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巻 頭 言 
 

会長 田嶋 研逸 
                                                

ＩＴ化により情報通

信の高度化、高速化が

進み便利になった反面、

むかしに比べ住みにく

い世の中になったよう

な気もします。証券取

引所のシステム障害が

発生し取引に大きな影

響を及ぼす事故もあり

ました。元はプログラ

マーのちょっとしたミ

スだったのかもしれませんが、一瞬のうちに世

界中に波及してしまうのです。間違いに対する

許容度が極端に低くなりました。 
このようなＩＴ化の流れのなか、「地球」と

いうシステムも近年たいへんセンシティブにな

り、乱れを吸収する能力が低くなったように思

います。多発する豪雨災害、猛威を振るうハリ

ケーン、巨大地震の発生と、まるでのびきった

バネのようにバッファー機能を失い災害が巨大

化してきました 。 
自然の力には及ぶものではありませんが、温

室効果ガスの排出など少なくとも人間が「地

球」に対して及ぼしたマイナスの影響は、人間

が英知を結集して解決して行かなければなりま

せん。これには国としての大きな取り組みだけ

ではなく、自治体や企業、そして地域住民とし

ての取り組みも重要でしょう。このような中、

我々青森県気象予報士会としてできることは、

「気象」を通しての環境教育のお手伝いではな

いでしょうか。２回目となった弘前大学におけ

る「体験！一日気象予報士」への参加の経験を

生かし、次なるステップへの挑戦をして行きた

いと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

平成１７年度定期総会で 
役員を一部交代 

 
去る５月１５日（土）、青森市 ラ・プラス

青い森において平成１７年度青森県気象予報士

会定期総会を開催しました。総会では、１６年

度決算、１７年度予算案ならびに１７年度事業

計画案などが審議され、可決されました。また、

役員を一部交代しました。 

平成１７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） 伊藤 宏幸（㈲アップルウェザー） 

  同    木村 マリ子（青森地方気象台） 

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   吉田   篤（㈲アップルウェザー）   

 

2005 年 12 月 20 日 
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「２００５体験！一日気象予報士」報告 
 

一戸 將人 
 
２００５ 体験！一日気象予報士は１０月３

０日（土）に弘前大学理工学部において弘前大

学総合文化祭の「楽しい科学」のイベントの一

つとして小学生を対象にして行われました。こ

の企画は当会の副会長でもある弘前大学助教授

の児玉さんが開催し、学生、当会が協力して実

施したものです。 
午前中は紫外線について、当会員で学生の下

山さんが易しく説明、講義をして実験や野外で

の赤外線温度の観測を行いました。午後からは

伊藤さんのお天気キャスターとしての苦労話し

を交えた講演会等の後、気象予報士への質問コ

ーナーでは、なぜ虹ができるのか、岩木山にで

きる雲について等の質問が出され、答えに四苦

八苦する場面？もありました。最後に子供たち

に修了証書が手渡され、無事終了しました。 
 

 
スタッフ一同（弘前大学、青森県気象予報士会） 

 

 
各種測器を展示（㈱吉田産業 

提供） 

 
下山さんによる太陽光の説明 

 

 
放射温度計の説明 

 

 
放射温度計を利用した温度測定 
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大盛況だった伊藤さんによる講演 
 

 
児玉先生による解説 

 

 
林さんによる雨量計の説明 

 

 

 

 
雨量計の実験 

 

 
紫外線の実験 

 

 
回転台に乗っての実験。回転中にペットボト

ルを体に近づけると回転速度が速くなります。 
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「青森市中央消防署見学会」報告 
 

一戸 將人 
 
青森市中央消防署見学会は９月１０日（土）

に行われ、会員とそのご家族を含め総勢１２名

で見学をしました。当日は雲もあるものの時折

日差しもあり、暑くも寒くもない絶好の見学日

和となりました。今回の見学会は当会員でもあ

る青森東消防署職員の葛西さんのご好意で実現

したものです。 
当日は葛西さんの案内で司令室や消防車、救

急車等を詳しく説明、体験させていただき、市

民の安全に日夜ご努力されていることを知るこ

とができました。 
消防署においても雨量や湿度等の気象観測は

常にされ（測器は一般人は立ち入り禁止の場所

にあり見ることはできませんでした。残念）、

防災に欠かすことのできないものであることを

改めて再認識することができ、充実した見学会

となりました。 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



快陸風  5 

岡前さんがウォッチング青森例会で

講師！ 

 

