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防災授業の理解度及び教員に対するアンケートからの考察 

＊栗山佳之、山西大輔、鎌倉和夫（大阪管区気象台） 

1. はじめに

災害時において、住民一人一人の自助や住

民同士の共助に基づく防災行動を促進するた

めには、安全知識の普及啓発、気象情報の利

活用促進が重要である。 

気象庁では、「気象情報や自然現象から、住

民が自らの判断で状況に応じた的確な行動を

とることのできるような風土・文化を醸成す

る。」を基本目標とし、住民に対する安全知識

の普及啓発の取組を行っている。この取組の

一環として大阪管区気象台（以下、気象台）

では、小学生を対象とした防災教育を実施し

ている。主に小学校 5 年生を対象にDVD「急

な大雨・雷・竜巻から身を守ろう!」（以下、

DVD）を使用した防災授業を平成25年度から

行っている。 

上記「風土・文化の醸成」には、より広く、

安全知識の普及啓発を行うことが重要である。

そのためには気象台職員だけでなく、教員や

地域防災リーダー等との連携・協力が不可欠

であり、普及啓発の担い手となっていただく

ことが望まれる。そこで、現在気象台が行っ

ているDVDを使用した防災授業を小学校の教

員だけで実施していただき、教員に普及啓発

の担い手となっていただくことを目指してい

るが、実施までには至っていない。そのため、

これまでに行った防災授業や教員の防災気象

情報に対する認識や利活用から、教員だけに

よる防災授業がどうすれば実施いただけるか

を考察した。 

2. DVDを使用した防災授業

2.1 授業構成

授業形態としては、防災授業に教員も参加

し、自然に内容等が伝授でき、将来的に教員

だけで防災授業が行えるように、気象台では、

教員と気象台職員によるチームティーチング

方式で防災授業を行っている。チームティー

チング方式とは、教員と気象台職員が 2 人 1

組になり、授業を進めていく方式である。ま

た、児童を導く必要があるディスカッション

のセクションは教育の専門家である教員に実

施していただいている。 

以下、授業構成を示す。 

① DVD中の資料映像の上映。

DVD 中の資料映像を利用し、積乱雲の発生

メカニズムや積乱雲の発達する様子、浸水の

映像、竜巻の動画を上映した後、竜巻の実験

映像を上映する。さらに印象付けのため、再

度、竜巻の動画を上映する。

② DVD中の「これはあぶない!被害編」の上

映。

 この映像は、子どもたちが積乱雲の近づい

てきたサインに気づかなかったことや、自然

現象の恐ろしさに対する油断があったために

危険な目に遭う内容となっており、視聴する

ことで、どうして危険な目に遭ってしまった

のかを考えるきっかけを与える。 

③ ワークシートへの記入。

児童がワークシートに対し、②で視聴した

映像についてどのように行動すればよかった

のか、設問に自らの考えを記入する。 

④ ディスカッションの実施。

このセクションでファシリテーターを教員

が行い、児童がそれぞれの考えを発表し、話

し合う。このディスカッションでは、状況付

与型の防災グループワーク的な要素があり、

児童自ら考え行動することが、自然に身に付

くと考えられる。また、ファシリテーターを

教員が行うことにより、教員も防災について

考え、防災意識の向上が狙える。 

⑤ DVD中の「これなら安心!解説編」の上映。 

この映像は、②で視聴した映像について、

積乱雲が近づくサインやどうすれば身を守れ

るのかを解説した内容となっている。 

⑥ まとめとふりかえり。

最後に、急な大雨・雷・竜巻の危険と、身

の安全を守る方法をまとめたリーフレットの

配布と共に、ワークシート記入内容について

家族と話し合っていただき、児童の家族にも

防災授業の内容を理解し共有していただく。

話し合った内容や意見を児童や家族に記入し

ていただき、気象台に提出していただくこと

で、児童の回答と共に児童と家族が話し合っ

- 1 -



た内容や意見等を確認する。これにより、今

後の防災授業に還元することができる。 

2.2 ワークシートの記入内容 

防災授業の理解度を知るために、防災授業

で記入したワークシートの内容をまとめた。

ワークシートの記入内容はそれぞれの問いに

対して、○×で回答し判断した理由を記入す

る形式としている。 

設問内容と正答率（小数点以下四捨五入）

を以下に示す。なお、回答人数は37人である。 

【突然の大雨のとき】 

① 雨が止むまで橋の下で待つ。 
正答率 100％ 

② 建物や駐車場の地下に入る。 
正答率  89％ 

③ 近くの建物の 1 階以上の場所で雨宿りす
る。 

正答率  84％ 

④ 大雨の中を走って帰る。 
正答率  70％ 

【雷が聞こえたとき】 

① 身に付けている金属のものをすべて取れ
ば安心。 

正答率  92％ 

② 大きな雷の音が近づくまでは、様子を見
る。 

正答率  97％ 

③ 雷が光ってから音がするまで10秒以上な
ら大丈夫。 

正答率  95％ 

④ 木の下に避難する。 
正答率 100％ 

⑤ 近くのしっかりした建物にすぐに避難す
る。 

正答率 81％ 

【竜巻が見えたとき】 

① すぐに頑丈な建物へ避難する。 
正答率 89％ 

② 竜巻が近づいてこないかどうかを窓から
見続ける。 

正答率 97％ 

③ できるだけ窓から離れる。 
正答率 95％ 

ワークシートでの正答率は概ね 80％以上

であった。この結果から、防災授業による理

解度は高いといえる。 

ただ、「突然の大雨のとき」のセクションで

は、「④大雨の中を走って帰る。」との問いは

正答率が70％と、このセクションの他の設問

に比べると低かった。回答の中には、歩くよ

りも走って帰ったほうが楽に自宅に帰れると

いったものがあった。このことから、浸水に

よる危険性等を映像と合わせて、より具体的

に解説する必要があることが分かった。また、

正答とはしなかったが、他の回答の中には実

際の地形や自宅までの距離等の状況を判断し

て行動するといった、より深く考えて○×の

どちらでもないといった回答も見られた。 

また、「雷が聞こえたとき」のセクションで

は「⑤近くのしっかりした建物にすぐに避難

する。」との問いは正答率が81%と、このセク

ションの他の設問に比べると低かった。回答

の中には、落雷により屋根が崩れた場合に出

られなくなるといった、建物の構造まで考え

た回答もあった。さらに、「①身に付けている

金属のものをすべて取れば安心。」という間違

えやすそうな問いの正答率は 92%と高かった。 

「竜巻が見えたとき」のセクションでは、

全体的に正答率が高く、竜巻が近づいてこな

いかどうか窓から見たうえで、危険を感じた

ら窓から離れる等、想定した回答とは異なる

が、より深く考慮した回答もあった。 

 

3. 教員に対する勉強会 

3.1 勉強会内容 

防災授業終了後、可能であれば教員に対す

る勉強会を実施している。 

内容は、積乱雲による災害の特徴や気象情

報の活用方法等が掲載されている DVD 中の

「発達した積乱雲による災害・事故から児童

生徒を守るために」テキストを使用し、屋外

での学校行事をはじめとする教育活動におい

て、こまめに気象情報をチェックし、児童生

徒の安全確保に役立つように、より実践的な

内容としている。具体的には、積乱雲に伴う

激しい現象と災害について解説後、気象庁ホ

ームページでの防災気象情報や各種ナウキャ

ストの利用方法について解説した。 

3.2 教員に対するアンケート（平成26年

度まで） 

教員に対する勉強会後、教育現場での防災

気象情報についての認識や利活用について、

アンケートを行った。アンケートの回答は、

「1.非常によく当てはまる、2.よく当てはま

る、3.少し当てはまる、4.どちらでもない、

5.あまり当てはまらない、6.ほとんど当ては
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まらない、7.まったく当てはまらない」の 7

