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巻頭言

ノーベル賞と気象学

会長　岡前憲秀

　2012 年のノーベル医学 ・ 生理学賞は京都大学の山中伸弥教授が受賞しました。 再生医療への

道を大きく切り開いたｉＰＳ細胞の研究が評価され、 研究 ・ 開発からわずか数年という異例の早さで

の受賞でした。 受賞が決まると、 テレビでは連日ノーベル賞の特集を放送していました。 おかげで

授与式の晩餐会で使われている食器の中には日本製のものがあるとか、 出されている飲み物には

日本酒もある、 といったことまで知ることができました。

　しかし、 最も良かったのはｉＰＳ細胞についてわかりやすく解説する番組がいくつも放送されたことで

す。 きれいなＣＧ映像などを用いて説明してくれるので、 医学の知識がない私でもわかったような気

がしました。 そこで、 ふと 「気象の分野でノーベル賞の受賞者はいるのだろうか？」 と思い、 理化

学辞典 （岩波書店） で調べてみました。 もちろん、 ノーベル気象学賞という部門はないので物理

学賞が対象となりますが、 1910 年のファン ・ デル ・ ワールス （気体および液体の状態方程式に関

する業績） や 1911 年のウィーン （熱放射に関する法則の発見） などがありました。 気象予報士試

験の受験勉強をした方は、 一度は目にしたことのある名前だと思います。 ところが、 近代気象学の

祖といわれるビヤークネスやロスビー、 数値予報を実用化したチャーニーといった名前は出てきませ

んでした。

　３日先の天気を予想することなど１００年前には考えられなかったことが、 今ではかなりの精度で予

想できています。 正確な天気予報がどれほど人類に貢献しているかを考えたとき、 現在の天気予報

の基礎を作った上記の研究者たちがノーベル賞を受賞することなくこの世を去ったことは残念なこと

です。 股野宏志氏の 「天気予報　いまむかし」 （成山堂） のなかで、 ビヤークネスは 1920 年代か

ら 1930 年代にかけて何度もノーベル賞の有力候補に挙げられていながら、 ノーベル賞委員会に気

象学へ偏見を持つ者がいたために受賞できなかった、 という逸話が紹介されていました。 話の真偽

はわかりませんが、 現在はそのような偏見はないと信じたいものです。

　山中教授のノーベル賞授与式の映像を見ながら、 日本の気象学者がノーベル賞を受賞する日を

思い描き、 ひとり安い日本酒で祝杯をあげました。 　

2012 年 ( 平成 24年 ) 活動報告

気象勉強会（アウガ）	主催

1.15,	2.18,	3.11,	4.11,5.20,	6.10,	7.15,	8.19,	9.16,	10.14,	11.11,

2.4	 青森県高等学校体育連盟登山部門部合宿への講師派遣

2.18　懇親会

5.19	 	第 39 回定例幹事会（アウガ）

6.2	 平成 24年度定期総会 ( アウガ )

