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今、海洋に注目！

会長　岡前憲秀				

　2013 年の夏は、高知県の四万十市で 41.0℃を記録するなど日本各地で猛暑となりました。また、フィリピンで

は猛烈な台風 30号に襲われ、大きな被害を受けました。このように、日本や世界で猛暑やそれに起因すると思わ

れる気象現象が起こると、「地球温暖化が進行している」と伝えるマスコミが時々あるのですが、このような現象

をすべて温暖化で説明できるほど気象現象が単純ではないことは皆さんがご存知のとおりです。

　逆に、地球温暖化が終わりを迎え、今後は地球が寒冷化するのではないか、ということを訴える研究者たちが現

れて、マスコミなどで話題になっています。その根拠のひとつとなっているのが「海洋大循環」の鈍化だというの

です。

　海洋大循環とは、北大西洋で冷やされ高密度となった海水が沈み込み、深層水となって大西洋を南下し、南極周

辺を東へと流れ、太平洋の深層を北上したのち北太平洋で上昇し、今度は西に流れを変えて、インド洋を経て大西

洋へと戻る文字通り地球を一周する海流です。この循環は、海水の温度と塩分濃度による密度差が駆動力となって

いることから「熱塩循環」とも呼びます。

　独立行政法人	海洋研究開発機構の中村元隆博士は、海洋大循環の出発地点である北大西洋の海面水温が 2013

年の秋以降、平年より 2℃ほど低下していることが明らかになったと最新の研究で発表しています。この結果、北

大西洋への熱輸送が減少し、今後ヨーロッパを中心に寒冷化が進む可能性が高いと指摘しています。中村博士によ

ると、このような変動は、二酸化炭素などの温室効果ガスの量とは関係なく、60~80 年周期で繰り返していると

いうことです。

　地球温暖化の原因が、人類が放出し続けた二酸化炭素によるものなのか、それとは関係なく、海洋大循環により

周期的に温暖化と寒冷化が繰り返すものなのか、100 年スパンの観測結果が証明してくれることでしょう。自分

の寿命の間ではその結果を見届けることが出来そうもありませんが、今後の数年間は、この海洋大循環に注目して

いきたいと思います。

2013 年 ( 平成 25年 ) 活動報告

気象勉強会（アウガ）	主催			1/20,2/16,3/10,4/14,5/19,6/23,7/28,8/18,9/8,11/10,12/8

2.16	 懇親会

5.11	 	第 40 回定例幹事会（アウガ）

5.25	 お天気予報講座 ( ひろさきレクリエーション協会主催）

6.9	 	平成 24年度定期総会 ( アウガ )

7.11	 青森県気象災害連絡会（弘前大学）

10.20	気象講演会（弘前大学）

10.23	ウォッチング青森　室内例会講師担当（岡前）

12.1		 お天気予報講座 ( ひろさきレクリエーション協会主催）

（対象期間：2013 年 1月 1日～ 2013 年 12 月 31日）
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TOEIC にはまる 2013

下山		智裕

		2013 年に衝撃の本が発売されました。それは、｢不思

議の国のグプタ―飛行機は、今日も遅れる｣ という本

です。英語の試験の TOEIC に良く出る話題をかき集め

て小説にしたものです。2名による著者で書かれていま

すが、その中でもヒロ前田は TOEIC 巨匠と呼ばれてい

ます。なんと、4月に著者による朗読会とサイン会が催

されました。場所は名古屋。行ってしまいました。も

ちろん憧れの前田先生には会えましたが、その後事件

が発生しました。帰りの新幹線の中で携帯電話を落と

していたことがわかったのです。発見者は、あの前田

先生でわざわざ自宅まで郵送させてしまいました。発

見の手がかりとなったのは携帯電話の天気の表示が青

森県となっていたこと。よかったよかった。このときは、

そんなに前田先生に会うことはないだろうと思って 3

冊購入した本全てにサインをしていただきました。

　そして、5月のゴールデンウィーク。またしても究極

の合宿で前田先生に会いました。このときには折を見

て前田先生に言いたかったことがあり、話すことがで

きました。こんな内容です。「弘前のことをひろさきで

はなくひろまえという人がいる。つまり、弘前大学を

ひろまえだいがくという人がいる。ぶつぶつ言ってい

るとひろまえだ・いがくになる。おー、ヒロ前田先生

が隠れているということである。」

　それがきっかけになったかは分かりませんが、多数

の関係者の協力のもと、7月に前田先生を弘前に招き

ました。前田先生は「究極」という言葉が好きらしく、

究極のテキーラ屋と究極のランチ屋を紹介しました。

　同月、今度は東京で前田先生他と会うことになりま

したが、青森空港では雷のため遅延になり、東京に着

いたら集中豪雨に遭いと、天気のために予定が狂う

TOEIC の世界を堪能することができました。

　最後にあったのは 12月 29日でした。最初に会った

のは 4月でそれから数えると計 5回会ったことになり

ます（本文には記載していませんが、6月にも一度 5秒

ほど会いました）。

　TOEIC にはまったというか巨匠に夢中になったとい

いますか、TOEIC オタクに仲間入りした年です。990

点中 900 点も取れば十分なのですが、990 点満点を目

指すのはほぼオタクです。年間 10回受けられる試験で

すが、2014 年は少なくとも 5回受けたいと思います。

　