段階とした。平成27年度はアンケート形式を

変えたため、平成26年度までのアンケート結

果を利用して分析した。勉強会終了後のアン

ケート結果を第1図から第4図に示す。なお、

回答人数は13人である。また、アンケートの

結果は、より特徴を見るために「1.非常にあ

てはまる」と「2.よく当てはまる」の割合に

着目した。 
3.2.1 教員の大雨及び避難についての認

識 

アンケートから、「大雨が降るとどんな災害

が起きるか知っている」という問い（第1図

a）には、54％が「非常によく当てはまる（知

っている）」または「よく当てはまる（知って

いる）」と回答し、大雨がもたらす災害につい

て半数以上が知っていると回答した。また、

85％が大雨は身近な出来事だと回答した（第

1図b）。しかし、「大雨が降る前に、どんな準

備をすればよいか知っている」（第2図a）で

は「非常によく当てはまる（知っている）」ま

たは「よく当てはまる（知っている）」との回

答は 38%に留まっている。また、避難につい

ては 92％の教員が早めの避難が必要と考え

ていた（第2図b）。 

以上より、教員にとって大雨は身近である

が、大雨に対する事前の準備について十分理

解されているとはいえない。 

3.2.2 教員の防災気象情報についての認

識 

アンケートから、「気象情報を入手する手

段を知っている」との問い（第3図a）には、

46%の教員が「非常によく当てはまる（知って

いる）」または「よく当てはまる（知っている）」

と回答し、「気象情報をどのように使えばよ

いか知っている」の問い（第 3 図 b）につい

ては、「非常によく当てはまる（知っている）」

または「よく当てはまる（知っている）」の回

答は23%に留まる。また、「普段から気象情報

を活用したい」との問い（第 4 図 a）には、

92%が「非常によく当てはまる」または「よく

当てはまる」の回答であった。 

以上より、教員は防災気象情報を利用した

いと考えているが、利活用方法については理

解が十分とはいえない。 

3.3 教員に対するアンケート（平成27年

度） 

平成27年度も引き続き勉強会を行い、再度 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

第1図 （a）「大雨が降るとどんな災害が起きる

か知っている」及び（b）「大雨は自分たちにとっ

て身近な出来事だ」の問いに対するアンケート結

果 

第 2 図 （a）「大雨が降る前に、どんな準備を

すればよいか知っている」及び（b）「大雨が予

想されるときは、早めに避難するべきだ」の問

いに対するアンケート結果 

第3図 （a）「気象情報を入手する手段を知っ

ている」及び（b）「気象情報をどのように使え

ばよいか知っている」の問いに対するアンケー

ト結果 

第4図 （a）「普段から気象情報を活用したい」

の問いに対するアンケート結果及び（b）第 1 図

から第4図の凡例 
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アンケートを行った。毎年継続して勉強会を

行っている小学校の学校安全担当教員からは、

天気予報や注意報、警報等の発表状況や降水

ナウキャストの確認をスマートフォンから行

うようになり、体育の授業や屋外活動の防災

対策に活かしているとの回答を得た。 

 

 4. ワークシート及びアンケートからの

考察 

 これまでの結果から、どうすれば教員だけ

による防災授業を実施いただけるか考察した。 

2.2 項より、今回行った防災授業に対する

児童の理解度は、ワークシートの記入内容を

見るとかなり高いと判断できる。しかし、正

答率は○×の可否だけを集計した結果であ

り、○×を判断した理由は記述式のため、

色々な判断基準が見られる。その判断基準に

ついて話し合いを行うことが重要であるため、

授業内容の難易度には問題はないと考える。

さらに、ワークシートを記入した後、DVD 中

の「これはあぶない!被害編」の解答編である

「これなら安心!解説編」を上映することによ

って、映像による再度の意識付けがなされ、

より理解が深まっていると考えられる。上記

から、防災授業の内容及び構成について、特

に変更する必要はないと考えられる。 

ただし、浸水に関する問いの正答率が 70%

と少し低く、浸水は地域特性があるためイメ

ージしにくい児童もいると思われるので、浸

水による危険性をより具体的かつ重点的に解

説する必要性がある。また、想定していたよ

りも深く考慮した回答に対して補足するため

には気象に関する知識が必要になってくる。

そのため、気象に関する知識を教員に対する

勉強会で説明し理解していただくことが重要

であることが分かった。 

また、ディスカッションでは、○×を判断

した理由を話し合いながらワークシートに記

入後、色々な意見や考え方について議論を行

なっている。このときにいろいろな避難につ

いての判断基準や行動について意見が発言さ

れる。教員からは、避難等の防災行動につい

ての的確な回答が難しいとの意見が多い。こ

のことも、担い手となることが難しい要因の

ひとつと考えられる。 

3.2.1 項より、教員は大雨が身近な出来事

で早めの避難が必要だと認識しているが、事

前に大雨に対してどんな準備をすればよいか

を理解されているとはいえない。3.2.2 項よ

り、防災気象情報の重要性は理解されている

が、その入手手段や利用方法については理解

が十分とはいえない。これらは気象台の周知

広報不足も一因と考えられる。このニーズと

のギャップを補うために勉強会では大雨に対

する準備や防災気象情報の利活用についても

丁寧に解説することが重要であるといえる。 

また、3.3項より、勉強会を行ったことで、

学校安全担当教員の防災対応への関心がさら

に高まり、教育現場で、防災気象情報が有効

に利用されていることが分かった。 

以上より、防災授業を教員だけで実施して

いただくためには、防災授業だけではなく、

教員に対する勉強会も実施し、その勉強会の

中で防災授業での児童の回答に対して補足す

るために必要な気象の知識や教員の理解が十

分とはいえない防災気象情報の利活用につい

て重点的に解説する必要がある。さらに、勉

強会での解説を行うことにより、教員の防災

対応への関心をさらに高めることに寄与でき

ると考える。 

 
5. まとめ 

教員だけで防災授業を実施していただき、

教員に普及啓発の担い手となっていただくた

めには、防災授業及び教員向け勉強会に関し

て以下のことがいえる。 

① 児童の防災授業に対する理解度は概ね

高いため、防災授業の内容や構成には特

に変更の必要はない。また、授業の難易

度もこのままでよい。 

② 教員向けの勉強会において、気象台の周

知広報不足もあり、教員が不足している

と感じている災害に対する防災対応行

動についての知識や児童の認識が少し

不足している浸水の危険性、児童の回答

に対して補足するために必要な気象の

知識を重点的に解説する。また、教員の

理解が十分とはいえない防災気象情報

の利活用についても丁寧に解説する。 

今後も安全知識の普及啓発、気象情報の利

活用促進を行っていくためには、引き続き、

教育委員会や教員、地域防災リーダー等との

協力が不可欠であるため、ご協力をお願いし

たい。 
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401：407：601（防災気象情報；気象解説；気象予報士；命を守る） 
 
 

「命を守る」気象情報を目指して 
－気象解説者の立場から見た課題の考察と改善策の提案－ 

 

片 平  敦＊ （株式会社ウェザーマップ） 
 

 
1. 1. 1. 1. はじめにはじめにはじめにはじめに    

 筆者は在阪テレビ局である関西テレビ放送（フ

ジテレビ系・近畿2府4県と徳島県が放送エリア）

にて，2005 年春から主に平日夕方の気象解説を担

当している．気象予報士・防災士の資格を持つ気

象解説者として，防災・減災に資することを第一

に考えた解説を常に心がけているが，それでも毎

年のように各地で土砂災害や洪水など災害が発生

してしまう． 

 1961 年の災害対策基本法施行以来，わが国の防

災対策のハード面が急速に進められてきたことは

疑う余地がないが，依然として災害による犠牲者

が少なくないのは，ソフト面の対策にいまだ改善

すべき点が多くあるからだろう．また，私たちの

生活様式や社会情勢が大きく変わってきたことも

一要因なのかもしれない． 

 「命を守る」気象情報とは，避難行動につなが

るような，「心に響く」気象解説とはどういったも

のだろうか．情報の作り手・伝え手・受け手がそ

れぞれに持つ課題や果たすべき役割があると考え

られる．本稿では，情報の伝え手である気象解説

者の立場から，作り手と受け手の間の架け橋とし

て活動してきた経験をもとに考察し，改善策を提

案する． 

 

2. 2. 2. 2. 「命を守る」気象情報とは「命を守る」気象情報とは「命を守る」気象情報とは「命を守る」気象情報とは    

 「気象情報」とは，気象庁から発表される｢全般・

地方・府県気象情報」のみを指すこともあるが，

本稿ではより一般的な，気象の観測・解析・予報

やその解説，防災に関連する情報として扱うこと

とする．気象庁が発表する狭義の「気象情報」は

もちろんのこと，私たちが日々の生活で接するこ

との多いテレビ・ラジオなどマスメディアやイン

ターネット上の天気予報・気象解説なども広く含

まれることとなる． 

 では，「命を守る」気象情報とはどんなものだろ

うか．それは，情報を受け取った利用者が災害か

ら命を守るために，適切に理解・活用・判断し，

避難など具体的な防災行動に移すトリガーとなる

ような情報であろう．ところが，危険を知らせ行

動を促す情報を受け取ったとしても，利用者が情

報の意味を適切に判断できない場合が少なくない．

結果として防災行動を取ることができず，あるい

はできたとしてもすでに手遅れで，大きな災害に

巻き込まれて被害に遭うケースが毎年のように報

じられているのである． 

  