6.29	 青森県気象災害連絡会（弘前大学）

7.18	 ウォッチング青森　室内例会講師担当（岡前）

9.23		 施設見学会（八戸特別地域気象観測所）	

12.1		 気象技能講習会　日本気象予報士会主催	 （アウガ）

12.18	青森県気象災害連絡会（青森地方気象台）

（対象期間：2012 年 1月 1日～ 2012 年 12 月 31日）



快陸風 3

思い出

岡前　憲秀

　平成２４年１２月１日（土）に、青森県で初めての行

った気象技能講習会の講師を務めてくださったのは鈴木

和史先生でした。鈴木先生はむつ市のお生まれで、八戸

高校から気象大学校へ進まれ、卒業後は宮崎地方気象台

長や鹿児島地方気象台長などを歴任され、現在は一般財

団法人日本気象協会にお勤めです。

　講習会当日に初めて鈴木先生にお会いしましたが、優

しい笑顔でご挨拶をいただきました。私は鈴木先生の笑

顔に安心して「私は先生の高校の後輩になります。実は

私も気象大学校を受験したのですが、かすりもしません

でした」と、つい余計なことまで話してしまいました。

鈴木先生はまたも笑顔で「昔は割と簡単に入れたのです

がね」と慰めてくださいました。

　気象大学校のホームページによると、「気象大学校は、

気象庁の幹部候補生を養成するための機関であり、気象

大学校学生は気象に関する専門知識、技術などについて

気象大学校で４年間の教育を受けたのち、気象庁又は全

国各地の気象台に配属され、観測、調査、予報及び研究

などの気象業務に従事します」とあります。

　　　気象技能講習会の様子（中央が講師の鈴木先生）

　

私の高校からも、その頃は２～３年に一人といった感じ

で気象大学校へ進学していました。しかし、鈴木先生が

おっしゃったように簡単に入学はできなかったはずで

す。受験日は日曜日だったので、前日の土曜日に試験会

場のある仙台市まで父親と二人で移動しました。後にも

先にも、父親と二人きりで旅行（？）したのはこのとき

だけでした。１８才の息子は、父親と何を話して良いか

わからず、ひたすら参考書を見る振りをしていた記憶が

あります。試験が終わってトボトボと受験会場の建物を

出ると、近くの公園で父親が待っていました。そこから

特急列車（まだ新幹線など通っていません）に乗って家

に帰ってくるまで、試験内容などは一言も聞かれません

でした。

　その後も、気象大学校を受験した時のことを父親と話

したことはありませんでした。あれから30数年が過ぎ、

当時のことはほとんど忘れていましたが、久しぶりに「ほ

ろ苦い思い出」を呼び起こしてくれた気象技能講習会で

もありました。
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最北の繋がり～稚内と青森の意外な関係～

梅森　一

はじめに

私は仕事の関係で昨年４月から北海道本島の最北端、す

なわち日本本土の最北端である稚内市に住んでいます。

住んでみて改めて気が付いたのは、三方を海に囲まれて

いるという点において、学生時代を過ごした本州最北端

の青森県と非常によく似ているということです。　

そんな両地域に住んだのも何かの縁ということで、私が

現在住んでいる稚内市の概要と学生時代を過ごした青森

県との気象の違い、意外な関係等についてご紹介させて

いただきます。

１．	 稚内市の概要

稚内市は北海道本島の最北端に位置し、北方四島を除け

ば、日本で一番北に位置する市町村です。（図１参照）

東をオホーツク海、西は日本海、そして北は宗谷海峡と

いう三方を海に囲まれた人口約 38,000 人の漁業・観光・

酪農を主産業とした北海道宗谷管内の中心都市で、古く

から貿易・海上交通の要衝として発展してきました。

稚内市から距離的に一番近い人口 10万人以上の都市

は、札幌市でも旭川市でもなく、実はロシアのユジノサ

ハリンスク市で、両市間の距離は僅か 180㎞、ユジノ

サハリンスク市にほど近いサハリン（樺太）のコルサコ

フ市まではフェリーで約５時間で行くことができます。

（ちなみに、旭川市までは約 240㎞、札幌市までは、約

340㎞あります。）

市街地を一歩出れば広大な牧場が広がり、晴れた日には

日本海に浮かぶ日本百名山の一つ「利尻山」やロシア領

サハリン島を望むこともできるとても風光明媚な街で

す。

２．	 稚内市の四季

稚内市は四季を通じて日本の中で最も寒冷な地域で、年

平均気温は６．８℃、これは、同じ北海道の札幌市と比

べても約２℃低く、青森市と比べると３℃以上低い気温

です。

 図１ 稚内市の位置 
（宗谷総合振興局ＨＰより） 

 写真 宗谷岬「日本最北端の地碑」 
晴れた日にはサハリンも見えます 

（筆者撮影） 
 
 