去る７月２０日、ウォッチング青森の例会に、

当会副会長の岡前さんが講師として参加し、

「気象のお話」と題して講義をしてきました。 

主な内容は次のとおりです。 

  

１．地球儀から見えるもの 

 直径２６ｃｍの地球儀を実際の地球とすると、

その他のものの大きさなどはどうなるか。 

・ 太陽までの距離 2.99ｋｍ 

・ 太陽の大きさ 半径 13.9ｍ 

・ 月までの距離 7.7ｍ 

・ 月の大きさ 半径 3.5ｃｍ 

・ 気象衛星ひまわりまでの距離 72ｃｍ 

・ エベレスト山の高さ 0.2ｍｍ 

・ 対流圏の厚さ 0.22ｍｍ 

・ 大気層全体の厚さ 2ｃｍ 

 実際に使用した地球儀  

 

２．地球に四季をもたらすもの 

・地球と太陽との距離が夏と冬の原因ではない。

地球と太陽との距離が最も近い（近日点）のは

は 1 月３日頃で、最も遠い（遠日点）のは７月

３日頃。受け取るエネルギーの差はわずか６％。 

・地軸の傾きが四季をもたらしている。夏至の

日射量を 1とすると、冬至の日射量は 0.53。 

  

３．地球をめぐる風の話 

・貿易風の発生原因→角運動量保存の法則 

・偏西風の発生原因→温度風の関係 

 

４．地球規模の風の乱れによる気候変動 

エルニーニョ（赤道付近の東風の強弱により発

生）  

 

 

 

５．オゾンホール 

なぜ、南極でオゾンホールが発生するのか？

南極付近の方がプラネタリー波のうねりが小さ

く低温となりやすい。極成層圏雲（PSC）の発生。 

 

      
 

 

 

 

雲と自然の観察会中止！ 

 

10 月 1 日に八甲田山で予定されていた雲と自

然の観察会は、あいにくの悪天候のため中止と

なりました。この観察会は、ウォッチング青森

と当会とのジョイントで開催されており、一般

の皆様も参加できるイベントです。 

昨年は、10 月 2 日に開催されたのですが、雨

と寒さでブルブル震えながらの観察会となって

しまいました。昨年の参加者数は 20 名弱。内訳

はウォッチング青森 10 数名、当会 5 名、そして

青森地方気象台長（当時）の明石さんです。明

石さんには、参加者からの質問に丁寧に答えて

いただき、詳しい解説をしていただきました。

この場を借りて感謝申し上げます。 

来年こそは青い空と白い雲のもと楽しく観察

会を行いたいものです。 

日ごろから行いをよくして、当日に備えたい

と思います（笑）。 

 
 

図 八甲田山と青森市街及び津軽平野 

  NASA World Wind より 
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勉強会開催中！ 
桑嶋 克幸 

 