3. 3. 3. 3. なぜなぜなぜなぜ具体的な具体的な具体的な具体的な行動に移せないのか行動に移せないのか行動に移せないのか行動に移せないのか    

 例として，大雨による土砂災害を考えよう．気

象庁からは災害発生の数日～1 日前には「大雨に

関する情報」が予告的に発表され，災害発生の半

日～数時間前には「大雨警報」や「土砂災害警戒

情報」などより危険度が高まってきたことを示す

情報が発表される（これらを受け，自治体は十分

なリードタイムを持って「避難勧告」や「避難指

示」を発表できる場合もあるだろう）．また，テレ

ビの気象解説では，定時の天気コーナーで大雨の

見通しが伝えられ，場合によっては放送時間も平

常時より少し長く割かれて，懸念される土砂災害

などに対する防災情報が充実して伝えられること

になる．しかし，こうした展開に至っても，「では，

自分も早めに避難をしておこう」と思い，実際に

行動に移す人は果たしてどの程度いるのだろうか． 

 行動に移さない理由は，「心に響かない」という

点が大きいのではないだろうか．より具体的に言

えば「自分のこととして考えていない」と言い換

えられるかもしれない．不幸にも実際に災害に巻

き込まれてしまった人のインタビューとして必ず

と言って良いほど聞かれるのは「まさか自分がこ

んなことになるとは思っていなかった」と「今ま

でこの地域ではこんな経験はなかった」というこ

とである．人間は，経験がないこと（あったとし

てもあまりに古い記憶や歴史上のこと）に関して

は，科学的に出現可能性が高まっているという情

報を示せたとしても，「自分だけは大丈夫」と思っ

てしまい，労力の大きな具体的行動には移しにく

いのである．この先入観のことを心理学・行動科

学の分野では「正常性バイアス」と呼び，広く知

られている．すなわち，この正常性バイアスを打

ち破り，危険が迫っていることを自分のこととし

て考えてもらい，具体的な防災行動に移すことを

強く促す情報こそが「命を守る」気象情報の一側
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面であると考えられる． 

    

4 .4 .4 .4 .なぜ心に響かないのかなぜ心に響かないのかなぜ心に響かないのかなぜ心に響かないのか    

4.14.14.14.1    伊勢湾台風後に進んだ伊勢湾台風後に進んだ伊勢湾台風後に進んだ伊勢湾台風後に進んだ防災対策防災対策防災対策防災対策    

前述の通り 1961 年に災害対策基本法が施行さ

れたが，この契機となったのが 1959 年の伊勢湾

台風による大規模な風水害であった．同法制定後

は高度成長期と重なり，防波堤・防潮堤や河川の

護岸などのインフラ整備が急速に進んだ．気象災

害による犠牲者数は 1960 年代以降大きく減少し

ている． 

防災白書（内閣府防災担当部局，2015）の附属

資料によれば，地震・津波などを含む自然災害に

よる死者・行方不明者数は，戦後間もない 1950 年

代は台風などの気象災害を主として年間で数百人

規模，時として数千人規模であった．しかし以後

は概ね 1ケタ小さくなり，1995 年（阪神・淡路大

震災）や 2011 年（東日本大震災）のように大規模

な地震・津波災害により突出して多い年もあるも

のの，それ以外の年は気象災害を主としていても

概ね 100～200 人前後の規模にまで減少してきて

いる．これは，伊勢湾台風・災対法後の我が国の

防災対策が一定の大きな効果を上げてきたからに

違いない． 

その一方で，それでも犠牲者数がゼロにはなら

ないのはなぜか．小・中規模の災害を実際に経験

したことがある人が減ってきたことも大きな要因

ではないだろうか．河川の増水や氾濫を例に挙げ

れば，普段生活する地域の身近な川があふれたり，

家が浸水したりして対処した経験のある人はどの

くらいいるのだろう．小規模な外力ならば整備さ

れたインフラがしっかりと吸収してくれるため平

常通りの生活を送れるが，いざ対応能力を超える

外力が加わって増水・氾濫が発生した場合は「ま

さかこの川があふれるなんて」と感じるほどの危

険な状況に短期間で陥ってしまう．当然，そうし

た浸水害に対応したことがなく，何をしたら良い

か分からずに呆然と思考停止してしまうこともあ

り得るだろう． 

現代人はテレビなどで災害の映像に接し，災害

に対する知識は増えたようで，他方，身近で実際

に体験することは乏しくなったと言える．災害に

実際に遭遇せずに済むようになったことは，本来

であれば非常に幸せなことである．いや，実際に

とても幸せなことなのだろう．総じて見れば，災

害による犠牲者数は大きく減っているのだから．

しかし，言うなれば｢頭｣では災害に慣れた気にな

っていても「体」は慣れておらず，実際に想定外

の災害に見舞われると適切に身を守ることが難し

いことを示しているのかもしれない．災害に対す

る「耐性」が弱くなってしまった私たちは，不運

にも災害に遭遇してしまった場合，咄嗟には適切

に行動できず，命を守れないかもしれないという

懸念がある． 

4.24.24.24.2    反射的に思ってしまう「またか」反射的に思ってしまう「またか」反射的に思ってしまう「またか」反射的に思ってしまう「またか」    

2013 年夏に気象業務法が改正され，気象庁の発

表する情報に「特別警報」が加わった．2011 年の

東日本大震災や紀伊半島大水害などを受け，通常

の警報の基準をはるかに上回る異常事態にその状

況を伝える手段として新設されたものである（気

象庁，2013）．導入以後，本稿執筆時点の 2015 年

11 月までに全国で計 5事例の発表があった（2013

年に 1 回，2014 年に 3 回，2015 年（11 月まで）

に 1回）．その都度，気象庁本庁や地方官署での緊

急記者会見の模様が生中継も交えて伝えられ，テ

レビでは通常の番組内容を大きく変更した特別編

成で，視聴者に危機感を伝える精力的な報道がな

されたことは記憶に新しい． 

特別警報導入の際，運用開始前に気象庁からは

かなり丁寧に説明がなされた．また，実際の発表

時にはこれがどういった情報なのかテレビや新聞

など各媒体でしっかりと伝えられ，発表基準であ

る「数十年に一度（より具体的には，50 年に一度）」

というフレーズが広く報じられた．起こっている

事態が極めて異常かつ切迫していることが繰り返

し伝えられたと感じる．風水害について災害発生

前の予測段階でこれほど手厚く報道・解説された

ことは今までになかったと言っても良いくらいだ

ろう．視聴者は事態の異常さを肌で感じ，わが事

として防災行動に移った人も少なくないと思われ

る． 

 その一方で，日本列島はとても広い．全国的に

見れば特別警報発表時であっても，該当する大雨

などの災害とは全く関係のない地域が多くあり，

実際には警戒が必要ではない地域も少なくないの

である．ところが，テレビなどで緊急記者会見を

見たり，独り歩きした「50 年に一度」という言葉

をそのまま受け取ったりした視聴者としては，メ

ディアを通じて何度も特別警報に接しているうち

に「こないだも発表されていたな」「50 年に一度

と言っていたのに，またなのか」と不十分な理解

から決めつけてしまい，いわゆる「狼少年」情報

として誤って受け取ってしまうようにならないか

という懸念を筆者は持っている．特別警報導入時

に「通常の警報の軽視」が心配されたが，それど

ころか特別警報ですら「またか」と受け取られる
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事態に至らないか，数年後が非常に心配である． 

また，報道する側が「最強クラス」「記録的」な

どのインパクトのある言葉を多用する風潮も強く

感じる．危機感を伝えるために選んだ，防災を念

頭に置いた手法と信じたいが，近年は眉をひそめ

るほどの「濫用」も少なくないと感じる．これに

ついても同様に，本当に必要な時に「またか」と

思われてしまう要因となるのだ．筆者を含め報道

に携わる者は痛切に反省しなければならないだろ

う． 

 上記のような切迫した異常事態を伝える情報を

伝える際には，報道において，｢50 年に一度｣とい

うのは統計的な手法を用いて想定した数字で，さ

らに「それぞれの地域で」「今回は○○県について」

と丁寧に誠実に解説する必要を強く感じる．その

一方で，テレビなど不特定多数を対象としたメデ

ィアの特性上，限られた時間の中で，しかも切迫

した情報を伝える中で，細かい対象地域に言及す

ることが現実的に可能なのか．取材・放送体制の

実情により，大きな災害のニュースは東京から全

国ネットの放送で伝えられることが少なくなく，

伝え手側の大胆な対策が必要な部分とも考えられ

る．  

 

5. 5. 5. 5. 改善策の考察・提案改善策の考察・提案改善策の考察・提案改善策の考察・提案    －それぞれの立場ご－それぞれの立場ご－それぞれの立場ご－それぞれの立場ご

