村

さんとも調整した結果、8 月 26 日（土）に「仙

台航空測候所」を、8 月 27 日（日）に「NHK 仙

台放送局」を見学することにしました。参加者

は、仙台市から岩井さん、木村さん、埼玉県か

ら浅野元さん、青森県からは、對馬和子さん、

林信二さん、下山智裕さん、私の合計 7 名でし

た。 

  

見学会初日の 26 日は、正午過ぎに仙台駅に集

合した後、岩井さんと木村さんの自家用車に分

乗し、仙台航空測候所へと向かいました。幸い

天気に恵まれ、残暑というよりはまだまだ夏を

思わせる気温となり、車内のエアコンが大変心

地よく感じられました。 

 仙台航空測候所のある仙台空港は、仙台市で

はなく「名取市」にあり、仙台市の中心部から

南に約 15ｋｍのところに位置しています。青森

空港のように山の上にある空港とは違い、すぐ

東側が仙台湾（太平洋）で滑走路の標高は 1.7ｍ

だそうです。現在、JR 名取駅から仙台空港へ乗

り入れができる「仙台空港アクセス鉄道」を整

備中で、来年春の開通を目指しています。この

路線が開通すると仙台駅からのアクセスが向上

し、仙台駅～空港間が 20 分ほどで移動可能にな

るそうです。（羽田空港より便利かも？） 

 

整備中の仙台空港駅 

（仙台空港鉄道（株）の HP より） 
 

 仙台航空測候所は、空港ターミナルビルから

200ｍほど離れた「東京航空局 仙台空港事務

所」の建物の 3 階にありました。最近立て替え

られたのか、ガラス張りの多い新しい建物でし

た。岩井さんと木村さんの案内により、お二人

が勤務している職場へ行くと、当日の当番の方

が 5 名ほどで仕事をされていました。岩井さん

と木村さんが説明役となり業務の支障にならな

いよう気を付けていたのですが、逆に当番の職

員の方々も説明をして下さるなど、結局われわ

れの見学会にご協力いただくこととなりました。 

 仙台航空測候所では、航空管制官や航空会社

などへ気象の観測値や航空予報などの情報を提

供しています。海に近いこともあり、「ヤマ

セ」の時期には海霧が発生することが多く、情

報提供にきりきり舞いするとのことです。 

 また、仙台航空測候所では東北管内の他の飛

行場へも航空予報を出しているそうで、秋田空

港や福島空港など他県にある空港については、

現地の様子をカメラで確認しながら予報作業を
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行っているとのことでした。しかも、一人で複

数の空港を担当するそうで、目の前にあるモニ

ター（ほぼ３６０度に配置されている）とにら

めっこの状態となるそうです。 

 

 
他の空港の気象情報を表示しているモニター 
 
測候所内部はいろいろな装置が配置されてい

ることもあり、かなり狭く感じられました。見

学の当日は土曜日のため、担当の当番の方しか

いませんでしたが、平日はもっと多くの職員が

勤務しているため、室内は大混雑となるそうで

す。 

 内部の説明の後には、建物の屋上へ上げても

らい滑走路を見せてもらいました。ちょうど離

発着の少ない時間帯でしたので、飛行機は１機

しかいませんでしたが、混雑する時間になると

いろいろな航空会社の飛行機を一度に見ること

ができるそうです。   

 滑走路にいた飛行機が出発したのを見届けた

後、空港ターミナルビルで休憩しました。仙台

空港は、国内線が札幌、成田、名古屋、大阪、

福岡、沖縄など９路線、国際線が、ソウル、グ

アム、北京、上海、台北など７路線を抱える国

際空港です。このため、ターミナルビルもかな

り大きく、郵便局があるほか売店の数も豊富で

す。 

 休憩後は仙台市内へ移動し、夕方から有志で

プロ野球（東北楽天ゴールデンイーグルス VS 千

葉ロッテマリーンズ）の観戦と懇親会を行い、

仙台の夏の夜を満喫しました。 

 翌 27 日は、午前 10 時から NHK 仙台放送局の

見学を行いました。当日は気象予報士試験の試

験日でもあり、受験する林さんと下山さんを除

くメンバーが見学に参加しました。 

 本来は日曜日に見学者の対応はしていないそ

うですが、對馬さんが粘り強く交渉してくれた

結果、見学できることとなりました。おかげで、

休日の NHK は閑散としており見学には好条件で

した。 

 
ターミナルビルのセンタープラザ（仙台空港 HP より）    

  

 
仙台空港事務所の前で記念写真 

 

  