気象予報士の資格を取得してから早５年、当

時それなりに勉強して身についたハズの知識も、

月日の流れとともに忘却の彼方に…。みなさん、

勉強してますか？ 
そもそも気象予報士になろう！と高い志を掲

げたのは…、合格した年から受験回数を遡るこ

とウン回だから、平成 10 年です。当時思うとこ

ろあって、とってやろう、と思ったのでした。

実はこう見えても私、高校生時分「将来、気象

台に勤めよう。そして毎日空を眺めて暮らすの

だ」という至極まっとうな動機から、大学も気

象学講座のある弘前大学へ。勉学に燃えて入学

したのも束の間、あっという間に私生活重視の

生活に転換し、「気象」を指していたコンパス

の針も私生活の磁気嵐？に遭遇していつの間に

やらズレていき、気がついたらまったく別の仕

事をしていたのでした。「今の仕事も大切だ。

だが、若かりし日のあの夢の決着はどうするの

だ」平成 10 年のある日、そう思ったのでした。

で、学生時代のノートを引っ張り出し（これで

も気象学だけはちゃんと自力でノートをとって

いて、試験前にノートを貸した友人の評価も

上々でした）、コツコツと勉強を始めたのでし

た。そしてみごと 1 回で合格、とはいかなかっ

たものの、合格科目の有効期限の失効を重ね、

途中挫けそうになりながらも、５回目の受験に

て晴れて気象予報士となることができたのでし

た。いやー受かった時はうれしかったですね～。

当時、インターネットか何かで合格を確認し、

仕事机の下で、こぶしをぐっと強く握り、心の

中で「っしゃっ！」と叫んでいました。 
そして現在に至るわけですが、気象に限らず、

「学ぶ」という姿勢は大切なんじゃないかな、

と、このごろあらためて思うのです。仕事でも、

勉強でも、研究でも、生活することでも、必ず

行き詰るということがあるはずです。そんなと

き、どうしてますか？この年になると、やはり

行動パターンってのは決まってくるもので、目

の前のものに対する謙虚さを失ってしまって、

テキトーな対応になってしまうことってあると

思います。でも、そんなとき、手痛いしっぺ返

しをくらってしまう、なんてあるんじゃないで

すか？自然が相手だとなおさらだと思いますが、

これは人間でも、仕事でも、対象が何であれ同

じだと思うのです。向かいあっている対象に対

する謙虚さ＝学ぶ姿勢を失ったときに、痛い目

を見る。逆に、学ぶ姿勢があれば、常にその対

象から何かを得ることができる。そしてそれが

喜びになる。そして家庭も円満？こういうこと

は自然が相手だとほんとに実感できることだと

思うのです。学ぶ姿勢、小さなことを積み重ね

る姿勢、心がけたいものです。 
と、エラそうなことを書いていますが、現在

の月イチの勉強会の状況は、私のふがいなさも

あって、とても盛況とはいえません。そんな中、

ほとんど皆勤賞の方がいらっしゃって、自らも

ノートを作って熱心に勉強されてます。派手？

な気象予報士志望動機が多い中で、その方の動

機は「災害が予想されるときに農家へアドバイ

スをしてあげたいから」年配の方ですが、その

姿勢には頭が下がります。 
ということで、勉強会は毎月第２日曜日アウ

ガにて開催中。どなたでも参加できますので、

学ぶ意志のある方、ぜひ！ 
 

 
勉強会の様子（青森市アウガ） 

 

 

予報の先にあるものは 
 

伊藤 宏幸 
 
「アナウンサーや気象キャスターの言葉が冷

たく聞こえた」 
これは、昨年の新潟豪雨で被災した方の言葉で

す。その方はなぜ、そう感じたのでしょう。 
 
皆さんご存知のとおり、気象予報士は気象現

象を予想する技術者です。では予想できた現象

の先に待っているものはどうでしょうか。例え

ば災害の発生があるかもしれない状況を予想で

きたその後のことは。 
他県に比べて豪雨災害の少ない青森県でも、

台風が接近・通過したり梅雨前線が停滞してい

たりすると、希に避難勧告が出ることもありま

すね。そんなとき、何かの災害に巻き込まれて

しまったときに、気象の知識をいったいどのよ

うに活かしていったらいいのでしょう。 
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避難所でパソコンを開いて天気図を眺め、「こ