四季ごとに見ると、春は、まだ肌寒い日が多く、根雪が

消えるのは５月上旬、桜（エゾヤマザクラ）が咲くのは

５月中旬～下旬で、昨年は日本で一番遅い開花宣言とな

りました。

夏は、オホーツク海高気圧や海流の影響で、晴れていて

も気温は上がらず、年間の夏日の日数は僅か８日、真夏

日にいたっては、１０年に１回あるかないかです。

秋は短く、１０月中旬に初雪を観測すると、季節は加速

度的に冬へと向かっていきます。

　そして、冬は日照時間が少なく、厳寒期にプラスまで

気温が上がることは稀で、年間の真冬日の日数は７０日

を超えます。単純計算で、１年の約５分の１が真冬日と

いうことになり、一度雪が積もると、春までほとんど融

けません。

３．稚内と青森の気象の比較

さて、まずは、稚内市と青森県の地形を見比べてみます。

稚内市の沿岸部には、３つのアメダス観測地点（「稚内」

（稚内地方気象台）、「声問」（稚内空港）、「宗谷岬」）があり、

それぞれ日本海側、日本海とオホーツク海の中間部、オ

ホーツク海側に位置しています。この位置関係は、スケ

ールこそ違うものの、概ね青森県の今別、青森、大間に

該当することがわかります。　（図２、図３参照）

　同じような位置関係を持つそれぞれの地点について、

どのような気象の違い又は共通点があるのか、気象要素

の中でも地形の影響を受けやすいと考えられる「風速」、

「日照時間」、「降雪量と最深積雪」について、各地点を

比較してみました。（表１）

 写真 稚内から見た利尻山 
別名「利尻富士」とも呼ばれています 

（宗谷総合振興局ＨＰ 
「そうや手づくりギャラリー」より） 
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１）風速

　風速については、いずれの地点においても、稚内市の

方が青森県よりも値が大きくなっています。これは、稚

内市の周辺海域には細長いサハリン島しか存在せず、風

が吹く際の海上吹走距離（「抵抗＝地表面の摩擦力」が

小さい区間）が長くなりやすい一方で、青森県の北～北

東には北海道本島が位置しており、風の海上吹走距離が

短くなりやすいこと、また、冬期に発達した低気圧が稚

内市周辺で停滞しやすいことが理由ではないかと思われ

ます。

　※参考「地表付近の風の強さについて」

　　図４のとおり地表付近の風は、気圧傾度力とコリオ

リの力、摩擦力のつり合いによって吹くため、コリオリ

の力が概ね同じであると仮定すると、気圧傾度力が大き

く摩擦力が小さいほど強くなります。 （２）日照時間

　夏期については、青森の日照時間が他の地点よりも多

くなっています。

  図２ 稚内市のアメダス観測地点 
（気象庁ＨＰ画像に筆者加筆）  図３ 青森県のアメダス観測地点 

（気象庁ＨＰ画像に筆者加筆） 

○日本海側

地点 年間降雪量(cm) 年最深積雪(cm) 平均風速 夏期（5月～8月）日照時間（hr） 冬期間（11月～3月）日照時間（hr）

稚内 656 81 4.5 647.2 352.2

今別 524 82 1.8 668.1 303.2

○中間地点

地点 年間降雪量(cm) 年最深積雪(cm) 平均風速 夏期（5月～8月）日照時間（hr） 冬期間（11月～3月）日照時間（hr）

声問 530 62 6.0 - -

青森 669 111 3.7 720.4 392.0

○オホーツク海・太平洋側

地点 年間降雪量(cm) 年最深積雪(cm) 平均風速 夏期（5月～8月）日照時間（hr） 冬期間（11月～3月）日照時間（hr）

宗谷岬 - - 7.5 635.4 378.4

大間 215 28 3.2 678.3 409.9

　※「－」は地点における観測無し

 
 表１ 各地点の平年値（データは気象庁ＨＰ「過去の気象データ検索」から引用） 

 