 NHK の担当者は休日にもかかわらず、大変丁寧

に説明してくれました。特に、仙台は過去に大

きな地震を経験していること、近い将来高い確

率で大地震の発生が予想されていることなどか

ら、見学ブースには地震に関連したパネルも多

く、放送局として地震対策には力を入れて取り

組んでいる様子が伝わってきました。 

 また、今では地上デジタル放送やハイビジョ

ン放送などのように、無数の情報が付加された

番組が放送されていますが、これらも放送局の

人たちの地道な作業によって作り出されている

ことが良く分かりました。 

 その他、実際にニュースをアナウンサーが読

むシステムを体験したり、生放送を行っている

スタジオのセットを見せてもらったりと、約１

時間半にわたって説明していただきました。 

 以上、２日間にわたる見学会の概要でした。

今回、初めて県外での見学会を開催できたのも

岩井さん、木村さんのご協力のおかげでした。

心から感謝申し上げます。この経験をもとに、

県外の気象関連施設を対象とした見学会も積極

的に開催して行きたいと思いますので、会員の

皆様からの希望やご意見を幹事会などへお寄せ

いただきたいと思います。 
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アナウンサーが読む原稿がカメラの下に出ます 
 
 

盛岡地方気象台見学＋出前講座 
参加報告 

鳥潟 幸男 
 
 盛岡地方気象台見学＋出前講座が、9 月 2 日、

盛岡地方気象台で開催されました。東北地方の

気象予報士に幅広く参加を呼びかけていました

ので、日本気象予報士会仙台支部の皆さんをは

じめ、当会からも 3 人参加させていただきまし

た。 

当日は、気象台の菅原技術課長による出前講

座（防災気象情報について）の後、活発に意見

が交わされ、大いに盛り上がりました。 

 予報官の藤井さん（仙台支部会員）は、岩手 

県は地形が複雑で地域差がかなりあることを述

べ、北上川沿いを北上してくる下層雲などにつ

いて触れました。 

 現業室には、各種気象情報のほかに岩手山の

監視ビデオなどもあり、防災最前線の臨場感が

伝わってきました。 
 当日は、現場の前線で気象と防災に向き合っ

ている職員の方々からお話を聞けて、とても参

考になりました。また、岩手県をはじめとする

東北全般の気象に関する発表、意見交換も、と

ても興味深かったです。 
 関係者の皆さん、どうもありがとうございま

した。この場を借りてお礼申し上げます。 
 
 

 
 

 
 

地上気象観測露場 左：積雪深計、右：温湿度計  
 

小高い丘の上の気象台構内から市街地を望む 
 
  
 

 
 
盛岡地方気象台前にて 

後列右から 2～4番目が当会会員。右から順に黒坂会員

（仙北市）、鳥潟会員（大館市）、葛西会員（青森市） 
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雲と自然の観察会 岩木山 
      鳥潟 幸男 

 

 9 月 30 日青森県気象予報士会の行事として雲

の観察会が岩木山で開催されました。 
 昨年は悪天候のため中止となりましたので 2
年ぶりの開催となりますが、参加者は、林夫妻

と私の 3 人のみで、やや寂しい参加状況でした。 
 当日は上空に寒気を伴った気圧の谷の影響で、

北東北は山岳や山沿いを中心に、所々でにわか

雨が降り、雷雨となったところもありました。

（平野部では、日照時間も長く、晴れたところ

が多かったようです。） 
 このように、大気の状態が不安定であったた

め、もくもくとカリフラワー状に発達した対流

雲（中程度以上に発達した積雲～初期の積乱

雲）が、岩木山周辺でも発生しており、会場へ

向かう車中（弘前市石川付近）、対流雲に覆わ

れる岩木山を見ながら、本当に観察会を実施で

きるのか半信半疑でした。 
 集合場所の８合目に到着すると、全天の８割

を雲が覆っていたものの、降水や強風・突風は

なく比較的穏やかでした。しかし、発達した対

流雲が頭上に迫り、とても迫力のある空が私た

ちを待っていました。  
 ９合目でリフトを降りて、雲の観察を行いま

したが、雲が全天を覆いはじめ、その後天気が

悪化する可能性が懸念されたため、私たちは山

頂（ 1625m ）ではなく、すぐ近くの鳥海山

（1502m）までハイキングをして、帰ってきまし

た （周りの人たちは子どももシニアも皆平気

そうに山頂を目指していましたが……）。 
 帰り、リフトで下山しているとき、ポツポツ

と雨が降ってきて、いいタイミングで下山でき

たのかなあと思いました。 
 山岳の雲の流れはとても複雑でした。主風向

に沿って谷筋や尾根斜面を這い上がってくる雲

もあれば、主風向と逆方向から雲が沸いてくる

ところもありました。  
 次回は、周辺の地形図を持参して、地形と雲

の発生具合の関係を詳しく見ることができれば

と思っております。 
 
観測記録 
時刻：10:45 
場所：8 合目駐車場 
天気：晴れ 雲量：8 
雲：8Cu , CH= x, CM= x , CL=2 
 
時刻：11:00 
場所：9 合目（リフトを降りた場所） 
天気：曇り 雲量：10－ 
雲：10－Cu , CH= x, CM= x, CL=2 

※雲の状態は刻々と変わりました。下層雲は、中程度以

上に発達した積雲～初期の積乱雲と思われます（CL=2
または 3）。当日は下層雲が 8 割～10 割を占める状況で

あったため、中上層雲は不明でした。 
 

 
迫力あります！ 岩木山 8 合目駐車場 

 