の雨は・・・」なんて言えたら格好いいのでし

ょうが、しかしながら、いち被災者となったと

きにはそんな余裕はなくなってしまうのではな

いでしょうか。それどころか、何をすべきかわ

からず右往左往してしまう、ということにだっ

てなりかねません。不幸にもそんな状況に遭遇

してしまったときに何ができるのかを考える一

助となるのが「防災士」という資格です。 
防災士は、「自助」「互助」「協働」を原則

として社会の様々な場で減災と社会の防災力向

上のための活動が期待され、かつ、そのために

十分な意識･知識・技能を有するものとして認め

られた人のことです。 
2003 年に資格ができてから、すでに気象予報

士を上回る 1 万人ほどの人が防災士になってい

ます。「資格」といっても、あくまでも防災の

常識人を育てましょうというもので、決して難

しいものではありません。しかもこれは、気象

災害にとどまらず、明日起こるかもしれない宮

城県沖地震などの大地震が発生したときにどう

するか、という防災全般に関する様々な知識を

与えてくれるものでもあるのです。もっと身近

なところでは、家族が、職場の同僚が目の前で

突然倒れたときにどう動くか、という技能をも

身につけることができるのです。 
今後 10 年で 40 万人ほどの防災士の誕生が期待

されています。防災士が社会に増えるというこ

とは、地域社会や日本の防災力の強化につなが

り、そして災害が起こってしまったときの減災

にもつながることなのです。 
みなさんも、気象予報士の次は防災士の取得

を目指してみてはいかがですか。 
ところで冒頭の方の言葉の続きは次のような

ものでした。 
「親身になって伝えているようには見えなかっ

た」と。 
 

 
「さわやか」はいつ使う言葉か？ 

岡前 憲秀 
 

 去る１０月３０日に弘前大学で行われた「体

験！一日気象予報士」で、当会の伊藤宏幸さん

が「お天気キャスター奮闘記 ～体験談～」と

して講演された。この中で、「日本語を乱して

いるのはお天気キャスターではないのか」とい

う主旨のお話をされていた。例えば、「ぴりっ

と冷えた朝」とか「白く濁った空」などと表現

するお天気キャスターが居るが、こういったお

かしい日本語を放送で使っているために、日本

語が乱れてきたのではないかということらしい。 

 この話を聞いて、最近読んだ倉嶋厚さんの本

にあるエッセイを思い出した（「ちょっと使え

るお天気知識」小学館文庫）。この本の「気象

用語と日常用語」という話の中で、「さわや

か」という言葉の使い方を例に挙げている。 
 『たとえば、四月、五月の、暑くなく寒くな

く湿度も低い晴天の日を「さわやかな天気でし

た」といった場合、「さわやか」は秋の季語で

あるから間違いである、といわれると、少し言

い過ぎではないかと私自身は反論したくなる』 
 この場合、初夏の頃なので「すがすがしい」

「気持ちのいい」などと表現するのが適当らし

い。倉嶋さん自身は、『反論したくなる』と書

かれているように、”そんなに細かいことを言

わなくても…”という考え方のようである。 
このエッセイの前段では、『人間は、気象が

学問の対象となる前から、大気現象についての

言葉を数多く持っていた。このため、気象の言

葉においては、定義は漠然としていても互いに

理解し合える一般用語と、学問の対象として、

その時々の調査目的にかなった作業基準として

定義されたものとが、同じ言葉で共存すること

となった』と解説されている。要するに、気象

現象を表現するには、はるか昔から培われてき

た歳時記的な言葉が立派に通用するので、そこ

に気象学的な言葉が入りこむと余計に混乱して

しまうのである。 
 言葉は生き物で、時代とともにその意味や使

われ方が変化する。しかも、現代の気象情報は

メディアと密接な関係となっており、お天気キ

ャスターは専門用語ではなく”今どきの”日常

用語を使ってお茶の間に気象を伝えなければな

らない。だから、お天気キャスターの言葉選び

は大変なのである。私としては、「きりっと冷

えた朝」でも「白く濁った空」でもさほど問題

はない。言われてその情景が目に浮かぶ表現の

方が、短い時間で気象現象を伝える場合には効

果的である。 
しかし、「超（ちょう）湿度が高くて、ダル

イ一日となるでしょう」となったら、さすがに

いただけない。お天気キャスターが、平気でこ

んな表現をするような時代が来ないことを私は

祈っている。 
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1月10～15日記事
・青森生活まひ
・市民悲鳴
・除雪
　追いつかない

2月7～16日記事
・｢もう限界･･･｣
　　青森豪雪続く
・JR利用客
　　　いら立ち頂点

3月4日
青森市、豪雪対策本部を
　　災害対策本部へ切換

1月12日
青森市、豪雪
対策本部設置

3月6日
陸自に災害派遣を
　　　　　　　　　要請

図 1．2005 年冬の青森市での降雪の深さ合計、日最深積雪など 

雪が多いと大雪！？って、 

当たり前か…。ん?＿? 
 

岩井 弘樹 

 

