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巻頭言　誰にも見つけられていない真実

会長　岡前憲秀

　私は、数年前からあまりテレビを見なくなりましたが、それでもいくつかの番組は毎週楽しみにしています。そ

の中のひとつがＮＨＫのＢＳプレミアムで放送している「コズミックフロント」です。宇宙に関する最先端の話題

を、観測による実写映像やコンピュータ・グラフックス（ＣＧ）で紹介していく番組です。この番組の冒頭で流れ

るのが、萩原聖人さんのナレーションによる『誰にも見つけられていない真実が、大海原のように私の前に広がっ

ている』というアイザック・ニュートンによる言葉です。私は、この言葉が気に入っていて、毎回この言葉に引き

込まれるように放送を見ています。

　番組のタイトルのとおり宇宙の謎に迫る内容ですので、気象とは関係のないものがほとんどですが、２０１１年

６月７日放送の「迫りくる太陽の異変」では、近年太陽の活動が停滞傾向にあり、その影響で地球へ降り注ぐ宇宙

線が増加し雲が発生しやすくなるため地球が寒冷化に向かう可能性がある、という興味深い内容を紹介していまし

た。過去にも同じ原因で地球が寒冷化した時代があるのだそうです。

　その他に、オリオン座の一等星「ペテルギウス」は太陽の大きさの１，０００倍という巨星ですが、間もなく死

の瞬間を迎え超新星爆発を起こすため、満月の１００倍の明るさで輝きその様子は昼間でも見えることや、宇宙に

は「ダークエネルギー」と呼ばれる謎のエネルギーが存在していて、このエネルギーによって加速度的に宇宙が膨

張していることなど、日常生活の時間スケールや空間の概念からは掛け離れた話題が多く、空想のような世界に浸

ることができるのがこの番組の魅力です。

　ニュートンの時代以降は、科学が進歩し多くの真実が見つけられてきたでしょう。しかしまだ人類が見つけてい

ない真実も残っているはずです。気象の世界を見ただけでも、まだ解明されていない現象が数多くあり、世界中の

研究者がそれらに取り組んでいます。

　宇宙の謎ばかりではありません。私たちの住むこの地球にも未知なる真実が数多く残されています。２０１１年

３月に起きた東日本大震災では、巨大地震や巨大津波発生のメカニズムは未だに解明できていないことがわかりま

した。今後、津波により多くの犠牲者を出さないためにも、この分野の研究を進めて行って欲しいものです。

　私たちのような一般人は「コズミックフロント」で取り上げているような壮大な真実を見つけることはできない

でしょうが、研究者たちによって発見された真実を知り、理解することはできると思います。

　２０１２年、私たちはどのような新しい真実に巡りあうことができるのでしょうか？

2011 年 ( 平成 23 年 ) 活動報告

気象勉強会（アウガ）	主催

1.16,	2.19,	4.10,	5.15,	6.12,	7.10,	8.21,	9.11,	

10.16,	11.13,	12.11

1.30	 第 35 回気象予報士試験

4.23	 	第 37 回定例幹事会（アウガ）

4.28	 	青森県施工管理技士会三八支部講習会

	 講師派遣

5.21	 平成 23 年度定期総会 ( アウガ )

5.28	 十和田奥入瀬郷づくり大学認定ガイド

	 養成講座　講師派遣

6.	4		 青森県高校総体登山競技天気図採点

	 （岩木青少年スポーツセンター）協力	

6.18	 	一般社団法人日本気象予報士会

	 定時社員総会

6.24	第 11 回青森県気象災害連絡会（弘前大学）

7.20	ウォッチング青森室内例会　講師派遣

8.9	-13			全国高等学校登山競技　協力	

8.28	 第 36 回気象予報士試験

10.10	第 38 回定例幹事会（弘前大学）

10.15	深浦特別地域気象観測所見学

	 ウォッチング青森との共催

10.19	ウォッチング青森室内例会	講師派遣

10.23	「体験！一日気象予報士」（弘前大学）

（対象期間：2011年1月1日～2011年12月31日）
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	深浦見学会のこと

	対馬和子

	

　いまにも泣き出しそうな雲行き怪しい朝であった。寒

くはない。昨夜はなんだかそわそわして、まるで遠足前

夜の小学生のようだった。半世紀以上アオモリに住んで

いるのに生まれて初めての深浦行きである。まさに憧れ

の地である。相乗りさせてくださる親切な方にめぐり会

い夢が実現した。いい年をしてむやみに浮かれていた。	

　時は２０１１年１０月１５日（土）、ウォッチング青

森と当会との合同観察会である。参加者は計９名、今回

は深浦町にある旧測候所こと特別地域気象観測所の見学

である。青森市から車で約２時間、ちょっとしたドライ

ブだ。五所川原、鯵ヶ沢を経由して海岸沿いを南下する。

気心のしれたヒトばかりで、つい地が出てハシャイでし

まった。	

　千畳敷海岸、怖かったがどうしてもその岩肌にふれた

くておそるおそる降りた。鬼がいないかキョロキョロし

たが見つからなかった。迫力満点の鬼の洗濯場についに

立つ。鯵ヶ沢では「わさお」も見た。	

　深浦町のドライブインでウォッチング青森の方々と落

ち合う。ウォッチング青森の小関さんがイカ焼きを手に

食べていたのでひとついただく。つまみ食いはことさら

おいしい。	

　車を連ねていざ旧測候所へ。クネクネ曲がる上り坂を

しばらく行くと、そこに高台があった。そこからは海岸

段丘という高低差のある町並みと鈍色の海が一望でき

る。なんとまあいいところだろうとふと思う。でもき

っと風が強かろう。	なんでも津軽藩の殿様の隠れ別荘

だったらしい。建物は跡形もないが、切るには忍びない

立派なクロマツが何本もそびえていて、かれらが往時を

我々に語りかけているようであった。	

　沖縄の象のおりのように金柵に囲まれたさまざまな計

器をひととおり眺め、かつてはヒトが雨の日も風の日も

懸命に観測していた姿が脳裏をよぎる。参加者の中で樹

木医だという方が、樹から様々な環境を推理する方法を

披露してくれた。われわれは感心しきりで、あたりをう

ろうろ見ていた。中にはこの地で高校を卒業したという

方までいて昔の思い出を語ってくれた。	

　ところで、なぜ今ここなのかというと、近藤純正氏と

いう東北大名誉教授が注目した場所だからである。ここ

が温暖化研究に最適な環境だから「気候観測を応援する

会」を設立し、みんなで適地を守ろうという呼びかけを

しているのだ。そこで当会の児玉さんや岡前さんがご縁

を得て今回の見学会という運びになったのである。現在、

国内での適地は寿都（北海道）、宮古（岩手）、室戸岬（高

知）の３箇所に留まるのだという。しかも、近藤先生は

団体ではなく個人の会員を募っているらしい。なぜかは

知らない。	

　本県では当会の児玉さん、岡前さんをはじめ、深浦町

岡町町会の人々や、弘大の気象研究室の先生方が名を連

ねている。みなさまも気が向いたら応援メンバーになっ

てみてはいかがでしょうか。

　　