 
斜面を這い上がる雲 

 
対流雲が眼前に 
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土砂災害警戒情報の例 
気象庁 HP (http://www.kishou.go.jp/know/bosai/doshakeikai.html)
よりダウンロード 

土砂災害防止講演会 
葛西 幸彦 

 
 平成１８年６月１６日に青森県教育会館にて、

「県と気象台が連携した土砂災害警戒情報につ

いて」と題し、青森地方気象台水害対策気象官

の渡部孝一氏が１時間講演されました。 
 講演では、全国に先駆けて鹿児島県から運用

が始まった「土砂災害警戒情報」についての説

明がありました。大雨により土砂災害発生の危

険性が高まったとき、市町村長が防災活動や避

難勧告等の災害応急対応を適切に行えるよう支

援するとともに、住民の自主避難の判断等にも

利用できることを目的としており、都道府県の

砂防担当部局と気象台が共同で発表します。 
 気象台では、降水が土壌中にどの程度蓄えら

れているかを把握するため、タンクモデルと解

析雨量から算出する「土壌雨量指数」という指

標を用いて判定します。 

 

土砂災害警戒情報の形式は、タイトル・情報

番号・発表時間・発表組織名・警戒対象地域

名・警戒情報文、そして警戒対象地域や強雨域

などを示した図から構成されており、利用者が

一目で内容を理解できるよう文章と図を組み合

わせた必要最小限の情報量となっています。 
 青森県と青森地方気象台気象台では、平成１

９年の運用開始を目指しているそうです。 
 なお、土砂災害警戒情報は、降雨から予測可

能な土砂災害のうち、避難勧告等の災害応急対

応が必要な土石流や、集中的に発生する急傾斜

地崩壊を対象としています。技術的に予測が困

難である地すべり等は土砂災害警戒情報の発表

対象とはしていません。また、個別の災害発生

箇所・時間・規模等を詳細に特定するものでは

ありません。 
 

２００６年度日本気象学会秋季大会（名古

屋）に参加して 
              児玉 安正  
１．日本気象学会について 

日本気象学会は、1882 年（明治 15 年）5 月

に東京気象学会として創立し，1888 年（明治

21 年）6 月に大日本気象学会と改称、その後，

1941 年（昭和 16 年）7 月 18 日に組織を変更し

社団法人日本気象学会となり、現在では会員数

が 4,300 名を越えるまでになっています。学会

の目的は、気象学の研究を盛んにし，その進歩

をはかり，国内および国外の関係学会と協力し

て，学術文化の発達に寄与すること、とされて

おります。全国大会を年２回春と秋に開催する

（春季大会は首都圏で開催、秋季大会は回り持

ちで地方開催）他、学校の先生・学生・社会人

を対象とした夏季大学の開催や、学術機関誌や

出版物の発行などの活動を行っています。今年

の秋季大会は名古屋で行われましたので、その

ときの様子を紹介したいと思います。 

 

２．２００６年秋季大会（名古屋市） 

１０月２５～２７日の平日３日間の日程で行

われました。会場は「ウィルあいち」という施

設で、図書室などもあり、アウガから商業施設

を除いて宿泊施設を加えたようなところです。

場所は、名古屋城の空堀の近くにあります。こ

の堀は、以前名鉄の瀬戸線が走っていたところ

で、現在は別線で地下化されたため放置されて

いるようです。都会の真ん中で蛍がみられるこ

とがテレビ番組で紹介されていたので、この堀

のことは知っていましたが、なるほどと思わせ

るうっそうとした緑に覆われていました。タク

シーの運転手さんに伺うと、現在でも季節には

蛍が見られるとのこと。 

さて、大会では、口頭発表が午前の部、午後

の部にわけて行われ、その合間に、昼休み前や、

夕方の時間を利用して別会場でポスター発表が

行われます。口頭発表は、セッションに分けら
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れており、「雲物理」などテーマ別のセッショ