とにとにとにとに－－－－    

    前項までに述べたように，危機感を伝える気象

情報が心に響かないのには様々な要因が考えられ

る．ここでは，気象情報を効果的に防災行動につ

なげるために，情報の作り手・伝え手・受け手の

それぞれに求められることを気象解説者の立場か

ら考察し，改善策を提案する． 

なお，当然ながら，以下に示すそれぞれの立場

は絶対的・固定的なものではなく，状況に応じて

入れ替わる場合もある．むしろ，立場が頻繁に入

れ替わって，各者が得た様々な情報が有機的に交

換され，防災・減災に活用されるべきであること

については予め指摘しておきたい． 

5.15.15.15.1    情報の作り手に求められること情報の作り手に求められること情報の作り手に求められること情報の作り手に求められること    

 防災気象情報の「作り手」は，代表的には気象

庁である．1990 年代後半以降，従前の警報・注意

報だけでなく，土砂災害警戒情報，竜巻注意情報，

特別警報など利用者の細かいニーズに応えるべく

多様化・高度化した情報が開発され，運用されて

きた． 

 その一方で，2000 年代半ば頃から「情報が多す

ぎて活用しきれない」「どの情報がどれだけ切迫度

の高いものなのか分かりにくい」などの声が筆者

の周囲でも多く聞かれるようにもなってきた．解

説者の立場から振り返ってみても，限られた放送

時間の中であまりに多種な情報を伝えることに対

しては少なからず抵抗を感じている．それは，「沢

山の情報を詰め込んで伝えても利用する側が処理

しきれず，人命にかかわるような極めて重要な情

報が埋もれて，見過ごされてしまう」という懸念

があるからである． 

 気象解説の技術として，情報を「捨てる」とい

う概念がある．本当に大事な情報をしっかりと伝

えるため，重要度の低い情報についてはあえて使

わず，「捨てる」ということだ．不特定多数に限ら

れた時間で情報を伝える業務上，生まれてきた考

え方だろう．その一方で，少なからずすでに利用

者がいるであろう様々な情報について，今さらコ

ンテンツを大きく減らすことは決して容易ではな

いとも想像できる． 

    5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1 「一般向け情報」と「高度利用者向け情「一般向け情報」と「高度利用者向け情「一般向け情報」と「高度利用者向け情「一般向け情報」と「高度利用者向け情

報」報」報」報」    

 そこで，現在進められている防災気象情報の整

理（国土交通省，2015）に際しては，気象庁の発

信する情報について「一般利用者向け」と｢高度利

用者向け｣の観点を重視して再編してはどうだろ

うか．情報を受動的に利用することの多い一般利

用者に向けには push 型情報とする代わりに，シ

ンプルかつ分かりやすい情報体系を基本とする．

極論すれば，防災気象情報の原点に立ち返り，警

報と注意報のみにしても良いくらいかもしれない．

それに対し，専門知識を持つ気象事業者・気象解

説者（放送局などメディアを含む）やより細かい

運用に使用する地方自治体などの高度利用者向け

には pull 型情報を基本とし，これまでも随時開

発・運用が進んできたメッシュ形式の情報をより

詳細に発信していくことが有益と考えられる（も

ちろん，一般利用者でも情報を取りに行けば，こ

うした専門的な情報をリアルタイムで確認できる

ことが大切であろう）．地震防災の分野では，「緊

急地震情報」は広く一般に伝えられる警報と高度

利用者向けの予報を分けており，非常にシンプル

で分かりやすく，目的に応じて使いやすい区分に

なっていると感じられる． 

 このことにより，地方自治体などからの「より

細かい情報が欲しい」という声と，一般利用者か

らの「情報が多すぎて利用しにくい」という声の

両者に応えることができるのではないだろうか．

なお，実際に防災気象情報を発表する気象庁の予

報担当者の負担が極端に増えないよう，一連の予

報作業（シナリオ検討・入力作業など）の中で，
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一般向けと高度利用者向けの両者の情報が一度に

生成できるなど，作業現場における運用上の配慮

も大いに必要であると考える． 

    5.1.2 5.1.2 5.1.2 5.1.2 「サブシナリオ」の積極提示「サブシナリオ」の積極提示「サブシナリオ」の積極提示「サブシナリオ」の積極提示    

 また，気象庁の予報担当者の持つ危機感をリア

ルタイムで共有できるよう，高度利用者向けには

｢サブシナリオ｣（予想される気象シナリオのうち，

最も可能性が高いものとは別に考え得るシナリオ

のこと）の積極的な提示が非常に効果的だと考え

られる．最も可能性の高い「メインシナリオ」だ

けでなく，予測にはどの程度の幅があるのか，い

わゆる「最悪シナリオ」はどういう展開なのかを，

予め情報の作り手と伝え手が共有することで，有

機的に連携した防災対応が図れると強く感じるも

のである．予報担当者の経験に頼る部分が大きい

のが現状だとは思うが，将来的には実用化が遠く

ないと考えられるメソアンサンブル予測の活用も

視野に，できるだけ定量化した形でサブシナリオ

を積極的に示すことが有益だと考えられる． 

 5.1.3 5.1.3 5.1.3 5.1.3 「バーチャート」形式情報の活用「バーチャート」形式情報の活用「バーチャート」形式情報の活用「バーチャート」形式情報の活用    

 大雨・暴風・高波などの現象が，それぞれの地

域で，いつからいつまで警戒・注意が必要なのか，

時系列の線・表形式で示したものがいわゆる「バ

ーチャート」形式の気象情報である．台風など比

較的事前に対策を立てやすい現象の場合は特に，

定時的に最新の見通しを，通常のテキスト形式で

はなくバーチャート形式で発表することにより，

警戒事項や時間帯が利用者にはいっそう直感的に

理解しやすいのである．台風説明会などの場にお

いては地方レベルでのバーチャートが示されるこ

とが多いが，数時間おきに定時に発信されるよう

なことはほとんどない（沖縄気象台など一部では

台風接近時などに行う場合がある模様）． 

現状では，気象庁が防災機関向けに提供する「防

災情報提供システム」のコンテンツのひとつ「注

意警戒時系列」において，警報・注意報に関連し，

市町村単位の同種の情報が発信されているが，地

方レベルや「市町村等をまとめた地域」レベルに

おいてもこうしたバーチャート情報が定時的に発

信されると，メディアにおいて不特定多数へ対策

を呼びかけるうえでは非常に効果的と感じるのだ． 

 以上，複数点提案したが，より精度の高い気象

予測技術を確立し，それに基づく天気予報や注意

報・警報などを発信していくことが，何よりも直

接的に防災・減災に資することは言うまでもない． 

5.2 5.2 5.2 5.2 情報の伝え手に求められること情報の伝え手に求められること情報の伝え手に求められること情報の伝え手に求められること    

 防災気象情報は，どんなに精度が良く，どんな

に適切なタイミングで出されようとも，利用者に

しっかりと伝達されなければ無意味といっても過

言ではない．筆者はこれを「気象情報の伝達＝配

達ピザ論」と呼んだ（片平，2010）．どんなに美味

しいピザを作っても，届ける段階で道に迷ったり，

配達時間や配達先を間違えたりしてしまえば，あ

っという間に冷めてしまってせっかくの美味しさ

が台無しになる，という例えである． 

 防災気象情報が高度化・多様化し，利用者の利

用形態も多彩になった現在，情報を伝えるという

行為は，単に右から左へと伝言することではない．

利用者にしっかりと「伝わる」ために，その情報

の意味や価値を取り上げて利用者にアドバイスす

ることまで含めて求められているのだ．気象解説

者は，コンサルタントであり，ジャーナリストで

あり，コミュニケーターであり，専門家と利用者

をつなぐ「架け橋」であらねばならないと考える．

その責任は非常に重い．1994 年に誕生した国家資

格「気象予報士」を取得している気象解説者が多

いことからも，視聴者や放送局をはじめとする利

用者が，専門性に裏打ちされかつ即時的に適切に

解説できる人材を強く求めていることは明らかで

ある． 

本章では，筆者の経験上，情報の伝え手の主な

ものとして気象解説者を取り上げ，現状の課題と

改善策を考察する． 

 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1 気象予報士と気象解説者は異なる気象予報士と気象解説者は異なる気象予報士と気象解説者は異なる気象予報士と気象解説者は異なる    

「気象予報士」と「気象解説者」は似て非なる

職業であると筆者は考える．その理由は，適切に

予報を考えられる人が，適切に情報を伝えられる

とは限らないからだ．最良の研究者が，学生に上

手に教えることのできる最良の先生とは限らない

ことと同じである．テレビ・ラジオ・ウェブ・新

聞・雑誌・書籍など様々なメディアで情報を伝え

るに当たり，科学コミュニケーションやプレゼン

テーションの高いスキルを持つことも非常に重要

であろう．むしろ，その能力がなければ，精度良

く予報された良い情報でも「伝わらない」のであ

る．一般には，気象予報士＝気象解説者として理

解されている面が依然として大きいと思われ，こ

れが以下に挙げていく課題点の一つの要因でもあ

ると思われる． 

5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 「厳密さ」と「分かりやすさ」の間で「厳密さ」と「分かりやすさ」の間で「厳密さ」と「分かりやすさ」の間で「厳密さ」と「分かりやすさ」の間で    