 図４ 大気境界層付近の風の釣り合い 
（近藤純正ＨＰより） 
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これは、他の地点は夏期の曇天の原因であるオホーツク

海及び太平洋からの冷たく湿った気流（ヤマセ）が直接

海から入ってくる一方で、青森は下北半島によってヤマ

セが遮られるためだと考えられます。また、稚内市、青

森県ともに日本海側とオホーツク海・太平洋側における

違いはほとんど認められませんでした。

　冬期については、稚内市、青森県ともに日本海に近い

ほど日照時間が短くなっています。

ここで、特筆すべき点は、稚内と宗谷岬の間にはあまり

大きな差が無い一方で、今別と大間の間には約 100 時

間の差があることです。

冬期間は西～北西の風が雪雲を日本海から運んできます

が、大間の北西には北海道の渡島半島が位置しているた

め、北西の風による雪雲が届きづらいのではないかと考

えられます。

（３）降雪量と最深積雪

　降雪量、最深積雪ともに、稚内市は日本海側の「稚内」

の値が大きく、青森県は中間地点の「青森」の値が大き

くなっています。これは、背後に 1,000m級の八甲田山

系を擁し、日本海からの雪雲が堰き止められるため降雪

量が多くなりやすい「青森」に対し、「声問」の背後に

は 200 ｍ程度の丘陵しか存在せず雪雲が停滞しにくい

こと、また、風が強いため雪が積もりづらいことが要因

として考えられます。

（４）まとめ

（１）～（３）の結果を見てみると、三方を海に囲まれ

ているという条件は同じでも、周辺海域が拓けていて比

較的平坦な地形の稚内市と、北に北海道本島を擁し、入

り組んだ地形の青森県では、気候の特性がやや異なるよ

うです。

４．気象以外の共通点

気象では、両地域の共通点よりも違いの方が目立ちまし

たが、気象以外の部分では、実は意外に多くの共通点が

あります。

例えば、青森県では、陸奥湾におけるホタテの養殖が盛

んですが、稚内周辺（主にオホーツク海側）もホタテの

一大産地で、こちらでは主に底引き網による天然物が水

揚げされています。そのほかにも、青森県で多く水揚げ

されるヒラメやイカ、ミズダコなども稚内の名産です。

また、下北半島は日本でも屈指の風力発電地帯ですが、

稚内市の宗谷岬周辺も大規模な風力発電施設（風車）が

立ち並んでおり、下北半島を想起させるような景色を作

り出しています。

５．終わりに～稚内市と青森県の意外な繋がり～

稚内市は、1685 年に松前藩の宗谷場所が開設されて以

来、北方警備の要所として栄え、1807 年には、幕府直

轄領である天領となりました。この時に、初の宗谷警備

を担ったのが実は津軽藩です。

寒さに慣れている津軽藩とはいえ、暖かい家も無い当時

の宗谷の冬の厳しさは想像を絶し、多くの藩兵が寒さと

ビタミン不足等により越冬死したと言われており、稚内

市の観光名所の一つでもある稚内公園には、亡くなった

津軽藩士たちを悼んで弘前市の有志が中心となり建立し

た『津軽藩兵詰合の記念碑』も立っています。

青森県と同じく、三方を海に囲まれ、海峡を望む街、稚

内市。その海峡の向こうにあるのが、北海道とロシアと

いう違いはありますが、水産業が盛んで、自然エネルギ

ーの利用に積極的に取り組む姿勢は共通しており、もし

かすると遥か昔に警備にあたっていた津軽藩士たちのス

ピリッツが、いまもこの地に息づいているのかもしれま

せん。

稚内を訪れた際には、おいしい水産物や観光名所はもち

ろんのこと、故郷を離れ、この最北の地で厳しい自然と

戦った、そんな先人たちの苦労に想いを馳せてみるのも

いいかもしれません。

気象とうつ

松橋　倫久

　生気象学という学問分野をご存知でしょうか。健康医

学と気象の関係について研究する分野です。私は、健康

と気象、特に精神病と気象の関連について興味を持って

います。青森県気象予報士会の会員は、おそらく天気予

報が好きだったとか、気象そのものにご関心がある方が

多いと思うのですが、私は実はあまりニュースでやって

いる天気予報とかには関心を持っておらず、健康と気象