ンと、大会毎に有志によって企画されるスペシ

ャルセッションがあります。４会場で平行して

行われるので、プログラムを見ながら聞きたい

発表が行われている会場をあちこちすることに

なります。しかし、会場によっては、聴衆で部

屋が一杯になり、開始前から席に着いていない

と、廊下で講演者の声を聞くだけになってしま

う場合もあります。上手に効率よく発表を聞く

ためには、事前の作戦が必要で、さらに当日に

は混雑具合を考えながら会場をうまく回る必要

があります。筆者は、今回は自分の発表はパス

し、指導している修士課程の学生さんに、卒業

論文の内容に手を加えたものをポスター発表し

て頂きました。口頭発表では、一人当たりの時

間が１２分程度しかなく、話す内容を絞らざる

を得ないことや、質疑応答する時間が少ない欠

点があります。ポスター発表では、研究内容に

興味を持つ人にゆっくりと話を聞いてもらえる

ので、学生さんにはポスター発表を勧めていま

す。ポスター発表はバザーにお店を出すような

もので、お客さんがよそより極端に少ないと凹

みますが、今回は幸いかなりの人が聞きに来て

下さり、時間中説明でずっと忙しかったようで

す。説明で忙しいと、発表者が他のポスターを

見られなくなるのがポスター発表形式の欠点で

す。 

大会の目玉行事は、シンポジウムです。皆さ

ん、もし気象学会の全国大会に参加される機会

がありましたら、シンポジウムは是非聴講しま

しょう。講演者はみな気合いを入れて準備して

きますので、大変聞き応えがあります。一般公

開で行われる場合が多いので、シンポジウム聴

講だけであれば大会参加料（非会員で３～４千

円）もかかりません。今回は、２日目の午後に

「台風―伊勢湾台風から５０年を経て」と題し

て行われました。基調講演は次の５つでした。

１．台風防災の原点、伊勢湾台風から 50 年

（村松輝男氏）、２．台風により発生する被害

の変遷（林泰一氏）、３．台風のための双方向

予報システムの構築に向けて（中澤哲夫氏）、

４．雲解像モデルで見た台風の構造（坪木和久

氏）、５．温暖化で台風はどうなるか（杉正人

氏）。５名の講演者のお話はどれも興味深いも

のでしたが、私には、３と４が特に印象に残り

ました。３は、エアロゾンデ観測（無人の小型

飛行機に搭載したゾンデによる観測）に関する

ものです。エアロゾンデは高層観測点のない海

域で威力を発揮する次世代の観測手段ですが、

高価なためあちこちで観測するわけにはいきま

せん。どの海域で高層観測を行うのが、台風の

進路予測など数値予報の精度向上に最も効果的

かがわかれば、エアロゾンデを効率的に活用す

ることができます。数値予報モデルで、予報の

隘路といえる海域を見いだし、そこでエアロゾ

ンデ観測を行い、それを数値予報にフィードバ

ックする双方向システムを開発することで、台

風の予報精度向上を目指すという内容でした。

一方、現在の数値予報モデルは、計算機の制約

から、一つひとつの雲を表現できる空間分解能

は持っていません。４で紹介された雲解像モデ

ルは、講演者（名古屋大学）が開発した、個々

の雲を表現できる高分解能の数値モデルです。

モデルで再現された台風は多数の積乱雲からな

っており、図を拡大していくと、竜巻を起こす

ようなフック状の雲も見えてきます。さらに分

解能を上げた計算では、竜巻の漏斗雲まで再現

されるようすが動画で示され、会場から感嘆の

声が挙がっていました。このモデルは、計算機

の能力に応じて分解能や領域など様々な条件で

使うことができ、商業利用も可能なので、興味

のある方は連絡して欲しいとの宣伝もありまし

た。 

最近、日本気象予報士会と日本気象学会の協

力が盛んになってきています。サイエンスカフ

ェの開催や、気象予報士会の総会で気象学会の

理事長があいさつするなどです。今回の名古屋

大会では、日本気象予報士会の会員が中心とな

ってスペシャルセッション「台風災害への対応

を考える」が行われました。これは、台風予報

の発表のあり方、台風情報の伝達のあり方、台

風時の防災活動の現場の実際といった、重要で

ありながら、これまで気象学会では扱われるこ

とのなかった分野を特集したものでした。現場

で活躍する気象予報士ならでは視点のテーマで

あり、活発な議論が行われたのではと思います。 

 

３．おわりに 

今年の秋季大会は名古屋で行われましたが、

２００７年の春季大会は５月１３～１６日に東

京で、秋季大会は１０月に札幌で、２００８年

の秋季大会は東北地方（場所は未定）で予定さ

れています。また、気象学会には地方毎に支部

があり、東北支部では、年４回の機関誌の発行、

仙台管区気象台で行われる年１回の研究会、お

よび各県持ち回りで年１回の地方公演会の開催

という活動をしています。２００７年の地方講

演会※は青森市で開催される予定です。 

 

 

※2007 年の地方講演会は、当会副会長の児玉

さんが講師の一人を勤められるとのことで

す。地元青森での開催ですし、今年は聴講の

好機です。 
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第２回青森県気象問題連絡会に  

ついての報告          林 信二 
 

１２月５日（火曜日）に、青森河川国道事務

所の２階会議室で、「第２回青森県気象問題連

絡会」が開かれました。 

 今年の秋は特に大雨による被害が多く、秋季

の集中豪雨ということで、各機関から発表があ

り、出席者も予想以上の人数となりました。 

はじめに、青森地方気象台の福山気象情報官

が、「平成 18 年秋季に青森県で発生した豪雨時

の天気概況」という内容で講演され、詳しく気

象状況について解説がありました。その次に、

青森河川国道事務所の二瓶昭弘氏から「10 月６

～７日の大雨に伴う洪水－馬淵川流域の出水状

況－」の説明、青森県気象予報士会（青森市東

消防署）の葛西幸彦氏から「10 月７日の青森市

内の風水害災害について」、（株）吉田産業海

洋気象事業部の田嶋研逸氏から「８月３０日の

集中豪雨による八戸市内の浸水被害」について

発表がありました。 

どの事例でも大雨による被害の大きさが顕著

で、特に馬渕川の氾濫による被害は写真でみる

ことにより、さらに重大な災害と認識されまし

た。 

調査研究発表では、弘前大学の力石國男教授

から「青森飛行場の霧の発生機構について」発

表があり、大変興味深く、これからの視程障害

の軽減に期待が持てるのではと思いました。 

 