　

フェンス越しに観測機器を確認

　　

御仮屋跡地の案内板

平成２３年度全国高等学校総合体育大会登山
大会の天気図部門の採点に協力して

岡前憲秀・鳥潟幸男・新岡　甫・小関英明

下山智裕・吉田　篤・小田桐裕次

　平成２３年度の高校総体は、平成２３年７月２８日か

ら８月２０日の期間で北東北三県で開催されましたが、

登山競技は８月９日から１３日の日程で岩木山と北八甲

田山系を会場として行われました。この競技の中で、天

気図に関する問題作成と採点については青森県気象予報
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士会が担当しました。以下に、大会事務局による協力要

請から大会までの準備、大会中の当会の作業内容などを

報告いたします。

０．はじめに

平成２２年８月２２日、日本気象予報士会のメーリ

ングリスト（フォーラム）に日本気象予報士会鹿児島

支部の方が、インターハイ登山競技で天気図の審査と

大会期間中の天気予報を担当した、との報告を投稿し

ていました。報告の中で、「天気図は全部で１００枚を

越える枚数となるため、・・・・完了したのは２４時頃

でした」とか「かなりハードなスケジュールとなります」

といった文章がありました。そして、最後に「本報告

が次年度以降、この業務を担当される方にとって参考

になれば幸いです」とあるではないですか！

青森県庁内には、既に平成２３年度インターハイ開

催に向けた事務局が設けられており、調べてみると登

山競技は青森県開催となっていました。いやーな予感

が脳裏をよぎりましたが、まだどこからも当会に対し

て連絡がないことを幸いに、知らないふりを決め込ん

でいました。

1．	 ついに連絡が・・・

　ところが、平成２２年の年末に青森県高体連登山専

門部の方から、インターハイ登山競技への協力をお願

いしたいとの連絡がついに入りました。年明け早々に、

岡前と桑島さんが担当者の方と面会し、大会本番での

作業内容や開催までの期間に必要な作業などを伺いま

した。担当者の方によると、天気図の採点については

ここ数年は地元の気象予報士会にお願いしていること、

民間の気象会社にお願いできるほど予算が確保されて

いないこと、などを理由として、今回もぜひ青森県気

象予報士会にお願いしたい、とのことでした。参考資

料として、平成２１年度のインターハイ登山競技の気

象知識の問題、天気図の模範解答、講評のコピーなど

をいただきましたが、持ち帰り会員とも相談したうえ

で回答したい、として面会を終了しました。

2．	 多難の道を歩み始める

　登山専門部の方との面会内容について、青森県気象

予報士会のメーリングリストで報告し協力の是非を会

員へ伺ったところ、数名の方から協力できるとの回答

をいただきました。最も心配されるのは、長期間にわ

たる準備作業に当会のマンパワーが対応できるかとい

う点でしたが、「このような大会に協力できるのも当会

にとっても貴重な経験」との判断で、協力を受諾する

こととしました。そして、この時点では「なんとかな

るさ」と楽観視していたことも事実でしたが、実際は

なかなか大変な作業が待ち受けていました。

3．	「予報１号」の執筆から青森県高校総体

の問題作成まで

　大会事務局から最初に要請されたのが、大会ホーム

ページに平成２３年４月掲載予定の「予報１号」の中

にある「大会地域の気象」の原稿執筆でした。参考に

いただいた前年度の「予報１号」（日本気象予報士会鹿

児島支部作成）を見ると、県内の気象特性や大会地域

の気象の特徴等について詳細に記述しています。これ

は大変な作業だ、と思いましたが、副会長の小関さん

が執筆を引き受けてくださることになり、ホームペー

ジ掲載までに提出することができました。

　次の要請は、本県の選手団強化のために行う合宿で

の気象講座でした。場所は岩木山総合運動公園で平成

２３年２月４日に行うこととなりました。この講座は、

小関さんと鳥潟さんのお二人に担当していただきまし

た。ベテラン講師のお二人による講座は、高校生たち

にとって大いに参考になったことと思います。

　そして、本番のインターハイの練習も兼ねて、平成

２３年６月４日に開催された青森県高校総体の登山競

技での気象知識と天気図（５月２７日　午前６時）の

採点を行うことになりました。県大会は参加者が９名

ほどと少なかったこともあり、小関さん、下山さん、

岡前が岩木青少年スポーツセンターで担当しました。

しかし、天気図の採点をいざ行ってみると、悩むこと

しきり。本番に向けて、いくつかの課題が浮き彫りに

なりました。

3．いよいよ本番へ

　その後、インターハイ本番に参加できる方々の調整

等を行っているうちに、いよいよ本番の大会がやって

きました。最終的に、８月９日から１２日までの大会

期間中の当番を決める形をとり、９日は新岡さん、鳥

潟さん、小関さん、小田桐さん、１０日は新岡さん、

小関さん、長尾さん、岡前、１１日は小関さん、岡前、

１２日は吉田さん、下山さんがそれぞれ担当すること

となりました。

　本番での天気図は、大会初日の９日午前６時（ラジ

オ放送は午前９時１０分）のものなので、事前の準備

なしで模範解答を作らなければなりません。当日の天

気図は、台風と熱帯低気圧が２個ずつ存在するという
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難しい天気図となりました。しかし、さすが全国大会