気象庁の調査によると，天気予報の入手経路と

して最も多いのは依然として「テレビ」で，その

割合は約 79％である（気象庁，2015a）．しかし，

テレビの天気予報や気象解説はニュース番組の１

コーナーとして設けられることがほとんどで，放

送時間（「尺」と呼ぶ）がわずか 2～3分というこ
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とも多い．さらに，首都圏や関西圏のように複数

の府県にまたがった放送エリアを持つ放送局であ

ると，同じ時間をかけて伝えるにしても，1 つの

府県のみを担当する放送局よりも広域となり，限

られた時間内で何を伝えるか，非常に悩むことに

なる． 

「伝わらなければ意味がない」という観点で，

ある程度厳密さを欠いても要点を伝えることに専

念するか，確率や気温・雨量の数字など科学的厳

密さを重視してできる限り丁寧に伝えるか，解説

の現場ではいつも頭を悩ませる点である．結果的

にはその折衷案で「できるだけ厳密さを保ちつつ，

放送時間や分かりやすさを考慮し，イメージしや

すく伝える」ことになるのだが，その配分などは

個々の解説者の力量に依る所が大きい． 

決定論的な解説と確率論的な解説，とも換言で

きるだろう．例として，気象庁から発表される「雨

か雪」という予報について考察する．利用者から

は「結局雨なのか，雪なのか」という声が依然と

して根強い．仮に，確率論的に雨 60％・雪 40％程

度と判断できる場合，どのように伝えるのが適当

か．この確率のまま伝え，後は利用者が判断して

ください，というのが最も科学的に謙虚な伝え方

だと筆者は考える．しかし，その利用法までアド

バイスをしてほしい利用者としては，「結局どちら

か分からない」→「役に立たない」と思ってしま

い，せっかくの価値ある情報が「意味のない」も

のになってしまうおそれもある．これに対し，雨

の確率のほうが高いため，決定論的に「雨」とだ

け伝える方法はどうだろうか．利用者は迷わず雨

として準備するだろう．しかし，少なからず雪の

リスクがあることを知らないため，もし雪になっ

た場合には「外れた」印象が強いうえに，交通の

混乱など大きなストレスを生じる事態に巻き込ま

れる可能性も含んでいる． 

筆者は「予報が持つ不確実性」「その原因」「効

果的な利用法」を順に丁寧に解説したうえで，最

終的には利用者に判断を委ねる提案まで行う真摯

な解説が効果的なのではないかと考える．「雨なの

か雪なのか，どうしても絞り込むことができない

状況だ」→「気温の誤差は数℃程度は避けられず，

そのわずかな差で雨か雪が決まる」→「明朝は最

悪に備えて，いつもより少し早く起きて最新の状

況を確認してほしい」という構成である．前述の

ように，限られた時間の中でどう伝えるかがポイ

ントになるわけだが，そこがまさに解説者の腕の

見せ所であると強く感じる．藤原咲平はかつて予

報者の心得として「自分の力の範囲を確認して，

その埒外に出ないこと」を一例として挙げた（藤

原，1933）．それから約 80 年を経た今こそ，予報

者・解説者はこのことを強く肝に銘じたいもので

ある． 

5.2.3  5.2.3  5.2.3  5.2.3  気気気気象予報士は利用者の期待に応えられ象予報士は利用者の期待に応えられ象予報士は利用者の期待に応えられ象予報士は利用者の期待に応えられ

ているているているているかかかか    

テレビにおける気象解説者を考えてみよう．大

雑把に振り返ると，1980 年代は気象庁 OB による

解説が主だったが，90 年代には気象協会をはじめ

とする民間気象事業者の解説者が多く台頭し，さ

らに 1994 年の気象予報士制度の誕生が「お天気

キャスター」ブームの後押しとなった．2000 年代

になると，気象の現場で長年経験を積んだ者が解

説を行うのではなく，お天気キャスターを目指し

て気象予報士資格を取得した者がテレビなどメデ

ィアにデビューすることの多い時代に変わった感

がある．好意的に見れば気象がより身近になった

印象を受けるが，うがった見方をすれば，経験が

浅くただ資格を取ったばかりの新米気象予報士で

あっても「専門家」と名乗って解説の場に立てる

ようになった時代とも言える． 

どんな資格にも言えることだと思うが，資格を

取得しただけですぐに現場で戦力になるわけはな

い．正誤を判断して採点する試験という性格上，

気象予報士試験の問題（実技科目）は厳しく言え

ば「誘導尋問」形式であり，出題の流れに沿って

いけば，一定の知識のある者であれば適切に解答

できると言っても良いくらいだろう．ところが，

実際の予報の現場には誘導してくれる問題はなく，

あるのはただありのままの気象の姿だけである．

数値予報資料を疑ってかかったりいくつものモデ

ルの結果を見比べてみたりするなど，よりいっそ

う苦心するわけであり，リアルな空は誰が予報し

ても同じ答えになるほど簡単なものでないことは，

少しでも予報業務に携わったことのある人であれ

ば同感だろう．（気象予報士制度の課題については

筆者がすでに指摘している（片平，2013））． 

そうした厳しい現実に対峙した経験の少ない気

象予報士が専門家として解説の場に立つことにつ

いて，受け手の期待・理解と伝え手が実際に持つ

技術の間で大きなギャップが生じてはいないか．

今，気象予報士と名乗る者は皆，利用者の期待に

十分応え得るだけの技術を持つことができている

のだろうか．もちろん，受け手である利用者が気

象予測の技術的限界を理解しておらず，過度な期

待をしていることも否めない．しかし，だからこ

そ，単に数値予報資料を読むだけでなく，その限

界や利用法についてまで踏み込み，丁寧に分かり
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やすく解説する能力が求められていると痛切に感