 
 

最後には、三菱電機特機システム（株）の早

田義則氏から「局地観測用気象レーダーによる

降雨・降雪の観測事例紹介」があり、局地的な

気象の状況把握にはレーダーが有用で、小型の

レーダーを複数設置して、より精度の高い情報

の必要性を考えさせらました。 

 今年の秋は不安定な天気が多く、また低気圧

による大雨があり、発表のネタには困らなかっ

たのですが、複雑な心境です。このような状況

が、今年だけなのか、これからよく起こるのか

が非常に気にかかります。北海道で起こったよ

うな竜巻による被害が、今後起こらないことを

祈るばかりです。 

 

 

元気象庁長官二宮先生の講演会開催 
桑嶋 克幸 

 
元気象庁長官の二宮洸三先生の講演会が８月

１０日夜にアウガ６階多目的室で開催されまし

た。二宮先生は、1993 年に気象庁長官、97 年に

東大客員教授を歴任されたほか、気象に関する

書籍等も多数執筆されており、05 年には日本気

象学会藤原賞を受賞されています。 

当日の講演は、「気象現象の見方・考え方」

と題して、気象を中心的な題材とはしていまし

たが、現実に即したモノの考え方、原因と結果

を結びつけることが簡単ではないことなど、気

象以外のさまざまな事象の分析にも役立つモノ

の見方・考え方についてご講義をいただきまし

た。気象に携わる者に限らず、仕事や日常生活

の中でいかすことができる有意義なお話を拝聴

できたと思っています。 

 また、「日本列島の気象は複雑で、研究者だ

けでは分析などに手がまわらないので気象に興

味のある者にも活躍の場が開かれている」との

言葉もいただき、気象を仕事としていない者へ

の励ましと感じました。 

 二宮先生には、お人柄を感じさせる穏やかな

語りぶりで専門的な話を身近な事柄に置き換え

てわかりやすくご講義いただき、また、参加者

の質問にも丁寧にこたえていただいて深く感謝

を申し上げたいと思います。 

ねぶた祭りの時期の来県でしたが、季節をか

えて、四季の美しい青森県へぜひまた足をお運

びいただければ、本会会員一同よろこんでお迎

えしたいと考えております。 

また、このような貴重な場を設けていただい

た児玉会員にもお礼を申し上げたいと思います。 

このようなアカデミックな場をより充実させ

ることができるよう個人的にも多少なりとも勉

強を続けていきたいと感じました。 
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「基準値」のはなし 
岡前 憲秀 

 

今年１０月に、（独）海洋研究開発機構の地

球環境フロンティア研究センターから、「イン

ド洋のダイポールモード現象の予測に世界で初

めて成功 ～洪水や旱魃などによる社会的損失

の軽減へ大きく前進～ 」という報道発表があ

った。 

ここで言う「インド洋のダイポールモード現

象」とは何か。平たく言えば「インド洋版のエ

ルニーニョ」とも言える現象（状況としてはラ

ニーニャに近い）である。インド洋東部（ジャ

ワ島沖）で海水温が下がり、反対にインド洋中

央部から西部（ケニア沖）で海水温が上昇する。

すると、インドネシアやオーストラリア西部が

旱魃となる一方で、ケニアなど東アフリカ諸国

は洪水に見舞われることが多い。さらには、夏

のモンスーンにも大きな影響を及ぼし、インド

北部からインドシナ半島、中国南部に大雨をも

たらすとともに、極東アジア、特に日本の西日

本から沖縄周辺に猛暑をもたらすと言われてい

る現象である。 

エルニーニョもダイポールモードも、２箇所

の海域の海水温度を比較することによりその現

象を把握することから、海水温度の比較方法は

厳密に決められている。エルニーニョの場合、

エルニーニョ監視海域（北緯 4 度～南緯 4 度、

西経 150 度～西経 90 度）における海面水温をそ

の海域の平年値（その年の前年までの 30 年平均

値）と比較している。 

ダイポールモードの場合では、インド洋西側

の海面水温から東側の海面水温を引いた値を指

標としている。このように、２つの値を比較す

る際には「基準」を明確にしておかないと科学

的とは言えない。 

 今から 30 数年前、小学３年生の私は、夏休み

の自由研究で「気温調べ」を行った。家の外と

中に温度計を置いて、毎日決まった時間にそれ

ぞれの気温を調べるというものだった。しかし、

温度計の設置場所もいい加減で、屋外の温度計

は物干し竿にぶら下げただけだったので直射日

光の影響を受けたと思われるし、屋内の温度計

は人が多く集まる居間に置いていた。しかも何

日か欠測もあったと記憶しているが、ともかく

１ヶ月近く観測した。 

 夏休みが終わると、クラス全員で自由研究の

内容を発表し合うことになっていた。発表の日、

いよいよ私の番となり観測の方法などを説明し

た後、私は以下のとおり結論を発表した。 

① 屋外の気温が高いときは屋内の気温は低く、

逆に屋外の気温が低い時は屋内の気温が高

い。 

② 天気が良いときは屋外の気温が高く、天気

が悪い時は屋内の気温が高い。 

 