とあって、模範解答に近い天気図がいくつもあり、高

校生たちのレベルの高さを実感しました。

　また、大会期間中の天気予報も担当しましたが、台

風等の襲来はなく無事競技を続けることができる天気

であったことから、予報もそれほど悩むようなものは

ありませんでした。

4．振り返って

　大会終了後、２週間ほどしてから大会事務局の方か

ら、大会記録等をまとめる冊子に載せるための記録を

書くよう要請があり、代表して岡前が作成しました。

事務局へメール送信が終わった後、「これでやっと終わ

った」とつくづく思いました。

　思えば、平成２３年の新年早々に協力について打診

があってから８月まで、大会事務局の方々の忙しさと

は比べ物にはならないものの、人員の確保や資料作成

などいろいろとあったけれど、会員の皆様のご協力で

乗り切れたと感謝の気持ちで一杯です。もう二度とイ

ンターハイの登山競技の採点に関わることはないと思

うと、貴重な経験をさせてもらったと思います。協力

いただいた会員の皆様と反省会を行いたいと思いなが

ら、実現できずに年を越してしまったことをお詫びい

たします。	 （文責　岡前憲秀）

平成２３年度全国高等学校総合体育大会登山
大会の天気象記録

総務・気象担当　　岡前憲秀

（青森県気象予報士会）

1．	 はじめに

　８月に入ってからの青森県地方の天候は、１週目は千

島付近に停滞した冷たい空気を持つ高気圧の影響もあ

り、気温は平年並みで推移していたが、本大会が開催さ

れる第２週目に入ると、次第に太平洋高気圧の勢力下と

なり、安定した夏空が広がるようになった。気温も平年

を２～５℃ほど上回るようになり、青森市では、８月６

日以降は連日真夏日を記録していた。このため、登山行

動１日目と２日目の夕方までは、気温が高く好天に恵ま

れた。

　ところが、開会式が行われた９日の午前６時に中国東

北区にあった台風９号（９９４hPa）が、１０日には温

帯低気圧となり沿海州からサハリン付近へ移動してきた

影響で、大会山域周辺では２日目の夜遅くから３日目の

明け方にかけて比較的まとまった雨となった。

しかし、朝方にはこの雨は止み予定どおり大会３日目の

登山行動を行うことができたが、昼ごろからこの温帯低

気圧に向かって 5 ｍ / ｓ前後の西または南寄りの風が

吹き始め、この風は、大会最終日まで吹き続けた。気温

は大会山域周辺にある弘前市で真夏日となるなど、引き

続き高めに推移した。

2．	 気象情報の提供について

今大会中の気象情報等の提供は、青森県気象予報士会の

会員８名が担当した。作業に当たっては、株式会社吉田

産業	海洋気象事業部（八戸市）から提供を受けた時系

列予報のほか、青森地方気象台による天気予報、北海道

放送の専門天気図、日本気象予報士会による天気図画像

配信サービス（SUGDaSS2）などのインターネットのホ

ームヘージから入手できる各種気象情報を参考にして、

大会山域の天気概況、競技時間中の天気予報、注意報・

警報の発令状況などを１枚のシートにまとめ、１日２回

（午前４時と午後４時）に大会本部へ説明のうえ提供し

た。

　気象情報収集にあたり閲覧したホームぺージは以下の

とおりである。

①	 青森地方気象台

http://www.jma-net.go.jp/aomori/

天気予報、警報・注意報、台風情報、実況天気図、予想

天気図、天気分布予報、気象衛星画像、レーダー・降水

ナウキャスト、解析雨量・降水短時間予報、アメダス地

点データ　等

②	 北海道放送（HBC）専門天気図

http://www.hbc.co.jp/pro-weather/

アジア各種高層天気図、極東各種高層・地上予想図　等

③	 日本気象予報士会天気図画像配信サービス

（SUGDaSS2）

ウェザーニューズ社の「Labs	Channel」による GSM 及

び MSM データ　等

3．	 大会期間中の気象状況

最高気温、最低気温、天気（午前９時）は青森市のデー

タである。

＜８月９日：開会式、審査＞

　最高気温：30.0℃　最低気温：23.0℃

　天気：薄曇り

　太平洋高気圧に覆われ夏空が広がり、気温も上昇した。

＜８月１０日：登山行動１日目＞

　最高気温：33.3℃　最低気温：24.4℃

　天気：晴れ
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＜８月１２日：登山行動３日目＞

　最高気温：31.4℃　最低気温：23.4℃　　天気：晴れ

　再び夏空に戻ったものの、サハリンにある低気圧の影響で、朝から 10m/s 前後の強い風に見舞われた。気温は

前日よりはやや下がったものの、青森市内では真夏日となった。

＜８月１３日：閉会式＞

　最高気温：31.1℃　最低気温：20.7℃　天気：快晴

　太平洋高気圧に覆われ、今大会を締めくくるに相応しい夏空のもとでの閉会式となった。

4．	 まとめ

　大会期間の中盤で雨に見舞われましたが、ほとんどが夜間の降雨だったことから、予定していた行動計画を変更

するような情報提供をすることはありませんでした。また今大会中には、寒気の南下などで大気の状態が不安定と

なることがほとんどなく、青森県気象予報士会として難しい判断に迫られることもなかったことから、大過なく任

務を果たすことができたものと考えています。

　今大会では、台風９号が温帯低気圧に変わった後の影響が最大のポイントと考えておりましたが、株式会社吉田

産業	海洋気象事業部からのアドバイスにより、適切な予報を出すことができました。また、大会本部の皆様から

も大会山域の気象特性などについて、有意義な御助言をいただきました。この場を借りて感謝申し上げます。

　引き続き夏空に覆われ、

気温も上昇したが、大会山

地周辺では昼過ぎと夕方５

時頃に弱いにわか雨

（1 ～ 2mm/h）があった。

＜８月１１日：

登山行動２日目＞

　最高気温：34.7℃

　最低気温：24.9℃

　天気：晴れ

　大会山地周辺では、未明

から明け方まで弱い雨が降

り続いていたが、登山行動

開始時刻（午前６時）には

止み、午前中で天気は回復

し、最高気温は大会期間中

で最も高くなった。
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天気図講評

青森県気象予報士会　岡前憲秀

　天気図審査に使用した平成２３年８月９日午前６時の

地上天気図には、温帯低気圧やそれに伴う前線はなかっ

たものの、２個の台風（第９号及び第１０号）や２個の

熱帯低気圧などがあり、等圧線の引き方で悩んだチーム