じる． 

 5.2.4 5.2.4 5.2.4 5.2.4 「気象予報士」の「気象予報士」の「気象予報士」の「気象予報士」の一歩一歩一歩一歩先へ先へ先へ先へ    

情報の伝え手として，気象情報の伝達過程にお

いて非常に重い役割を担う人材として，高度な予

報技術を持ち，社会の要請に応じられるハイスキ

ルの気象技術者としての質の高い気象予報士を

「育てる」方策を，産・学・官および気象予報士

自らが広く連携して検討・実施することが大切だ

と痛感する．今般，気象予報士会で試行開始され

た CPD（Continuing Professional Development）

認定制度もその第一歩として期待したい．しかし

現状では，研修会・講習会などを受講したり対外

的な活動に参加したりすればある程度の認定ポイ

ントが加点されていく仕組みになっているようで

ある．はたしてそれだけで社会からのニーズに応

え，重い責任を全うする技術者を育成・認定する

のには十分なのだろうか．もし，気象予報士の資

格を単に取得しただけの状態からさらに一歩先を

目指すのが目的であれば，より厳格な制度にすべ

きと筆者は考える．単発で講習会に参加するだけ

ではなく，解析・予報の現場で十分に時間をかけ

た研修を行うことや，技術者としての倫理感や高

度な技術を有しているか問う筆記・口述試験の導

入なども必要ではなかろうか．社会から求められ

ているのは「一生懸命頑張っている」という自己

満足ではなく，「厳しい要請に応じられるかどうか」

のプロとしての高い技術であることを我々気象予

報士は深く自覚すべきだと思えてならない．認定

プログラムの継続的な見直しを行いつつ，制度が

ブラッシュアップされ，より有機的・効果的に活

用されることを心から期待するものである． 

また，地方自治体に防災気象情報の利用や避難

勧告・指示の発表について助言を行うため，気象

予報士を積極活用する試みが検討されているが

（2015b，気象庁），これこそまさに，人命を預か

る重い任務を負わせる側面が生じる場面である．

気象予報士活用の場が広がることは好ましいこと

だが，各方面から資格取得後のしっかりとしたフ

ォローアップ体制も同時に考えていかなければ，

単に気象予報士の数が漸増するだけで，防災・減

災に効果的に役立つとは思えない． 

高度な予報技術はもとより，利用者へのアドバ

イス・コンサルタントまで行うことのできる質の

高い気象予報士が増えること，そしてそのような

レベルの高い気象予報士が活用される場が広く社

会にできることこそ，防災・減災に大きく資する

はずだと筆者は考える． 

5.3 5.3 5.3 5.3 情報の受け手に求められること情報の受け手に求められること情報の受け手に求められること情報の受け手に求められること    

 気象の分野に限らず，情報リテラシーの重要性

は強く訴えられている．玉石混淆の大量の情報が

溢れる現代社会で，自らの身を守るために情報の

価値や意味を判断し，活用する能力は非常に大切

なのである．しかし，いわゆるメディアリテラシ

ーについてはここ 10 年ほど頻繁に取り上げられ

ていると感じるが，気象情報の利用法や不確実性

を大きく含む各種情報について適切に理解し判断

する，いわば「気象リテラシー」についてはあま

り話題になっていないのではないだろうか． 

 いざ災害が発生してから情報の意味などを考え

たのでは間に合わない．日頃から知識として理解

しておき，また情報が発表された際の行動につい

て予め想定しておくことが当然非常に重要である．

どういった行動を取れば良いかはそれぞれの地域

の災害特性（川に近いか，崖に近いかなど）によ

って変わるものであり，自らが暮らす地域につい

ても予め詳しく知っておく必要があるだろう． 

また，頭では分かっていても，実際に災害に直

面すると体が動かないおそれもある．普段から定

期的に避難などの訓練をしておくことも非常に重

要だと考えられる．筆者の経験上，避難訓練とい

うと，なぜか地震・津波災害に対するものが中心

で，風水害を想定したものは少ない印象を受ける． 

そうした意味で，学校教育を中心としながら，

普段から気象情報をどう利用するか，いざという

時には何をトリガーとしてどう避難すべきか一連

の訓練として経験しておくことが大切だと考えら

れる．子どもの頃からの気象リテラシー教育は時

間がかかる地道なものだが，10 年後，20 年後には

大きな効果を上げると信じるものである． 

気象解説者の立場としては，気象予測には不確

実性を伴うものだということを日頃から丁寧に繰

り返し解説し，その不確実さを理解したうえでど

のように利用することが効果的なのか，様々な場

面で根気強く伝え続けていくことが重要と考える． 

 

6. 6. 6. 6. おわりにおわりにおわりにおわりに    

 以上のように，気象情報を作る・伝える・受け

取るの 3者の立場における現状の課題やそれに対

する改善策を提案してきた．しかし，大切なこと

は，それぞれが独自に改善策を検討していくので

はなく，日頃からの連携・コミュニケーションに

基づいて改善・運用していくことだと強く感じて

いる． 

 人間が実際に何らかの行動を起こすのは，「信頼

できる誰か」からの情報に基づくことは明らかで
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ある．誰が書いたか分からない，顔の見えない情

報だけでは，どれほど危機感を伝える内容であっ

ても，実際に多大な労力を使ってまで避難行動に

移るまでにはなかなか至ってくれないものである．

予測される情報にそもそも不確実さが含まれてい

れば，それはなおさらのことだろう． 

食の安全が叫ばれる昨今，スーパーに行くと野

菜売り場には「農家の○○さんが作りました」な

どと生産者の名前と写真が掲示され，消費者に安

心感を与えようとする手法をよく見かけるように

なった．安全・安心という観点では，「顔が見える」

関係がいかに大切かを端的に示していよう． 

 翻って，情報の作り手・伝え手・受け手の関係

で見ていくことにする．まず，作り手と伝え手の

関係について言えば，気象解説者は気象庁が発表

する情報を解説し，利用者に分かりやすく提供す

る「架け橋」の役割が大きい．日頃からテレビな

どで利用者に顔を覚えてもらっている点において，

気象庁から「危機感のバトン」を受け取り，それ

を効果的に代弁できる立場である．そうであれば

なおのこと，気象庁と気象解説者は普段から顔の

見える関係であらねばならない．また，気象解説

者は常日頃から専門的な知識を貪欲に手に入れ，

身につけ，各々のレベルアップを心がけるべきで

あろう． 

そして，伝え手と受け手の関係については，最

も大切なのは伝え手に対する受け手からの「信頼」

であろう．伝え手は日頃からの気象解説を真摯に

行うことにより，「この人の言うことは信頼できる」

と予め思ってもらっていることが非常に重要だと

考える．いわば天気の「町医者」として，平時は

生活に密着した情報を丁寧に伝え，気象について

身近に感じてもらい，災害が予想される際には伝

える情報を信頼してもらえる関係を事前に築いて

おくことが大切だと思われる．さらには，情報を

得た利用者が自ら周囲の様子を考えて防災行動に

移ることを促せるような関係であることが極めて

大切だろう． 

そうした意味では，質の高さの担保が大前提で

はあるが，メディアを通じた不特定多数への気象

解説よりも，すでに全国各地に計 1万人近く存在

する気象予報士が地元に根ざした活動をし，いざ

という時には利用者のすぐ隣で危機感を発信・伝

達していくことが極めて重要だと考えられる． 

また，「顔の見える」関係を考えた時，「このや

り方が最も効果的に伝わる」と一般化し，誰にで

も通用するような気象解説手法のマニュアルは存

在しないだろう．なぜなら，分かりやすく伝える

テクニックはあっても，心に響くかどうかは伝え

手の知見・知識・性格など全てを踏まえたうえで

発せられる言葉や仕草に大きく依存するものであ

り，伝え手一人ひとりの性格や人格によって，最

も「伝わる」伝え方は異なるものだと痛感するか

らである．我々メディアで活動する気象解説者は，

各々が最も効果的に伝えられる解説の方法を見つ

け，自覚し，日頃からのたゆまぬ研鑽に基づいた

知見や経験を総動員して，精いっぱい防災・減災

に役立つ解説を心がけるべきではないだろうか． 

情報の作り手・伝え手・受け手の 3者の効果的

な「連携」を強く意識した，より使いやすい気象

情報の設計・運用が今後の防災・減災において非

常に重要だと感じられてならない． 

 

参考文献参考文献参考文献参考文献    

 藤原 咲平，1933：講話「預報者の心掛け」．測

候時報，4,24,377-383. 

 片平 敦，2010：気象台と視聴者との架け橋・

気象解説者 "心に響く"解説をめざして(スペシ

ャル・セッション「気象情報・知識の伝達・普及

(II)」,口頭発表)．2010 年度秋季大会講演予稿集，

日本気象学会．172．  

片平 敦，2013：まもなく 20 年 「気象予報士」

制度を考える． 

http://bylines.news.yahoo.co.jp/katahiraatsu

shi/20131114-00029754/ （2015.12.07 閲覧） 

 気象庁，2013：気象庁ホームページ「特別警報

について」． 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubet

su-keiho/index.html（2015.11.18 閲覧）． 

 気象庁，2015a：気象情報等の利活用に関する調

査結果． 

http://www.jma.go.jp/jma/press/1503/24b/26ma

nzokudo_kekka.pdf（2015.11.18 閲覧） 

気象庁，2015b:平成 28 年度気象庁概算要求概

要 ．

http://www.jma.go.jp/jma/press/1508/27a/28yo

san.pdf（2015.11.18 閲覧）． 

国土交通省交通政策審議会気象分科会，2015：

「新たなステージ」に対応した防災気象情報と観

測・予測技術のあり方． 

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/kisho

u00_sg_000058.html（2015.11.19 閲覧）． 

 内閣府防災担当部局，2015：平成 27 年版防災白

書,内閣府． 

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27

/honbun/index.html（2015.11.19 閲覧）． 
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隣接面過程が雪の結晶成長に果たす役割 

 

山下 晃（大阪教育大学） 

 

1. はじめに 

板状雪結晶の成長を第 1 図のように ①初期成長-球面上などに結晶面が現れる前後の成長- ②基本成長-無垢板

状結晶の成長- ③通常成長-裏面と表面とがある成長- に分けるとき，これまでに②の基本成長に関する研究が

ないことに気付かされる．自然界には見事な環天頂アークや環水平アークが現れることがあり，横田・

山根（1994）は大阪管区気象台屋上で 1992 年 6 月 25 日の昼前に現れた環水平アークを観測し，－

17～－19℃で厚さ 610mの巻雲中に成長する角板によるものであることを明らかにしている．巻雲中

には，このように基本成長する多くの角板が生じることがあるが，角板は地上に降ることが極めて少

なく，氷飽和を僅かに超える条件下の実験が困難であるため，その研究が欠けていたのである． 

 

 

第 1図 初期成長，角板の基本成長および樹枝状結晶などの通常成長 

        

 昨年から天然の角板や枝付角板の写真の解析を行っていて気付かされたのは，その成長が空気模様

を作る基本成長であること，雪結晶の成長にとって重要な水蒸気供給源である隣接面過程の研究が皆

無であったことである．このことは，隣接面過程を考慮した上で初期成長から通常成長に至る雪結晶

成長の全体像について改めて考察する必要があることを意味する．この発表では，自由落下実験

（Yamashita 1973，山下 1974, 1979）のうちの初期成長に関する内容を隣接面過程と張り出し成長

に着目して整理し第 2 章とする．基本成長については，第 3 章として，2016 年に「天気」に載る予

定の角板の最初の解析結果の主なところを述べる．第２章と第３章の内容は，何れも隣接面過程と深

く関わっているため，この過程の概要と役割を第 4章にまとめる．また，第 5章以降では，隣接面過

程に関する考察を深める目的で，曲がり空気模様と環状空気模様に関わる話題や通常成長と隣接面過

程との関係について取り上げる． 

 