この結論を聞いたクラスメイトの反応は

「？？？」だった。②の結論はともかくとして、

①の方は当たり前のことだったのである。気温

は２箇所しか測っていないのだから、一方の温

度はもう一方の温度より必ず高いか低い（同じ

場合もあるかもしれないが…）。言い訳になる

が、夏休み最後の日まで気温を測り、その他の

宿題も終わらせなければならなかったために、

この自由研究の結果について十分な考察をして

いなかったのだろう。もしも今、私がもう一度

この自由研究をするならば、今度は屋外と屋内

の気温の差を取るか、夏休み期間中の平均気温

を基準値として、その基準値よりも高いか低い

かに着目することだろう。遠い昔の、気象の知

識も何もない頃の思い出である。 

 気象の世界では基準値として「平年値」を用

いることが多いが、この基準値はご存知のとお

り過去 30 年間の平均を取り 10 年ごとに更新し

ている。現在使われている平年値は、1971 年か

ら 2000 年までの観測結果に基づいているが、前

回（1961 年から 1990 年）の平年値と比べると数

値が変わっている。たとえば、青森（青森地方

気象台の観測値）の場合を見ると以下のとおり

となっている。 

 

  

この表からわかるように、気温については３

項目とも高くなっている。これも「地球温暖

化」の現われなのだろうか。とりわけ、1990 年

代の気温上昇の影響が大きいらしい。  

 46 億年という長い地球の歴史から見れば、こ

の「基準値」の変化は些細な出来事なのだろう。

しかし、この変化は人間が社会活動を行った影

響で起きた可能性があるところが問題である。

とりわけ化石燃料の恩恵を大きく受けている私

達は、この変化を直視して「今、何をしなけれ

ばならないか」を真剣に考える時期に来ている

のかも知れない。 

 

 

 
平均気

温 

最 高 気

温 

最低気

温 

日照時

間 
降水量 

1961 ～

1990 
9.7℃ 14.1℃ 5.7℃ 

1695

時間
1360.4mm

1971 ～

2000 
10.1℃ 14.3℃ 6.2℃ 

1676

時間
1289.9mm
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桜の代表ソメイヨシノ 
黒坂 登（樹木医） 

 