 今年もまた冬がやってきました。冬のはじめ、

雪国に住む人たちにとって最も気になることと

言えば「今年の雪は多いのかなあ、少ないのか

なあ…」という事ですよね。一冬の雪の量を予

想するというのは大変難しいことですが、実は

住民が『大雪』を実感する状況というのは、単

に降雪量や積雪といった数字だけでは計れない

部分もあるようです。その辺を、去年 12 月から

今年 3 月にかけて（以下、2005 年冬、としま

す）の大雪を振り返りながら考えてみたいと思

います。 

 2005 年冬は、確かに大雪でした。特に日本海

側では弘前市での最深積雪 150cm が歴代 1 位を

更新するなど、毎日の除雪に悲鳴を上げた人も

多かったと思います。ところで、ここで青森市

のデータを見ると、最深積雪は 178cm で歴代 4

位、降雪量の一冬の合計は 1043cm で歴代 5 位で

した。もちろんこれは決して少なくない数字で

すが、それ以上の年も過去にはあったわけです。

にも関わらず住民からすれば、数字以上に雪に

対してかなりの負担を強いられたという印象が

残った冬でした。それには雪の『降り方』にも

ポイントがあったようで、その辺を本予報士会

の木村会員と筆者が調査した（筆者は少しお手

伝いした程度ですが）結果を引用してお話しま

す。 

図１に、2005 年冬の、青森市での降雪の深さ

合計と日最深積雪、それに新聞記事の引用と、

青森市役所に市民がよせた苦情件数を示しまし

た。まず雪の降り方で特徴的なのは、12 月下旬、

1 月中旬、2 月中旬、3 月上旬と、降雪量と積雪

が急激に増える時期があるということです。市

民の苦情も雪が急激に増えたあたりからその直

後にかけて多くなっています。新聞記事でもそ

の頃に「除雪追いつかない」とか「もう限界」

などの記事が見られます。かいてもかいても何

日も降り続く雪に「もういい加減にしてくれ

～！」と天を仰いだ記憶に重なる人も、きっと

多いですよね。 

さて、ここで図 2 には、1962 年と 63 年、69

年と 70 年の冬について青森市の降雪と積雪をそ

れぞれ比較して示してみました。まず 62 年と 63

年ですが、62 年の方は 2 月末までに降雪合計が

537cm あっても、緩やかに増えたので積雪は沈み

込みを繰り返しながら、最深積雪は 69 センチで

した。 

降雪合計 
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図２  69･70 年 寒候期 

 

図２．寒候期の比較 

（上 62 年と 63 年、下 69 年と 70 年） 

当時の新聞記事にも雪に関する話題はほとん

ど無かったようです。一方、63 年は、1 月末ま

でに、降雪合計が 540cm、これは 62 年とほぼ同

じ数字ですが、急激に増えたため最深積雪も

（沈み込む暇が無く）135 センチになりました。

これは『第何位』という記録にもなりませんが、

新聞記事によると 1 月中に青森県で大雪による 

被害は 3億 2千万円にも上ったそうです。 

69 年と 70 年を見てみましょう。69 年は 1 月

に入って日降雪量が 50cm を超える日があるなど、

急激に積雪も増えて最深積雪は 135 センチ、こ

れも『第何位』という記録にはなりませんが、

県や青森市には豪雪対策本部が設置され、県職

員には異例の『雪下ろし休暇』が認められたほ

どだったようです。一方の 70 年は、3 月中旬ま

でに最深積雪は 143cm、降雪合計の方は 1068cm

で歴代 4 位の記録です。が、新聞には『大雪』

の表現は殆どありませんでした。積雪が多くな

っても、何日もかけて緩やかに降雪量が増える

ケースでは、市民や除雪体制にとっても雪に対

する負担は（無くはないでしょうが）少ないよ

うです。 

このように、『何日も連続して降り続けて、

急激に降雪や積雪が多くなる状態』というのも、
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図 3．2005 年 1 月 11 日 00Z の 500hＰａ天気図 

大雪という状況を考えるときに重要なポイント

になるようです。 

さておしまいに、図３には 2005 年 1 月 11 日

の 500hPa の天気図を示しました。連続して雪が

降り続いて、青森市ではたった 6 日間で 200cm

の降雪量（降雪量の平年値だと 1 月の合計で

271cm です）となった時期の、ちょうど中頃の天

気図です。東北地方にはすでに－40℃以下の寒

気が入っていますが、問題はカットオフされた

低気圧が沿海州付近にあることです。カットオ

フされた低気圧は動きが遅いですし、この低気

圧を回り込んで、大陸からの強い寒気が北日本

に次々と流れ込む、という状況が何日も続きま

す。こうなったら要注意、今年の冬はこんな気

圧配置にならないように…と願いたいものです

ね。      

                          

 

 
【参考文献】  

木村マリ子・岩井弘樹、2005：大雪が市民生活に与

える影響、仙台管区調査研究会資料 
 
 
 
 
 