の関連について興味を持っています。そこで、今回は気

象とうつについて、本を読んだところからかいつまんで

書いてみたいと思います。

　季節病や気象病は、すでにヒポクラテスの時代から知

られていたようです。ヒポクラテスの言葉に「夏に調子

が良いか逆に病気になる者がいる一方で、冬に調子が良

いか病気になるものがいる」というものがあります。
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アメリカの一部の精神科医らは、うつ病の人たちの

　体内時計は、健康な人より進歩していると主張してい

ます。天候とか季節の変化は、人間の感情・睡眠・食欲・

仕事への集中度・性欲などを左右します。その影響を和

らげるため、人間は人工的な工夫をしてきましたが、そ

のため季節性や天候の変化に鈍感な人が増えてきたよう

です。うつ病の人たちは、なぜか季節性や天候に敏感な

体質のようです。

季節の変化で最も決定的な要素は、気温や湿度では

なくて、光の多少であるとする報告があります。ローゼ

ンタールの「曇った日や嵐の日は気持ちが塞いでしまう。

悪天候が続くと気分が悪くなり、太陽が出ると気分が劇

的によくなる」という報告や、アイスランドの中性の叙

事詩に歌われている、日の短い時に起こるうつ、などが

そうです。それなのに、５月晴れの季節にうつ病が多い

のはなぜでしょうか。「春に三日の晴れなし」というよ

うに、気象の変化が激しいからかもしれませんね。

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「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」などが、予報の対象にされています。最近は日

本でも、時々心臓病などの予報をしている放送局を見か

けますね。

フェーン現象時にうつ病などの精神障害者が増える

という現象もあります。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

にするとされます。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

身を衰弱させるようです。

以上、気象とうつについて、参考文献から気になっ

たところを拾い出しました。あまりまとまりがない文章

になってしまったかもしれません。私自身、まだまだ勉

強し始めたばかりで、今後も勉強していきたいテーマで

す。

＜参考文献＞

福岡義隆「健康と気象」（成山堂）2008 年

村山貢司「気象病」（生活人新書）2006 年

福岡義隆「気象・季節の感情障害への影響」

（http://www.airies.or.jp/publication/earth/pdf/08-02-12.pdf）

　毎年 8月最後の日曜日は仙台にいます

下山智裕

	　気象予報士試験は、毎年 1月末と 8月末の最後の日

曜日に行われます。

　気象予報士試験に限らず、国家試験の試験日はたいて

い決まった時期に行われます。例えば、公害防止管理者

は 10月の最初の日曜日に、旅行業務取扱管理者（総合）

も 10月第 2日曜日に行われます。同様に 6年前から受

験しています通訳案内士も決まっていまして 8月末の

最後の日曜日に行われます。

　気象予報士試験を受け始めたのは大学 2年の夏から

で、夏の試験は連続 5回受けました（留学中を除く）。

そして、最後の試験を受けた夏の陣の次の冬の陣で合格

をし、その年の夏からは通訳案内士に移行しました。就

職が決まってから受け続けていることになりますので、

今年で 7回目の受験になり、通算 12年間 8月最後の日

曜日は仙台にいることになります。

　よく、先週何したか思い出すのに苦労することがあり

ますが、12年前の 8月の夏は何をしていたのか簡単に

思い出せます。いやあこの記憶力はすごいと自負しなが

ら、平成 26年 8月末の最後の日曜日は自宅で過ごした

いものです。
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