厳しい冬も立春過ぎる頃になると毎日の平均

気温の変化率もそれまでの減少傾向から増加傾

向になり、シベリア高気圧の寒気移流から、移

動性の高気圧や低気圧が通過するようになり三

寒四温の変化が感じられるようになり、春の訪

れが待ち遠しい時期になります。この頃になる

と全国の桜の開花予想の発表に引き続き、東北

地方の開花予想も発表されます。サクラの世話

をするものとしては、自分が担当するサクラの

開花日を気にしながら枝の整枝剪定作業に着手

する頃でもあります。つらい朝夕の雪かきから

もそろそろ開放され、積雪をあまり気にしなく

て、何時ものように朝起床出来るのがうれしく

なってきます。 
長い鉛色の雪雲からの開放の証のように一斉

に咲く桜は、雪国に住んでいる誰もが待ち望ん

でいるのではないでしょうか。 
桜は日本が世界に誇る花木であります。古く

は、ヤマザクラやヤエザクラが鑑賞されていた

ようであります。しかし、桜の花見が出来たの

は、一部上流階級の人々であって、一般庶民が

花見をするようになったのは、江戸時代になっ

た八代将軍徳川吉宗公の頃からとされ、この頃

の花見の名所は江戸の飛鳥山、現在の北区飛鳥

山公園といわれております。 
ソメイヨシノが登場するのもそのころで、も

ともと自生している品種ではなくオオシマザク

ラとエドエガンの雑種説が定説とされておりま

す。 
満開時には花だけが密生し樹体全体を覆う姿

が豪華で、集団的に植栽されると壮観であり、

散り際もきれいな事や生長が早く 10 年位で立派

に観賞でき、苗木も安価に殖やせることから、

全国に多数植栽されるようになり、桜といえば

ソメイヨシノを指すようになってしまい、全国

各地に次々と桜の名所が誕生しました。ソメイ

ヨシノが集中的に植栽された時期は、最初は明

治前半で、次は大正天皇陛下のご成婚記念の時

から明治３８年（１９０５）の日露戦争戦勝記

念として植栽されたのが圧倒的に多くあります。 
ソメイヨシノの出現によって、日本人の桜観

は一変しました、花が豪華で花吹雪も喜ばれる

反面、寿命が短く、病気や害虫に弱いなど園芸

品種の弱点が分かってきたことから、サクラを

管理する者を悩ませています。 
しかし、桜を見る方からすると花見の主役が

ソメイヨシノに変わりなく、特に桜名所と呼ば

れるところは本物のサクラを見せなければなら

ず必然的に寿命を延ばす方策や保護管理の徹底

が求められます。 
全国的に桜で有名な青森県の弘前公園では、

リンゴの栽培技術を応用し管理したところ、最

初はなぜサクラを切るのか諺を知らないか等の

批判があり職員の苦闘が続いたといいます。し

かし４０年も管理しているうちに、花数が多く

見事に咲くようになり、今では日本で最も高度

な管理をしていると評価されるようになってい

ます。もちろん日本一の桜に違いありません。   
弘前公園の桜はこの様に長い期間をかけ、蓄

積した技術を駆使し管理した結果、今成果とし

て現れて来ているものと思います。 
サクラを代表するソメイヨシノは花見の主役

ですが花数の多い豪華な花を咲かせるには年間

を通して管理しなければならず大変であります。

タフリナ菌というカビの仲間とされる菌によっ

て伝染するテングス病には特に弱く、罹病する

と枝が箒状になり花がつかず葉になってしまい

放っておくと罹病枝がどんどん大きくなって栄

養分がこの枝に取られてしまいます。この罹病

枝は切り取るより有効な防除方法がなく、毎年

毎年罹病枝を除去しなければならないが完全な

除去が非常に困難であります。また、膨大な作

業量と機械力が必要で大部分の予算や労力がこ

の除去につぎ込まれてしまいます。 
それに積雪地方では２月ごろ野鳥のウソが襲

来し花芽を食害します。上部の枝から食害する

ので、食害されると上の方の花がちらほらとよ

り咲かなくなってしまいます。ウソは学習効果

の高い鳥だけに色々な対策を施しても短時間で

学習し、効果がなくなってしまうのが困難な理

由であります。夜明けから日没まで集団で襲来

し食べられるので、とても全部は守りきれない

のでどこか餌場的なところも必要と考えており

ます。忌避剤の散布もありますが非常に高価で

しかも味見され１００％食害を防止出来ないの

が現状であります。 
当地の桜の開花は１週間から長くて１０日位

ですが、良い花を多数の方に見ていただくには

年間を通して管理する必要があり、このために

は予算、人手、機材が不可欠であります。年間

管理経費の目安として１本１万円位の管理費が

必要と見込まれますが、地勢的に入場料を頂け

ないだけに十分な管理費がなく経費が安く済む

直営によって管理せざるを得ない状況でありま

す。   
秋田県仙北市角館の桧木内川堤の桜は国の名

勝に指定された全国でも珍しいソメイヨシノの 2
キロの桜並木です。先人たちの努力のお陰で昭

和 9 年の春に植栽されたものですが、今では同

じく国の天然記念物指定の角館のシダレザクラ
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とともに全国的に知られるようになっておりま

す。 
平成 2 年頃から桜の先進地である弘前市から

の技術指導を受け本格的に管理する様になり、

最近では老木の桜を植え替えしないで花を見な

がらの若返りを目指し保存事業を実施していま

す。実際世話をして感ずることは手を尽くすと

その分だけ必ず応えてくれるので作業量が多く

苦労は多いものの大変やりがいを感じています。 
日本列島の南北の一部を除き全国に広く植栽

され、開花予想樹種として気象関係に携わる皆

さんにも馴染みが深い桜の代表ソメイヨシノで

すが、この次からソメイヨシノの花をご覧にな

られるときは、1 年かかって世話していることを

どこかに留めて頂き、花を楽しんで頂ければ担

当者としてはこの上なくありがたいと思います。 
これからも多くの方々に見ていただくために

も、先人たちが残してくれた貴重な財産をより

良くし、次の世代に引き継いでいきたいと思っ

ています。 

 
仙北市角館桧内川堤のソメイヨシノ 

 

 
テングス病 

 

 
 
 

空を見上げて得した気分 
              一戸 將人  

 
 たまに空を見上げるといろいろな形を想像で

きる雲に出会うことがあります。それはほんの

一瞬、すぐに形はくずれカメラを構えるともう

別の形に変わってしまいます。ですから見た瞬

間をすぐに証拠として残すことは至難の技でし

た。ところがカメラ付き携帯電話が登場、発達

して以来、今は一般の人が撮った決定的瞬間を

テレビなどのマスコミで見る時代です。つい先

月の北海道の竜巻も一般の人が携帯電話で偶然

撮ったものを見ることができました。だからと

いって、いつもカメラ片手に身構えていてもそ

うそう決定的瞬間が訪れるわけではなく、なか

なか思うような雲に出会いませんね。 
 この画像は３年ほど前の青森市上空のもので

す。某メーカーの広告用キャンペーンで、画面

上、左から右へ５機の飛行機が並びながら飛行

し人工的に雲を出しながらドット雲を作ってい

ったようです。 
 

 
 

 
 
メーカーの説明によると上空 3000ｍ、文字の左

右の幅は約 4.5 ㎞、1 ドット、雲の大きさは約

400m×400ｍだそうです。 
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図　年最大日降雪量の年々変動　大館（大館市消防署）
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このときも完成した文字は数分ほどでくずれ、

跡形もなく消えてしまいましたが、その分偶然

見ることができたという得した気分になります。 
 

 
サングラス雲（最近おでこのあたりが似てきたと言われ

ています） 
 

2006 年 1 月 4～5 日のドカ雪 
鳥潟幸男 

 