層状雲から落雷？ 
新岡  甫     

 
航空自衛隊三沢基地に勤務していた時のこと

です。航空機に落雷したという、レポートが入

りました。当日は大気の状態は安定しており、

積乱雲等は考えられなかった気象状態でしたの

で、飛行経路に雷の予想はされていませんでし

た。そこで、落雷したと思われる付近のレーダ

ー・エコーを調べましたが発雷するようなエコ

ーはみあたらず、また周辺のＭＥＴＡＲやＳＹ

ＮＯＰ等の観測を調べても、積乱雲は観測され

ていません。はて？ほんとに落雷したのだろう

かと、信じられない気持ちが半分でした。パイ

ロットからのレポートによると、層状の薄い雲

に入った途端に落雷にあったということです。

ほんとかなとおもいつつ、過去の例を調べてみ

ると、層状の雲でもごくまれに落雷した事例が

ありました。戦闘機のような鋭利な角度をもっ

た飛行機が超高速で雲中に突入した場合に、層

状の雲でも、雲中に静電気が帯電している場合

は、雷を誘発する場合があるようです。雷は積

乱雲からとばかり思っていましたが、層状の雲

でも雷なんて、自然の不思議さに驚かされた一

件でした。 
 

 
 
 

 
 

 
積雪の記録 (2004-2005 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 178 3/3 4 位(1894 以降)

野辺地 195] 3/7 1 位(1979 以降)

五所川原 150 3/3 2 位(1979 以降)

弘前 150 3/2 1 位(1982 以降)

鯵ヶ沢 108 2/28 1 位(1983 以降)

八戸 34 2/28 --- (1937 以降)

今別 145 3/2 2 位(1979 以降)

大館 80 3/2 --- (1892 以降)

鹿角 101 3/2 1 位(1979 以降)

秋田 40 3/3 --- (1890 以降)

横手 154 2/28 4 位(1979 以降)

湯田 236 2/28 1 位(1979 以降)
データは気象庁ＨＰによる。ただし、大館は秋田県気象

90 年報、気象庁地域気象観測委託積雪及び大館市消防署

調べによる。 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

青森県気象予報士会 

2005 年 12 月現在の会員数 ３６名 

 

今年度の新入会員は、工藤眞巳さん、 

下山智裕さん、對馬和子さんの３名です 
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弘前大学における気象教育 
 

児玉 安正 
 
１．はじめに 
お天気は、人々の関心を引く自然現象の最た

るものですが、気象について深く勉強をした経

験のある人はまだまだ少数です。気象予報士制

度が始まる前は、この傾向はもっと著しかった

と思います。高度な気象学の知識を持つ人は、

気象庁や気象会社、気象学の講座のある少数の

大学などに限られていました。気象学を深く勉

強をすることも、これらの組織にどれかに属さ

ないと難しかったと思われます。現在は様変わ

りしました。少し大きな書店に行けば、気象予

報士資格取得のための書籍がおいてあり、それ

を独学で勉強することで、気象力学など気象学

の高度な知識を身につけ、気象予報士の資格を

取ることができます。気象予報士は、気象庁の

予報官のレベルを想定して作られた資格である

と聞いたことがあります。そのような専門家が

青森県でも数１０名くらいはいることになりま

す。素晴らしい変化だといえます。今後の大き

な課題は、折角の専門知識をどうやって地域の

ために役立てていくかでしょう。 
 

２．大学院での勉強 
筆者は、今から２０年くらい前に、大学院で

気象学の勉強をしました。大学院での生活は、

難しい本や論文を読んで紹介し先生や先輩から

の質問で鍛えられるゼミの合間に、自分の研究

をしたり、高名な研究者の難しい講演を聞いた

りというもので、毎日が研究者になるための訓

練という感じでした。半数以上の人は研究者に

なることをあきらめ、場合によっては君は研究

者に向かないよと告げられ社会に出ていくので、

野球漫画で知ったプロ野球の２軍のようだと感

じたものです。筆者はたまたま研究者になりま

したので、この訓練は大変有益でしたが、社会

に出た人には青春の思い出にはなっても実社会

ではほとんど役に立たなかったのではと思いま

す。筆者は１５年以上前に縁あって弘前大学に

お世話になることになりました。当時、気象学

の勉強ができる大学は現在よりもさらに少なく、

気象学を勉強したい学生が全国から集まってい

ることに１度びっくり、下手くそな私の講義を

食らいつくように聴いてくれる学生がいるのに

２度びっくりしました。 
 

３．気象予報士制度の影響 
気象予報士制度が始まってから、講義を聞く

学生の熱心度が少し下がったような気がしまし

た。わかりやすい気象学の専門書が書店に並ぶ

ようになったことと関係があるようです。はっ

きりいって、私の講義よりずっとわかりやすい

書籍も多く、これらはライバルとして私に刺激

（有）アップルウエザー前にて 
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を与えてくれました。気象予報士制度は講義の