が多かったものと思われます。さらに、台風に関する情

報量が多いために聞き取りが間に合わなかったのか、台

風の進路予報円が全く記入されていない天気図がいくつ

かありました。

　このような状況においても、満点に近い天気図を作成

したチームが男女ともに複数あり、日頃の訓練の成果と

推察しました。一方で、矢羽の向きが裏返しになってい

るチームもあるなど、基本的な訓練が不十分と思われる

天気図も見受けられました。

　また、解析と予想では、日本周辺にある台風にとらわ

れるあまり、天気の変化をすべて台風の影響による、と

断定しているチームが相当数ありました。現在の台風の

位置、今後の進路予想などを十分検討したうえで判断す

る練習も必要と感じました。

　審査の過程で気になった点を以下に記します。

1．	 天気図記号等について

　天気図記号などの書き方については、天気図の書き方

に関する手引書などで「日本式天気記号」を再度確認す

るとともに、矢羽の向きや気温、気圧を書く場所も確認

してください。今回審査した天気図で、天気図記号に対

して気圧と気温の位置を逆に書いているものがありまし

た。

　また、高気圧、低気圧、台風、熱帯低気圧の記号につ

いても、手引書には一般的なマーク（または漢字）が示

されていますので、それに準じた書き方をされた方が無

難と思われます。今回の審査では、高気圧（H）や熱帯

低気圧（TD）のマークが個性的で、すぐに高気圧や熱

帯低気圧のことと理解できなかったケースがありまし

た。個人的には慣れて書きやすいのかも知れませんが、

競技の場では審査する者がわかりやすい天気図を提出す

るべきです。加えて必要以上に大きなマークを記入して

いるケースもありました。限られた時間の中で天気図を

仕上げなければならない訳ですので、審査者がわかる大

きさであれば十分です。

2．	 等圧線について

　今回の審査で使用した天気図では、放送等圧線は１本

だけでした。このような場合は、「次に引きやすい等圧

線は何ヘクトパスカルか」を考えると思います。その時

には全体の気圧配置を見ながら、次に引く等圧線を決め

て行くことが必要です。今回の天気図では、日本各地の

観測地点でほぼ同じ気圧を観測していたために、それら

をただ繋いで高気圧を表す等圧線としていた例がありま

した。当然のことですが、形がかなりいびつになります。

その時に「このような高気圧で良いのか」と、もう一度

見直していただきたいと思います。

　また、等圧線の引き方に自信がないために、かなり薄

い鉛筆で記入している例もありました。自信がないのは

誰でも同じです。等圧線が薄くて見にくいよりは、間違

っていてもはっきりと書かれている等圧線の方が審査し

やすいのは言うまでもありません。自信を持って臨みま

しょう。

3．	 台風情報について

　今回の天気図には、台風が２個、熱帯低気圧も２個あ

りました。特に台風の場合は、その位置が「○○度××分」

といった細かい緯度・経度で示されます。放送では、そ

の後にその後の進路予想などの情報が続き、放送を聞き

ながら直接天気図に書き込むのはかなり難しいと思いま

す。メモを取る欄が与えられているのですから、無理せ

ずに一度書き留めてから記入することをお勧めします。

審査した天気図の中に、台風の緯度・経度を探し出して

いるうちに放送についていけなくなり、結局何も書かず

に終わってしまったと思われるケースがいくつもありま

した。二度手間になり時間も要する作業ですが、正確な

位置に記入できないと審査の対象にもなりません。

4．	 解析・予報について

　全国的な概況のみを記載し、大会地の解析や予報につ

いてはほとんど触れていない内容のものが目立ちまし

た。「この天気図は何の目的で作成しているのか」を考

えながら、天気図にデータを記入していくことも大事だ

と思います。

　また、「気温が上昇するので熱中症対策が必要である」

と記載したチームが相当数ありましたが、ここではあく

まで「気象」に関する内容を主として記載した方が良い

と思います。

5．	 おわりに

　天気図の作成技術という点では、各チームともかなり



快陸風 8

高いレベルに到達していると思いました。しかし、中に

はあまりうまく描けなかったチームもあったかと思いま

す。そこで、練習の際には、自分の描いた天気図と気象

庁等が発表している天気図とを見比べて検証するように

してください。また、天気図を毎日描いて練習すること

が理想的ですが、普段よりニュースや新聞等で天気図お

よび天気予報を確認することをお勧めします。

気象勉強会雑感
川村　強

　満６５歳で世の中の呪縛から解放され、「晴耕雨パソ」

と「夕焼けを見ながら晩酌を楽しむ」悠々自適の生活を

送っていたある日、アップルウエザーの広告で青森県気

象予報士会がある事を知りました。気象予報士資格試験

を受験する意思がない旨の大変失礼な言葉をそえた申し

込みにも拘わらず、入会を認めて戴いたのが平成２１年

３月でした。

　最初の勉強会で各界各層から集まっている会員の皆さ

んとの会話は、年齢層が広いせいか視点が多様で新鮮さ

にとても感動したものです。当日のメモには次回開催予

定月日があるだけで、何を学んだか記憶の痕跡もありま

せん。

　５月以降のメモには、温位、潜熱、層厚の式などが残っ

ています。資格試験問題を中心にさまざまの要素，用語

の定義を聞くだけで精一杯だったと思います。年が明け

ノートの１月欄には、北極振動指数、偏西風帯の波動な

どの用語が残っておりますが、難解な気象現象を理解す

るためには熱力学、統計力学などの基礎知識が不足であ

ることに気付き、にわかにそれらの関係図書をめくりま

したが、すぐに「アインシュタイン」などが出てきてか

なり閉口したことを思い出します。それでも今まで経験

したことがなかった分野の思考領域を楽しむことができ

ました。

　２月には桜の開花予測法の試行が話題になり、「エク

セル」の機能が存分に使える手法でもあったことから果

敢に挑戦し、２箇年ながらそれなりの成果を得られたつ

もりです。お力添えを戴いた会員諸氏の方々に感謝申し

上げます。２０１２年もさらに一工夫を凝らして２月

１５日作業開始しました。最終予報は３月末です。

　この頃になると、気象学の範疇をこえ「昭和２０年に

起きた大然融雪災害現地ルポ」とか「三国峠がなくなれ

ば新潟はどのように変化するのか」「ヒマヤラ山脈がな

ければチベットはどうなるか ? そして日本は？」など会

員独自の発想によるテーマなどが寄せられ、会員同士で