 1/3 に北海道西岸沖にあった小低気圧が形を崩

しながら東北地方へ向かって南下（1/4 の総観場

の地上天気図では等圧線のふくらみとして表現

されている）した影響で、秋田県には日本海上

から弧状の強い降雪バンドが流入し、各地に大

雪をもたらしました。また、八戸周辺でも、太

平洋上から陸地へ向かって強い降雪バンドが形

成され、西進して大雪になりました。 

 
雪に埋もれる駐車場の車   

 大館の日降雪量は 64cm となり、過去 30 年で

最も多くなりました。参考までに下図に過去 30
年の年最大日降雪量の年々変動のグラフを示し

ます。1/4 の 64cm は、例年の 2 倍以上あり、著

しく多いものになっています。当地では、10 日

位前にも日降雪量 43cm のドカ雪が降り、過去 30
年の記録を更新したばかりであったため、30 年

に 1 回の大雪が立て続けに発生したことになり、

市民生活へのインパクトはかなり大きいものが

ありました。 
 今冬の年最大積雪深は 115cm となり、38 豪雪

や 48 豪雪を上回り、戦後最大となりました。 
 
【各地の降雪量（ピーク時）】 

大館  降雪量 55cm/9hrs (7:00-16:00) 大館市消防署 

五城目  積雪深差 54cm/8hrs (22:00-6:00)JMA AMEDAS 

八戸   降雪量  30cm/5hrs (23:00-4:00) JMA 測候所 
 

【レーダーアメダス解析雨量図】 

①北海道西岸沖のエコーの走行は南北に縦じま。秋田南

部より南は東西に横じま。 

②八甲田山系～十和田湖周辺と津軽半島西部はエコーの

空白域。 

③②の空白域の縁辺（西側は秋田沖～秋田県平野部、東

側は八戸沖～八戸付近）に、弧状の強いエコー。低気圧

性循環がみられる。 

 

【上空の気温】 

 3 日 21h 秋田 500hPa : -39.5℃,  850hPa : -13.3℃  

4 日 09h 秋田 500hPa : -39.9℃,  850hPa : -10.9℃  

 4 日 21h 秋田 500hPa : -41.5℃,  850hPa : -10.7℃  

5 日 09h 秋田 500hPa : -38.9℃,  850hPa : -12.3℃  

5 日 21h 秋田 500hPa : -35.5℃,  850hPa : -14.5℃  
※ 高 層 観 測 デ ー タ は ワ イ オ ミ ン グ 大 学 HP
（http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html）より 

 

【雪の降り方】 

 風を伴った強い雪が、日中いっぱい降り続けたため、

各所に吹き溜まりができ、歩道など周囲よりくぼんでい

る所には１ｍほどの新雪がたまりました。大館では地上

風は南または南西であったため、屋根の端には北または

北東側に雪が 50-100cm ほど水平にせりだした雪庇ができ

ました。 

 

2006 年 
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1/4 12:00 

大館 降雪量 55cm/9hrs (7:00-16:00) 

 

 
1/4 24:00 

五城目 積雪深差 54cm/8hrs (22:00-6:00) 

八戸  降雪量 30cm/5hrs (23:00-4:00) 

 
※上図は IBC 宮崎マイコンショップ四季快晴にて作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

積雪の記録 (2005-2006 年寒候期) 

地点名 最深積雪

(cm) 

起日

(m/d) 

統計開始以降の

順位 

青森 148 2/12 ---(1894 以降)

野辺地 149] 2/10 ---(1979 以降)

五所川原 119 2/5 4 位(1979 以降)

弘前 139 2/5 2 位(1982 以降)

鯵ヶ沢 97 2/8 2 位(1983 以降)

八戸 41 1/5 --- (1937 以降)

今別 125 2/8 5 位(1979 以降)

大館 115 1/8 --- (1892 以降)

鹿角 90 2/12 1 位(1979 以降)

秋田 74 1/5 --- (1890 以降)

横手 151 1/24 5 位(1979 以降)

角館 161 2/11 2 位(1979 以降)

データは気象庁ＨＰ（http://www.jma.go.jp/）による。

ただし、大館は、気象庁大館委託積雪観測(1892-2000)及

び大館市消防署調べ(2001-2006)による。 

]：資料不足値（統計に用いた資料数が、統計対象期間

80％未満の場合） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

編集後記 
＊ 快陸風の発行にご協力いただきました皆さまに厚く感謝申し上げま

す。建前は 2006 年内の発行ですが、実質は年を明けてからの発行とな

ってしまいまして、申し訳ございませんでした。（鳥） 
＊ 平成 18 年豪雪は、大館では 38 豪雪や 48 豪雪を上回り、記憶に残る豪

雪となりました。凸凹になった路面で車が損傷し、市が賠償金を支払

うケースが何件も発生しました。また、雪捨て場の雪山は夏まで残

り、周辺には時々霧が発生して異様な光景でした。今冬は長期予測ど

おり暖冬となるのでしょうか。（鳥） 
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