2．初期成長における隣接面過程 

様々なシーディングを採用することができる自由落下実験では，凍結雲粒の初期成長を調べたり，

様々な非六角対称形の氷晶を成長させたりすることができる．ここでは，凍結雲粒から成長する雪結

晶が，主として２枚板状結晶であること，その板状部形成では円形結晶面を中心とする部分が隣接面

過程によって円板状構造を経て（通常成長の段階となる）張り出し成長に至る主要な役割を持つこと，

及び，断熱膨張法を用いるシーディングなどで結晶を発生させるとき，３次の対称性を持つ結晶など

が生じることを第 2図にまとめる。  
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第 2図 左が凍結雲粒の初期成長時の水分子の移動（隣接面過程）と２枚板状結晶．右が 3次の対 

称性のある氷晶などの発生に関する説明 

 

3．角板の基本成長が作る空気模様 

角板あるいは角板として成長した部分のある天然雪結晶の写真の解析による研究を始めている．ウ

エブページで見ることができ“息を飲むほど美しい”などとされる雪結晶のカラー画像中の空気模様

を紹介した後で，第 3図により主な空気模様を説明する．なお，角板中に取り込まれた空気は，様々

な形や様々な大きさの氷-空気の境界線を作り，複雑で美しい模様を生み出している．その複雑な実態

を表現するため，（気泡ではなく）空気模様とする． 

 

  

第 3図 雪結晶中の代表的な空気模様（左は 0.84mmの角板の中央部分，右は 1.5mmの枝付角板の中

央部分．外側 6角形の 1辺のサイズは 0.30mm(左)と 0.36mm(右)） 

 

この図にある空気模様のうち最初に注目するのは，柱面の両側に取り込まれた sp (side air pocket)

と 2つの柱面が交わる位置に取り込まれた ep (edge air pocket)である．これらの形成過程は，隣接面

過程によって説明することができる．  
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4．基本成長における隣接面過程 

第 2章で第 2図の写真内の矢印によって説明した水分子の流れ，すなわち，初期成長における隣接

面過程は，底面から非結晶面へ向かう水分子の移動及び柱面から非結晶面へ向かう水分子の移動であ

る．基本成長では，底面から柱面へ向かう水分子の流れ（隣接面過程）があって板状結晶が成長する．

第 4図によって説明する． 

 

 

第 4図 板状結晶への水分子の供給 （落下中の雪結晶への拡散過程と隣接面過程との関係） 

 

5．曲がり空気模様と環状空気模様の解析 

 

 

第 5図 曲がり空気模様と環状空気模様（Bentley and Humphreys (1931)から） 

 

空気模様のうち，大きく興味深いものが曲がり空気模様（bent air pocket）と環状空気模様（ring air 

pocket）である．環状空気模様の形成開始時に生じた閉曲線と形成完了時に生じた閉曲線の形には，

それぞれで異なる特徴がある．この違いは拡散過程の水分子供給と隣接面過程の水分子供給に時間差

があることを意味するが，その詳細について現在解析中である． 
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6．通常成長における隣接面過程 

中谷（1949）の人工雪実験や高橋（2015）の浮遊成長実験など，多くの研究結果を見ることができ

るのが通常成長である．この成長に隣接面過程が関わっているか否かは，主枝あり側枝ありの複雑な

成長であるため，実験結果などからは明らかになっていない．しかし，基本成長における隣接面過程

の関わりの大きさを考えるとき，裏と表とがあって底面が 1つになる通常成長においても（隣接面過

程と）無関係ではないと考えるのが自然である．その考察の結果を第 6 図に記す．なお，1 枚板状の

結晶が 2枚板化する場合に稜線模様が生じることとの関係については，今後の，詳細な比較検討によ

る研究に期待している． 

 

 第 6図 通常成長する樹枝状結晶の形態 -2本の平行線模様に注目-（写真は中谷(1949)より） 

 

7．まとめ 

ここまでに，隣接面過程が初期成長および基本成長において重要な役割を持つ水分子供給過程であ

ることを示した．また，通常成長においても同様に重要な役割を果たしているに相違ないとして雪結

晶の写真を調べた結果，樹枝状結晶などの表面の稜線模様が，実は，2 本の平行な溝であるとの見方

が成立することが分かった． 

拡散過程の水分子供給と隣接面過程の水分子供給とに時間差があることに第 5章でふれた．この場

合は僅かな過飽和度の変化が成長する結晶中に発達する空気模様に影響し興味深いということだが，

周囲の環境の大小の変化が成長中の結晶に如何なる影響を持つかとの観点から，今後，この種の時間

差について十分検討し整理することが求められる． 

 

参考文献 
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(Republished in 1962 by Dover Pub., Inc.) 226pp. 
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Takahashi, T., 2014: Influence of Liquid Water Content and Temperature on the Form and 
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Yamashita, A., 1973: On the trigonal growth of ice crystals. J. Meteor. Soc. Japan, 51, 307-317. 

山下晃, 1974: 大型低温箱を使った氷晶の研究.気象研究ノート，(123)，47-94． 

山下晃, 1979: 自由落下中に成長する人工雪の結晶 －凍結微水滴からの成長－.日本結晶成長学会誌, 
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夜空の“先”を見通せ！
～夜空の明るさの予測と光害の再現～