多角的思考による創造力、理論構成力を刺激し合ってい

ました。

　平成２３年に入ると、勉強会を画期的に変えたプロ

ジェクターを使ったプレゼンテーション（参考―１）が

可能になり、今までのプリントによるテキスト配付 ( 参

考―２) から主役に取って代り、インターネット、メディ



快陸風 9

アから得られる情報も簡単、ダイナミックに提示でき、

かつ気象以外の話題も派生的に紹介され、会話の内容に

も時事、社会問題などに及び授業が一層活気を帯びてき

たようでした。２月に起きたニュージーランド震災、地

球温暖化、東日本大震災関係、山陰豪雪などについて学

んでいます。１１月には「タイの洪水」を取り上げ、気

象現象は勿論のこと、タイ王国の国勢、産業、政治など

にも話題が及び、日本の国際的対応まで意見が出ました。

この２年間でテーマの範囲が全球的に及び、今後のなり

ゆきが楽しみです。

　一方、２０１１年末、宿題となった「今冬を予測す

る」では予報の原点と思われる「事象の観察、傾向の判

断、数値予測」のステップ検証に挑みました（参考―３）。

大胆予測ですが「例年より春早く雪少なめ」との結論を
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得ております。結果をお楽しみにお待ちください。

　入会して早くも３年たちましたが、この間シニアの勝

手気ままな振る舞いを寛大に容認されてきた会員の皆様

に深く感謝いたします。

防災から減災、そして社会貢献	
楽しい学習で助けられる人から助ける人へ

工藤	淳　正会員		社会貢献学会・顧問

	jun@appleweather.jp

2011 年 12 月 10 日　神戸学院大学ポートアイランド

キャンパスで行われた社会貢献学会第２回大会で発表し

た予稿集より

「1. 防災から減災へ」

　　私の本職は気象予報士であるが , いかに精度の高い

気象情報を発表しても , その情報を利用する側の理解度

や活用方法によって効果がぜんぜん違ってしまう .

　一例をあげると気象庁から発表される「津波警報」で

あり , 市町村から発表される「避難指示」である . 新聞

報道では避難する住民のいかに少ないことか . そしてそ

れがずっと繰り返されている .

　気象情報の精度はここ 20 年でものすごく改善され進

歩している . 私は地元では 40 年も空を見続けているの

で , 天気が大荒れになることは数日前から分かるのだが

, その対策は甘いことが多い。地球温暖化が進んでいる

うちは , これまで以上にシビアな気象現象が想定される

ので , 自然を甘くみてはいけない .

　そして大地震の発生確率が宮城県沖で 98％から 99％

になった時に , 防災には限度があるのでこれからは減災

だと強く思った .

　そのためには災害現場を直接自分の目で見て , 被災者

から直接話を聞くことが大切であろうと . 若い頃に海の

天気を知るために釣りをし , 山の天気を知るために登山

をしたように .

「2.NPO 法人青森県防災士会のおいたち」

防災士制度ができて 9 年になるが「防災士」の知名度

はまだまだ低い . それでも全国には 5 万人近い防災士が

認証され活動している .

私が防災士に認証されて半年が過ぎた頃に青森県内の防

災士に呼びかけて , 青森県防災士会を 15 名で立ち上げ

た . その 2 年後には全国の防災士会に先駆けて NPO 法

人 ( 特定非営利活動法人 ) とした .

現在は正会員 146 名 , 賛助会員 175 名 ,23 社 , となっ

ており , 賛助会員には国会議員・県会議員・市会議員が

計 8 名含まれている . これからの活動の後ろ盾として頼

もしく思っている .2011年 12月には北東北3	県の防災

士会でネットワークを構築することもできた .

「3. 普及啓蒙には防災士会の PR から」

　防災士の知名度が低いのであるから , 青森県防災士会

もほとんど知られていない . 仕事がらラジオ番組を持っ

ていたので大いに利用した . 気象予報士の○○から , 気

象予報士で防災士の○○と紹介してもらうことにした

. 新聞などの取材も肩書を極力青森県防災士会会長とし

知名度の向上に心がけた .

　県庁 , 市役所 , 社会福祉協議会 , 自衛隊などのトップ

への表敬訪問も多く試みた .

青森県防災士会を立ち上げて７年目になり , ようやく知

名度が上がってきたのか , 東日本大震災のせいか , おそ

らくは後者だと思うが , 昨年夏以降はイベントが急に多

くなってきた .

　イベント用の会旗やのぼりのほかに , 会のパンフレッ

トも作成し会報も発行している .

「4．東日本大震災前の活動は災害弱者に主眼」

　　　

青森県防災士会の活動は大きく分けると 4 つに集約さ

れる .

①各種防災訓練への参加協力

②防災教室の開催

③社会貢献・復興支援

④会員のスキルアップ

②の防災教室は , 特に「災害弱者」と言われる障害者や

子供・お年寄りを対象にしている .

　ほんの一部を写真で紹介する ,
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青森市内小学校での「いろいろな SOS」

　　

　　　青森市内小学校での「クイズ・防災駅伝」

　　　　

「5．スキルアップ学習はみんなで楽しく

　スキルアップは防災士には欠かせない . 日々進化する

　　聴覚障害者の「AED 体験学習」

各種情報や更新される救急救命などなど .

　防災士講座では学べなかったロープワークや三角巾の

実技は繰り返しの練習が必要 .	賛助会員にも参加を呼び

かけ , 楽しく学習するようにしている .

　青森県は全国でもめずらしく , 自衛隊は陸・海・空が

そろっている . 災害派遣など大災害での活動や装備など

は一般人でも興味のあるところ . 青森県防災士会では年

中行事として自衛隊研修を目玉にしているが , 期待通り

大好評で賛助会員も多数参加する .

　他にもスキルアップキャンプでの「サバメシ ( サバイ

バル飯炊き )」や防災ヘリ研修も好評 .

　

陸上自衛隊　青森第 9 師団

　

海上自衛隊　大湊地方隊

　　　

航空自衛隊　三沢基地

「6．東日本大震災直後にできたこと」

青森県防災士会の会員はほぼ全員がそれぞれの職業につ

いている . 従って会としての活動は暦の休日に限られて

しまう . 大震災の直後はボランティアが制限され , 今で

きることとして募金活動をした .