内容にも影響を及ぼしました。大学では、学習

指導要領のようなものはなく、講義の内容は教

員の自由に任されています。偏った講義はした

くない私にとって、予報士試験の問題は、限ら

れた時間で、気象学の何を教えるかという判断

に大きな指針を与えてくれました。 
 

４．弘前大学で何を教えるか 
最近になって、戦前に帝国大学であったよう

な大きな国立大学は研究に重点を置く大学、弘

前大学のような戦後誕生した小さな国立大学は

教育に重点をおく大学、というように国立大学

間で差別化が図られました。研究に重点をおく

大学の気象学の研究室は、気象予報士制度が始

まっても、研究者の養成に力を注ぐ従来の教育

のやり方を変えていないと思われます。このこ

とは、これらの大学の教員が気象予報士の資格

を取ろうとしないことからも推測されます。一

方、弘前大学など、社会で活躍する専門家の養

成に重点を置く大学は、一段レベルが落ちる大

学と世間から評価されるようです。しかし、気

象分野においては、すでに大勢いる研究者では

なく、専門的知識を持って社会で活躍する人材

の方にこそ期待が大きいと私は思っており、研

究者ではなく専門家の養成を主とする弘前大学

での気象教育には大きな責任があると考えてい

ます。 
どのような教育をすべきか、自分が学んだ研

究室のやり方はあまり参考にならず、学生の意

見も聞きながら模索しているのが現状です。講

義では、重要だが理解の難しい基礎概念を簡単

な実験も見せながら教えたり、これらの概念が

大気現象や気象予報にはどのように結びつくか

などの説明を試みています。研究室の学生には、

気象予報士の資格取得を希望する者が多く、今

年の学生は自主的に勉強会を開いているので頼

もしく思っています。社会で気象の知識を生か

す方法を知ることも学生の関心事です。卒業生

の有志の協力を得て、仕事の内容や気象との関

わりなどを紹介してもらうホームページを作り、

在校生の進路選択の参考に供しています。

（‘つがる WINDS’: http://www.st.hirosaki-
u.ac.jp/~earth_atmhyd/tsugaru/）気象会社等に勤め

る卒業生も多いのですが、卒業生は色々な仕事

を開拓していて、教員として、ＳＥとして、あ

るいは運輸関係の仕事を通して、気象に関係す

る活動もしている人がいます。個人的には、地

域において気象の知識を生かす場がもっと広が

るべきと思っているので、地方公務員として活

躍している多くの卒業生にも、たとえ現在の仕

事は気象との関わりはなくとも参加して欲しい

と願っています。学生に色々な経験をしてもら

おうと思い、時々外に連れ出しています。今年

は、青森地方気象台と（有）アップルウエザー

の見学をさせて頂きました。関係者の方々にこ

の場を借りて改めて御礼申し上げます。そのと

きに撮った一枚の写真で拙稿を締めくくります。

今後も、県内各地に学生を連れておじゃまさせ

て頂くことがあるかと思いますが、その節はど

うぞよろしくお願いいたします。 
 

 

 
 

弘前大学にて 
気象予報士勉強会スタート     

下山 智裕 
 
 弘前大学なんていう大学名がつくと、硬い感

じがするかもしれませんが、青森県気象予報士

会の勉強会の弘前大学版と思っていただけたら

感じがつかめると思います。11 月中旬より、大

気水圏環境学講座の大気・海洋物理学分野の

方々と、環境科学分野に属している私とで、毎

週木曜日 6 時より 2 時間ほど勉強会を開いていま

す。 
 勉強内容は気象予報士試験の実技科目の解説

を行うというものです。最初に地上天気図を解

説し、その後、大問ごとに担当者を決めて解き

方を説明していき、その中でわからないところ

や深めたいところを質問しあっていきます。 
 弘前大学で行う利点は、便利な設備が整って

いるということです。特に、ＯＨＰは便利です。

しかも、なかなか強力な機械でして、本も映し

出すことができます。写真にありますように、

天気図を投影して説明をすることができます。 
 時には、いくら解説書を読んでも解答どおり

にならず、同じように間違えた人が私だけでな

く、他にもたくさんいた時がありました。20 分

以上討論をしたのですが、「結論はなかなか模

範解答のようにはならない」という結論に終わ

りました。しかし、よく考えたことと同じとこ

ろで悩んでいる人が結構いたことを知る機会に

なったということが重要だと思いました。また、
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前線解析も似ているようですが、十人十色であ