NPO弘前レクリエーション協会からの依頼による

気象講習会についての報告

小関　英明

　NPO法人弘前レクリエーション協会からの依頼を受け

て、気象講習会を行いました。その報告をします。

　この講習は、NPO法人弘前レクリエーション協会（以

下ひろレク協会）の発案の基、おもに、ひろレク協会員

も含めて、野外イベント等に係わる機会が多い方々に対

して、気象災害に遭わないよう、気象の基礎知識と共に、

天候の急変に対処する為の知識を持ってもらおうとして、

ひろレク協会からの個人的依頼を受けて行ったものです。

　1回目は 2013年 5月 25日　弘前市にある県立武道館

会議室を借用して行いました。気象の基礎としては、天

気予報の種類や見方などです。こちらは、以前ウォッチ

ング青森等で行った勉強会や高体連の山岳部会の高校生

用に作成したスライドから、内容を選別して使用しまし

た。気象災害についての方は、主な青森県内での災害時

の天気図とその解説、気象災害が予想されるときの情報

の取得から活用について、気象庁のまとめた「天気の急

変から身を守るために」のパンフレット等を参考にして、

こちらも同じ内容でウォッチング青森での勉強会で使っ

た資料を基に、スライド・資料を作成しました。

　また、2回目は 2013 年 12 月 1日に弘前駅近くの「ヒ

ロロ」にある多目的室を借用して行いました。ただし、2

回目は冬に入ってすぐなので、ひろレク協会の方からは、

「雪による災害から身を守る」という副題で行ってほしい

との要望が有り、こちらは雪氷学会東北支部大会で毎年

報告している雪害についての発表を参考にスライド・資

料等作成しました。図 1に 1回目の講習会のときの写真

を示します。

　実際に講習会に参加した人数は、どちらも 10人に満

たない数でしたが、ひろレク協会には 10件を超える問

い合わせ等の反響が有ったとのことで、アンケートでも

好評が多く、機会があればまた行ってほしいとのご意見

を幾つか頂いたそうです。

　昨今は、一昨年や昨年の大雪や各地での大雨・豪雨・

竜巻などの気象による災害のニュースを多く耳にします。

その為か、一般の方々の気象や天気予報に関する関心は

高まっているように思います。これを機に、いろいろな

活動の場が広がることを期待しています。

　また、2回目に講習を行った「ヒロロ（旧ジョッパル）」

ですが、弘前駅近くにあり、駐車場も大きいので、勉強

会等にも使えるのではないかと個人的には思っています。
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いつもは青森ですので、たまには弘前での開催を考えてみては如何でしょうか？

　以上、講習会の報告と感想でした。

表題の写真　　　「早春の城ヶ倉渓谷」

浅野　元

　２０１３年３月２４日撮影。冬に向かう時期のさらさ

らした積雪とは違い、ザラメ状になった雪の積雪である。

言葉では表現しにくいが、春の積雪である。

　写真としては色彩に乏しいが、積雪の質感、所々顔を

のぞかせている流れの川底のエメラルド色により、うま

く浅い春を表現できたと思う。

　この何日か後、両岸で雪崩が起き、流れの上のスノー

ブリッジが崩れ、「悲惨」な風景になった。自然は美し

いものを見せてはくれるが、決して甘くはないのだ。

（この撮影の日の１２日後の写真が「青森の自然：八甲

田の四季」ホームページ

http://www.actv.ne.jp/~munakata/index.html

No.1497　2013/04/05　に掲載。

トップページにある　1月 19日以前の更新記録をク

リックすると行けます。ただし、こちらの写真はサイト

オーナー撮影）

青森県気象予報士会
2014 年 1月 1日現在の会員数		36 名

2013 年 ( 平成 25年 ) 度役員
会　長	 岡前憲秀
副会長	 児玉安正
副会長	 岩井弘樹
副会長	 小関英明
幹事 ( 会計 )		 吉田　篤
　同	 小田桐裕次
幹事 ( 行事 )		 下山智弘
　同	 林　信二
幹事 ( 勉強会 )	 長尾純一
　同	 対馬和子
幹事 ( 編集 )		 鳥潟幸男
　同	 工藤眞己
会計監事	 藤村博明
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