　　

　　　2011 年 3 月　青森市での募金活動
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　　　2011 年 5 月　弘前市での募金活動

　　　

　　　2011 年 7 月　十和田市での募金活動

「7．最近は防災グッズに関心」

防災・減災の第一は備えであると考える . そのためには

まず防災に関心を持つこと .

　大震災の復旧が一段落したこの夏以降は , 防災グッズ

の展示依頼が急増している .	防災に関心を持ってもらう

にはまたとない機会である .

　会の備品はまだ少なく , 会員からの借用が多いものの

少しずつ増えて , 説明してまわると 30 分程度はかかる

ほどに揃ってきた。

防災グッズの展示は ,「見て・触って・食べて」を実践

している .「食べて」は予算の関係でパンの缶詰を利用

している . その缶詰の選定のため数十種類の缶詰を購入

して , 会員で試食した . 選ばれたのはあの若田宇宙飛行

士がスペースシャトルで宇宙に持っていったパンの缶詰

である .	展示場では試食の希望者が後をたたない状態と

なったりする .

　　　

　　　防災グッズの展示風景

　　　

　　　青森県防災士会の推奨する非常食

「8．ユニークな取り組みを活動に」

青森県防災士会では、数々の防災への取組みを行ってい

る．そのひとつが昨年秋から始まったラジオ番組の制作

と出演で，会員がこれまで学んだ防災知識と経験を生か

した全国的にも珍しい事例だと思う．

番組のタイトルは「RAB 防災キャンペーン・アナタノ

ソナエ」で , 毎週日曜日の午後 3 時 5 分頃から 15 ～

20 分の生放送 . 今年 3 月までに 13 名の会員が 26 回の

出演で、防災に関するさまざまな話題を提供でき、青森

県防災士会の知名度アップにもつながった。これまでの

放送内容のタイトルをあげてみる .

　　　　　　　放送日　　　　テーマ

第 1 回目放送　9 月 11 日　災害とボランティア

第 2 回目放送　9 月 18 日　災害から学ぼう

第 3 回目放送　9 月 25 日　防災と電話

第 4 回目放送　10 月 2 日　安心・安全につながる　　

　　　　　　　　　　　　			携帯電話サービス

第 5 回目放送　10 月 9 日　災害と海外ボランティア

第 6 回目放送　10 月 16 日　台湾の防災事情

第 7 回目放送　10 月 23 日　災害発生時に建設会社は

第 8 回目放送　10 月 30 日　ペットへの防災対策

「9．NPO 法人として」

　任意団体から NPO 法人にして良かった最大の利点は

助成金である . 次はいろいろな情報が送られてくること

, そして地方自治体の対応が良くなったこと , などがあ

げられる . これまでに頂いた助成金は以下のようになっ

ている .

①地域活性化人材育成事業助成金として , 財団法人青森
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県市町村振興協会から１２２，０００円が助成され、東

京から講師を招いて避難所運営プログラム研修を行った

.

折角の機会なので , 会員のみならず一般市にも参加を呼

びかけた .

　　　

②東北労働金庫青森県本部のろう金１億円基金に応募し

て , 奨励賞として２００，０００円が助成され , パソコン

やプリンターなどを購入した . これを契機にホームペー

ジも立ち上げられ , 会員同士の連絡がスムーズになった

.

　

③独立行政法人福祉医療機構の地域活動助成高齢者・障

害者福祉基金に応募して , 防災士による災害弱者の防災

教室事業の機材費・教材費として１，３１７，０００円が

助成された .

　この助成金によって , 災害弱者への防災教室がとても

やりやすくなり , 会員の学習意欲も増したように思われ

る .

「10．新たな問題」

今回の大震災で青森県は , 太平洋側沿岸南部の被害に止

まったが , 三陸沖北部地域を震源とする大地震発生確率

はまだまだ国内では最大急に確率が高い .

　その想定地震から近い青森県には東通りと大間に原子

力発電所がある.また六ケ所村には核燃料の再処理工場、

むつ市には我が国ただ一か所の核のゴミと言われる原子

力発電所の使用済燃料中間貯蔵施設もある .

これまで災害とは自然災害を指してきたが , 放射能災害

の危機も他人事ではなくなってきた .

　私は過去に火力発電所や原子力発電所の環境影響評価

調査で全国を飛び回ったこともあるが , 事業者側からは

その調査結果が国民へあまり報告されていない . 当面は

正しい情報が開示され , 青森県民が安全・安心な暮らし

が保たれるよう見守りたい .

「11．これからの取り組み」

　次は防災教育である . 今回の大震災では「釜石の奇跡」

が起こった . 群馬大学の片田先生の長年の指導が生んだ

ものである .

政府の中央防災会議では 2002 年 9 月に ,「住民が防災

に熱心な地域は , そもそも行政が力を入れているのが現

状 . 従って , まず最初に行政の意識向上・人材育成を行

う必要がある .」と提言している .10 年前である .

青森県の自主防災組織率は全国ワースト 2 である . すぐ

上の県とは数字で 2 倍以上の開きがある . 青森県防災士

会ではこのことに危機感を抱き , 年間の重点事業として

自主防災組織率の向上に取り組んでいるが , 中央防災会

議の提言通り , 行政の意識向上・人材育成がかなり遅れ

ている .

　時間はかかるが子どもたちから教育するのが打開策と

思われる . 今年 10 月 22 日には青森県教育委員会主催

の「青森県子ども防災推進大会」が開催され , 青森県防

災士会も後援・協力した .

　このような行事は繰り返し行われることが望まれる

が , 調べて見たら青森県には防災教育の施設がなかった

. 全国には防災会館や防災教育センターがいくつもあり ,

繰り返し子どもたちへの教育が行われている .			　　

　子どもたちへの防災教育は , これからの最大の課題と

認識し , 行政への働きかけと協力を惜しまず続けたい .

「12．広がる社会貢献活動」

　青森県防災士会は日本防災士会の青森県支部でもある

.2010 年 11 月には日本防災士会主催の台湾研修会が行

われ , 全国から 11 名が参加した . この中には青森県支

部から 4 名が参加した .