ることも実感できる機会となりました。 
 私自身、6 回も落ち続けていますと、一人で学

習しても、なかなか自分の答案上の欠点には気

がつかなくなってきています。仲間に教えるの

を通じて、答案のミスを修正していき、自分の

やる気をかきたてていきたいと考えております。 
 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

「あおもりゆきだより」の紹介 
    

鳥潟 幸男 

 

 この冬の状況について気象台が一般向けに、

こんなにわかりやすい週刊誌を発行していると

は！ 

はじめて、この「あおもりゆきだより」をＷ

ＥＢ上で見つけ、内容を読んだ時は、そのわか

りやすい解説と１週間に１回発行されていると

いうそのリアルタイムさに、驚きを覚えたもの

です。 

 発行元は青森地方気象台。一般向けに、毎週

金曜日に発行され、青森地方気象台のＨＰに掲

載されています。これまでの経過や今後の見通

し、注目される現象について、非常にわかりや

すく、丁寧に解説されています。   

バックナンバーもＨＰからダウンロードでき

ます。北東北に住む者にとっての必読紙ではな

いでしょうか。まだご覧になったことのない方

がおられたら、ぜひとも一読をお勧めします。 

 

発行元：青森地方気象台 

発行日：毎週金曜日（12 月～4月はじめ） 

 

内 容 

【経過】 ひと冬を視野に入れて、発行日前日

までの経過を振り返ります。  

【解説】 注目される現象やそのメカニズムに

ついて、気象台の考え方をご紹介し

ます。  

【見通し】一週間先までの気象の見通しや注意

すべき点を週間天気予報から引用し

ます。  

【参考】 ちょっとした気象の知識や、過去の

事例などについて短くご紹介します。 

  

このほか付録として、雪に関連する解説資料

を掲載することもあります。 
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2004-2005 年に撮影した大気光象 

鳥潟幸男 

 

運良く昨年から今年にかけて、環水平アーク

(水平環)、Ｖ字状の上部タンジェントアーク

（上端接弧）などを写真に収めることができま

した。 

環水平アークとは、太陽高度が 58°以上で上

層雲が広がる時、太陽の約 46°下に、ほぼ水平

に現れる虹色の帯のことで、方位角にして約

108°の広がりをもちます。地平線に近いところ

で 100°もの広がりを持って虹色の帯が現れるた

め、非常に目につきやすい現象です。 

上部タンジェントアークとは内暈（２２度ハ

ロ）の円の上の部分に接して現れる光の弧です。

今回のように太陽高度が低いときは、その接す

る部分を頂点とした V 字型になります。    
いずれも（大気中に浮かぶ）氷晶へ入射する

太陽光の屈折により起こる現象です。環水平ア

ークの場合は、六角板状の氷晶が六角面を水平

にして浮かんでいるとき見られます。また、上

部タンジェントアークの場合は、鉛筆状（六角

柱）の氷晶が軸を水平にして浮かんでいるとき

に見られます。 

環水平アーク。この写真上方に内暈も同時に発

現しています。（撮影：大館市 2005/5/22） 

 
環水平アーク。（撮影：大館市 2004/5/12） 
 
 

 
 

内暈、上部タンジェントアーク、太陽柱、幻日

が同時に発現。（撮影：大館市 2005/2/18） 
 
 
 

 

    

 

 
 

編集後記 
＊ 今年も無事会報を発行することができました。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。（鳥） 
＊ 2005 年 12 月は全国的に記録的な大雪に見舞われています。大館

では 12/22 夜遅くから 23 朝にかけてドカ雪に。雪起こしの雷もあ

りました。一発雷でした。消防署によると日降雪量（7 時－7
時）は 43cm。2004/3/7 の記録を更新して、この 30 年間で最大と

なりました。職場からは除雪の動員がかかり祝祭日出勤（悲）。

年明けはどのような天気になるのでしょうか。皆さま、よいお年

をお迎えください。（鳥） 
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