　アジア 1 の消防研修センターは民間人として初めて

の訪問とあって大歓迎された．中でも青森県から参加し

た 4 名は「チーム青森」と名付けられ青森県防災士会

としてはとても名誉にことに思った .
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日本防災士会主催の「台湾研修会」

　防災会の活動はボランティアであり社会貢献活動にあ

たる . しかし企業ぐるみで社会貢献活動をしている会社

もある . 下の写真はこの会社から頂いた「防災活動車」

で ,2011 年 4 月には岩手県陸前高田市へ支援物資を運

搬するのにとても役立った .

　　　

レンタカー会社から寄贈された「防災活動車」

「13．助けられる人から助ける人へ」

　防災士は , 権限もなければ義務もない . 防災士として

の理念で活動している .

　願がわくば次代を担う子供たちが , 社会貢献はあたり

まえのことと認識し , 助けられる人から助ける人になっ

てほしい .

私は今年 2 月に青森県知事より「青森県総合計画審議

会」の委員を委嘱され、この先 2 年間は青森県の安心・

安全を中心に行政の施策もチェックしながら、青森県防

災士会の活動をさらに発展させたいと考えている。

青森市内の小学校で行われた防災体験キャンプ

東日本大震災は何をもたらしたのか？－
フォーラム報告

松橋　倫久

　平成２３年４月２９日、「緊急調査報告－東日本大震

災は何をもたらしたのか？」と題し、八戸工業大学防災

技術社会システム研究センター設立フォーラムが開催さ

れました。

　４人の先生の報告がありましたが、福島第一原発のこ

ともあり、「原子力発電の課題」という発表を聞きたい

と思い参加しました。

　報告１は、「青森県東部の建築構造物の被害概況」と

題して、①３月１１日の地震の揺れを原因とした青森県

内の建築物の被害は比較的軽微であり、特に耐震補強さ

れた建築物（具体的には小学校などの公共建築物）は被

害がなかった。②また、津波防災については、フェイル・

セーフ（故障や設計上の不具合などの障害が発生するこ

とをあらかじめ想定し、起きた際の被害を最小限にとど

めるような工夫をしておくという設計思想。）の考えを

どこまで取りえるかが課題であるという報告であった。

　報告２は、「青森県を襲った津波」と題して、

①八戸市の津波に関して、海岸林の効果は認められな

かった。

②根岸海岸堤防については、大幅な越流（水があふれ出

ること）の無い地域では効果が認められたが、２ｍ以上

の水深で越流した地域では堤防効果は認められない、遡

上高の低減効果は認められた。

③しかし、青森県全体を総括してみた場合、堤防による

被災低減効果が大きいことが認められた。

④今後の課題として、堤防裏法面の強度を上げる、八戸

港の防波堤は津波にも対応した構造（強度）及び高さに

改善する必要があるという報告であった。

　報告３は、「歴史的な災害から学ぶ復興対策」と題し

て、①過去に大きな津波のあった地域は、一度は高台に

住居を移転するが、また低地へ戻ってしまった地域もあ

り、被害を受けた。②「てんでんこ」という伝承があり、

最終的には自分の命は自分で守る。③八戸市では、新井

田川付近の景観整備、観光スポットにも津波対策を盛り

込んでいる。④東日本大震災の教訓として、（イ）生活

の変容とともに災害は進化する。（ロ）情報弱者が存在

する。（ハ）土地の力に適応した土地利用計画が必要（海

の埋め立て地の被害が大きい）。（ニ）津波を考慮した設

備機器をもつ避難施設の必要性（１階に機械室・電源が

ある建物は弱い）。（ホ）神社や石碑には歴史的災害の記
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録があるので、歴史を踏まえた都市デザインが必要、と

の報告であった。

　報告４は、「原子力発電の課題」と題して、主に八戸

工業大学における原子力教育および地域貢献の取り組み

が紹介された。

准カーボン・カウンセラー講座受講中

松橋　倫久

　一般社団法人カーボン・マネジメントアカデミーとい

う機関でやっている、准カーボン・カウンセラーの養成

講座を受講しています。内閣府の地域社会雇用創造事業

のひとつで、無料で受講することができます。気象予報

士の勉強は、難しくてなかなか手がつかず、また寄り道

をしてしまいました。

　講座の内容は、２ヶ月間の間に平均約４０分の e ラー

ニングを５８コマ受講し、６冊の課題図書を読み、その

うち４冊以上についてレポートを書き、その後３日間の

集中講義を受講すれば、修了できます。

私は、昨年中は、e ラーニングの受講まで終わらせ、本

年の１月７日から９日まで、東京で集中講義を受講する

ことになっています。カーボンオフセットや省エネ法、

再生可能エネルギーなど、聞いたことはあったけど、実

はあまり詳しくなかったことについて、学ぶことができ

ました。気象関係では、地球温暖化問題、太陽光・太陽

熱、風力発電などについて、学びました。

といっても「准」ですから、まだまだ半人前です。CO2

に関しては半人前でいいのですけれど、気象に関しては

早く一人前になりたい今日このごろ。でも、無理はせず、

マイペースでのんびり受験します。

雪から見る中国語

下山　智裕

　英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語、

韓国語。これらは何かしら私が学習した言語であるが、

使用しないと忘れていくものである。今回は、これらの

言語の中で私が力を入れている中国語を天気の観点から

述べていく。

　その前に、まずは中国語の特徴を述べる。中国語は日

本の漢字に似ている字を使用しているため、なんとなく

意味は予想できるのだが、文の構造は英語と似ているた

め、正確な文の意味を理解するのには時間がかかる。例

えば、「私は日本食が好きです。」という文を中国語で

は「私は好きです日本食。」という語順で表し、「私は東

京に行くつもりです。」という文は「私はつもりです行

く東京に。」という語順で表す。その他、「私は忙しい。」

のように主語と形容詞で成り立っている場合、中国語で

は「我忙。」といい、述語が不用になる。いわゆる形容

詞だけで形容詞と述語の機能を持っているのである。

　それでは、さっそく天気に焦点を当ててみる。それは

「雨が降る」と「雪が降る」という表現である。それは、

中国語で「下雨」「下雪」と表す。品詞で説明すると「下

雨」「下雪」で動詞の扱いになる。

つまり、日本語では「降雨」「降雪」で名詞扱いになる

のだが、中国語で動詞になる。以下の表は、「昨晩は雪

が降りました。」を英語と中国語で表現したものである。

日本語 昨晩は雪が降りました。
英語 It snowed last night.

It was snowy last night.　
We had snow last night.

中国語 昨天晩上下雪了。　

※	中国語の「天」は一画目よりも二画目の方が長くなる。

※	晩上は晩の意味である。

　こう見ると、英語では「snow」と表現される動詞が、

中国語では「下雪」と聞いたときに雪が上から下に降っ

てくるイメージで表現され、生き生きと感じられる。

　言語には、昔の人々の生活が影響されている。ある言

語では 1 単語で表すものも別な言語は 2 単語以上で表
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すこともあるし、雪について言えば、太宰治の記述にも

あるが「こな雪」「かた雪」とたくさん種類のある国も

あれば、雪は雪で終わってしまう国もあるかもしれない

し、真夏の国に住んでいる人にとっては雪という語句自

体がないのかもしれない。

　今回は、雪と中国語に焦点を当ててみたのだが、時間

があれば一つの語句について他の国ではどのように表現

しているのかを考察してみたい。

定期総会の報告
	
　5 月 21 日（土）午後 3 時から、青森市のアウガ（6

階　企画ワーク室 3,4）において平成 23 年度定期総会

を開催しました。会員総数38名に対し、出席者数は7名、

委任状提出者は 18 名であったことから、会則第 7 条 3

項の規定により本総会は成立しました。会長が議長を務

め、議案を審議した結果、議案第 1 号から第 7 号まで

の全ての議案が満場一致で承認されました。	

　第 3 号議案の「平成 23 年度	事業計画案」のうち、「体

験！一日気象予報士」では、ドライアイスを使ったやま

せの実験を行い、やませの時の天気図について紹介する

こととなりました。第 7 号議案の「平成 23 年度全国高

等学校総合体育大会登山大会への協力要請について」	で

は、小関副会長が作成した「予報第一号」の中からも筆

記問題が出題されること、気象通報による午前 6 時の

天気図の模範解答は、会員が当日に作成しなければなり

ませんが、気象庁のホームページなどで午前 8 時過ぎ

には配信される「速報天気図」を参考にすることは可能

であること、などを確認しました。	

　総会終了後には、5 月 1 日付けで青森地方気象台の台

長として赴任された高尾俊則台長をお迎えし、「オゾン

層の科学」と題した特別講演をいただきました。高尾台

長の前職は、気象庁地球環境・海洋部環境気象管理官付

オゾン層情報センター所長ということもあり、これまで

は主にオゾン層の観測・研究に携わってこられたとのこ

とです。	

　オゾン層に関しては、気象予報士試験問題としても

時々出題されることもありますが、普段	詳しいお話を

伺うことの少ないテーマであるため、出席者一同真剣な

まなざしで聴講していました。また、高尾台長はオゾン

層の観測のため、２度も南極観測隊に参加されており、

南極で撮影した写真なども織り交ぜながら、1 時間にわ

たりお話してくださいました。	

　総会終了後の午後 6 時からは、高尾台長や 5 名の会

員とで懇親会を行い、高尾台長の南極物語や今回の東日

本大震災などの話題で、時間一杯まで歓談しました。

体験！一日気象予報士
鳥潟　幸男

　2011 年 10 月 23 日、毎年恒例の弘前大学理工学部

主催の「体験！一日気象予報士」が、弘前大学で開催さ

れました。今回の主要テーマは「ヤマセ」です。立体地

図とドライアイスを使用して、太平洋から陸地に霧が流

れ込む様子を実演しました。このほか、ペットボトルを

使用した霧（雲）発生の実験、お天気クイズいろいろ、

お天気実験いろいろ（竜巻発生、角運動量保存則、台風

進路）を行いました。中学生の参加者も多く、今年も盛

況に終わりました。事前の準備段階では、いろいろと試

行錯誤がありましたが、また来年につなげていければと

思います。

雪の結晶
鳥潟　幸男

「雪は天からの手紙」とは、中谷宇吉郎博士の有名なこ

とばです。上空の気温や湿度で雪結晶の形が決まるとさ
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れているため、地上に降った雪結晶を見れば、逆に、上

空の様子を推定できるというわけです。

また、Fig.1 のように雲粒がびっしりと付着していれば、

上空には、雲粒が大量にあるのではないかと推定できま

す。一般的には雲粒が付着していない結晶がきれいです

ので、日本海沿岸からずっと離れた場所（例えば、大雪

山系など）で、美しい結晶が見られるとされています。

今回は、この冬、大館で撮影した結晶を 4 種類ご紹介

します。

（注）撮影者は私の妻です

Fig.1		濃密雲粒付六花	(R2b)								Fig.2		普通樹枝 (P1e)

						Fig.3		三花	(P3b)																			Fig.4	砲弾集合	(C2a)

気象勉強会のお知らせ

毎月１回、青森市男女共同参画プラザ（アウガ）にて勉

強会を実施、本会会員以外の参加も歓迎します。

平成２４年度の計画予定は次の通りです。

開催日：24	年 4	月 15	日、5	月 20	日、6	月 10	日

7	月 15	日、8	月 19	日、9	月 16	日、10	月 14	日	

11	月 11	日、12	月 9	日、25	年 1	月 20	日、2	月 16	日

3	月 10	日

会場・講師等の都合で変更の場合もあります、ホームペー

ジ等で確認の上、ご参加下さい。

平成２４年度　活動計画（予定）

定期総会　　平成２４年６月２日

幹事会　　　5 月１９日、１０月６日、３月 16 日

見学会　　　9 月 22 日（土）（八戸市）

会報発行

ウォッチング青森との交流事業

室内例会、合同観察会

青森県気象災害連絡会への参加

ホームページ更新

各種案内はホームページをご覧下さい。

また、ホームページのドメイン名を募集しています。

何か良いアドレスがあれば、１０月開催の幹事会まで

お知らせ下さい。

青森県気象予報士会

2012 年 1 月 1 日現在の会員数  　３７名

2011 年度 ( 平成 23 年 ) 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 )		 林　信二
　同	 下山智裕
幹事 ( 勉強会 )		長尾純一
　同	 対馬和子
幹事 ( 編集 )		 工藤眞己
　同	 鳥潟幸男
会計監事	 藤村博明
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