奈良県立奈良高等学校 地学部 一見 晴 岡田 友輔 岡田 小夏 松枝 蒼弥 榊原 颯輝

小森 大暉 高田 彩加 芝脇 翔山 薮内 智史

１.緒言・研究の背景

夜空の明るさを知ろうとする動きは今に

始まったものではなく、都会の光が増えて

星が見えにくくなる、いわゆる「光害」が

叫ばれるようになった頃からあった。本研

究で扱う SQ(スカイクオリティー)とは、「1

秒角× 1 秒角あたりの空の明るさを等級で

示したもの」であり、天体の等級と同じよ

うに数値として表せるため、客観性が高い。

さらに、SQM(スカイクオリティーメータ

ー)(図 1)と呼ばれる製品が登場したこと

で、簡単に、正確な SQ を計測することが

できるようになった。

２.目的

SQ と、気象などの予測可能な地上要因

との相関性を見つけることで、毎日変化す

る SQ を、気象予報などから予測できるよ

うになり、天体観測に非常に有益な情報を

もたらすことを可能にする。

３.仮説

＜ SQ データと気象条件との関連性＞

夜空が照らされ光害が発生するかどうか

は、空を照らす地上からの灯火と、その光

を反射・散乱させる大気中の物質の２つの

影響が大きいと考えた。

そのうえで同じ地点では、夜空を照らす

街灯や常夜灯などは、毎夜同じ時間帯なら

図１ SQM

常に点いており、同じ時間帯では空を照ら

す明かりの量はあまり変化しないと考えら

れるので、SQ を大きく変える要因は上空

にあるのではないかと考えた。

ここから、上空に存在する水蒸気とマイ

クロメートルサイズの SPM（浮遊粒子状物

質）などの浮遊物質に着目し、湿度が高い

ほど SQ は明るくなり、粒子状物質の濃度

が高くなるほど SQ が明るくなるという仮

説を立てた。

３.研究方法

継続的に SQ を測定し多くのデータを保

有している、「全国明るさネットワーク」

（SQM を保有する学校が、SQ のデータを

共有し、光害の防止などに役立たせるなど

の活動しているネットワーク、加盟校どう

しは SQ のデータを共有・使用できる）で

得た２地点の 2014 年 1 月～ 9 月の SQ デー

タを用いた。この２地点の SQM は 24 時間

365 日、屋上で 5 分おきに、その瞬間の SQ

を測定している。このデータから 1 時間ご

との平均値をとり、さらに、

・月が出ていない

・快晴である

・日没や夜明けの薄明時間でない

の３つの条件にあてはまるデータを取り出

した。（快晴かどうかは気象庁がインターネ

ット上に公開している天気のデータによる）

得られたデータから、それぞれの湿度にお

ける SQ と SQ の平均値との差を求め、湿

度変化につれてこの差がどのように変化す

るか調べた。

また、SPM 濃度と SQ との関係について

も同様に、SPM 濃度を 5 ㎍/㎥ごとに区切

り、それぞれの SPM 濃度における SQ と SQ

の平均値との差を求め、SPM 濃度が変化す

るにつれて、この差がどのように変化する

かを調べた。
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４.結果

(平均 SQ 値)－(該当 SQ 値)＝(平均との

差)となるので、この値が大きくなるほど平

均より明るく、SQ 値は小さくなっている。

図２のグラフを見ると、仮説通り湿度が

高くなるにつれて、SQ の値が高くなった。

図３のグラフでも、仮説どおり、SPM 濃

度が高くなるにつれて SQ の値が高くなっ

た。

図２のグラフの近似線の式を求めたところ、

湿度をｘ（％）とすると

平均等級との差(等級)＝ 0.0141x － 0.6511

という式を求めることができた。

また、図３のグラフの近似線の式を求めた

ところ、SPM 濃度をｙ(μg/㎥）とすると、

平均等級との差(等級)＝ 0.0105y － 0.2872

という式を求めることができた。

５.考察

図２・図３より、ある夜に SQ が普段よ

りどれだけ明るくなるか(等級が下がる)は、

0.0141 ×（その時間の湿度とその地点の湿

度の平均値の差 ％）＋ 0.0105 ×（その時

間の SPM 濃度とその地点の平均の SPM 濃

度との差 μg/m3）という式で表せられる。

図２ 湿度と SQ 値の変化

図３ SPM 濃度と SQ 値の変化

その地点の平均値は、環境省や気象庁の

ウェブページのデータベースから容易に入

手できる。

６.検証実験

図２・図３でみられる、湿度が高いほどS

Q値が明るくなる、また、SPM濃度が高いほ

どSQ値が明るくなるという傾向の再現を試

みた。

これには、上空の条件を再現した装置を

用いて検証実験を行うことで、実データの

少ない点を補完し、より確実な予測に近づ

ける目的と、前のデータの信頼性を上げる

目的がある。さらに、大気中のSPMに含まれ

る物質は様々だが、実験では単一の物質を

拡散させることで、個々の物質がSQ値にど

のような影響を与えるかを見ることができ

る。

７.実験方法

最初、ダンボールで試作したが、試作品

では水を吹き込むとダンボールが水を吸う、

脆弱で装置が壊れやすい、遮光がしにくい

などの問題があった。そこで、黒いアクリ

ル板を用いて実験装置を作ることにした。

この箱の中が擬似的な夜空となる。

（図４～７が実験装置の様子）

図４ 実験装置の概観
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図７の数値は装

置のサイズ(ｍｍ)

箱の上部に霧吹きの吹き込み口を作り、

下部に付けた小さな箱に SQM を入れ、内

部の SQ 値を計測した。遮光のために吹き

込み口の上にはアルミホイルを貼ったダン

ボールをかぶせた。そして、箱の内部の空

気を対流させ、投入した粒子を拡散させる

ためのファンを取り付けた。また、光害を

再現するために豆電球２つを取り付けた。

図５ 装置下部の SQM

図６ 装置内部のファンと豆電球

図７ 装置の断面図

＜実験１＞

まず、湿度と SQ 値の関係を調べるため、

箱の上部から霧吹きで水を吹き込んだ。吹

き込む量は、箱の体積から吹き込んだ水が

すべて蒸発した場合、28 ℃における飽和水

蒸気量 27.2g/m3 になるであろう量を、8 回

に分けて吹き込み、1 回から 8 回まで 1 回

ずつ吹き込む回数を増やしていった。その

際、１回計り終えるごとに箱の内部を拭き、

ドライヤーを用いて箱の中の空気を入れ換

え乾燥させた。測定中、室内の温度は 28 ℃

に保った。

＜実験２＞

次に、SPM と SQ の関係について調べた。

二酸化チタン(粒子径 9nm 光触媒用)やカー

ボンブラックを浮遊粒子状物質にみたて、

箱の上部からピペットで吹き込んだ。

私たちが夜空を見上げるときは、地球を

取り巻く大気層を通して見上げている。す

ると、地表から上空 12 ｋｍの対流圏界面ま

でに浮遊する粒子状物質が地上からの光を

反射・散乱させたものを光害として観測し

ていることになる。さらに、含まれる粒子

状物質の濃度は、その高度での大気圧に比

例すると考え、見積もった質量の二酸化チ

タンまたはカーボンブラックを、地上で観

測される SPM 環境基準濃度の35μg/m3 の

最大４倍量になるように計りとり、8 回に

分けて駒込ピペットで装置内に拡散させた。

８.検証実験の結果

図８～図１１のようなグラフが得られた。

横軸はいずれも吹き込み回数、縦軸は SQ

図８ 水蒸気のみ 光害がない場合
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値(等級)であり、数字が大きいほど暗く、

小さいほど明るい。

９.検証実験をふまえた考察

光害による光源からの光がない場合(図

８)、水蒸気量をふやすと、SQ 値も暗くな

った。これは、ほとんど光がない状況下で

の計測なので、遮光しきることができなか

ったわずかな光を水蒸気が吸収したためと

考えられる。光害を想定した豆電球を点け

た場合(図９)、水蒸気量をふやすと SQ の

値が明るくなった。このことから、水蒸気

は空気中における濃度が高いほど、地上か

らの光を反射散乱し、夜空を明るくすると

考えられる。

SPM が二酸化チタンの場合(図１０)で

は、仮説どおり濃度が高くなるにつれて SQ

図９ 水蒸気のみ 光害がある場合

図１０ 二酸化チタンのSPM 光害あり

図１１ カーボンブラックのSPM 光害あり

値が明るくなった。しかし、カーボンブラ

ックの場合(図１１)、SQ 値はそれほど変

化しなかった。この結果より、普通 SPM 濃

度が上がるにつれて SQ 値は明るく(小さ

く)なるが、カーボンブラックのような黒い

物質は光を吸収するため、SQ はさほど変

化しないと考えられる。

10.まとめと今後の課題・発展

本データ処理で気象条件とSQの相関関係

が、また、再現実験により、SPM には地上

からの光を反射・散乱させるはたらきがあ

ることがわかり、SPM濃度とSQの相関関係に

ついて明らかにすることができた。

さらに、天候やSPMの成分と実際の観測デ

ータを組み合わせれば、飛来してくるSPMの

地域ごとや季節ごとの正確な予測につなが

ると考えられる。

奈良高校地学部では、これからも再現装

置を用いた実験で、複数の物質を混合して

飛来する SPM を再現し、より自然に近づけ

た実験を行っていきたいと考えている。

また、この予測を積極的に発信していき

たい。日本のアマチュア天文家の数は世界

でも突出している。アマチュア天文家たち

は、予測により夜空の質が良いとわかれば、

望遠鏡を持ち出しやすくなり、条件の良い

観望を効率良くできることが期待できる。

11.謝辞

本研究をするにあたり、地学部顧問の前

田先生を始め、ご指導、ご助言をいただい
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ます。また、データを提供していただいた

愛知県立一宮高校、愛知県立時習館高校、
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平年日降水量時系列のクラスター分析による近畿地方の地域区分 

－近畿の気象予報区域との比較－ 
 

 草薙 浩（京都ウェザー研究会） 

 

１． はじめに 

近畿地方は、南北方向約 200km の北部と南部が

日本海と太平洋に接するため、近畿地方の降水特

性はこれら 2つの海洋の影響を受ける。テレビ放

送による近畿地方の天気予報では、近畿 2 府 4

県を北部・中部・南部の 3つに区分する気象庁の

3気象予報区域を用いている（地方気象情報等で

使用する細分地域名語 http://www.jma.go. 

jp/jma/kishou/know/yougo_hp/tiikimei.html）。 

本発表では、日降水量のクラスター分析法１）

を用いて近畿地方の地域区分を試みて、得られた

区分結果を降水特性の視点から、近畿地方の 3

気象予報区域と比較して調べた。 

 

２．日降水量時系列データと解析方法 

平年値の日降水量時系列データと観測地点の

地理データは、気象庁の過去の気象データ検索サ

イトの都府県・地方の選択画面の観測地点を利用

して取得した。近畿地方と共に近畿地方と地理的

に一体と見なせる福井県嶺南地方と三重県の一

部を含めた地域を分析対象地域にして合計 104

観測地点（nd=104）の平年値の日降水量時系列デ

ータ（np=365：1981-2010 年）を集めた。 

104 観測地点（n=104）の日降水量グラフ

（p=365）の類似度を Ward 法によるクラスター分

析を行ってデンドログラムを描いた。１） 

 

３．日降水量時系列に基づくクラスター分析結

果 

104 観測地点の日降水量時系列をクラスター

分析して得られたデンドログラムを第 1 図に示

す。横軸はユークリッド距離を表す。デンドログ

ラムの左側にある 104 観測地点の日降水量グラ

フが最終的に、右側の 1つのクラスター、すなわ

ち、図中に示す近畿地方平均の日降水量グラフ

（104 観測地点の降水量グラフを算術平均した

グラフに相当する）に集約されることを第 1図は

示している。近畿地方の平均降水量グラフは、少

雨期の 1 月の降水量約 3（mm/日）から多雨期の

夏季の降水量約 5（mm/日）へ向かって緩やかな

山形形状のグラフに、梅雨ピーク（9.7（mm/日））

と秋雨ピーク（7.9（mm/日））が重ね合わさった

グラフになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 1 図 104 観測地点のデンドログラム 
     横軸はユークリッド距離 
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近畿地方 104 観測地点の平均年降

水量 1818mm は、日本全国 820 地点の

平均年降水量 1685mm より少し大きい。 

このデンドログラムを右から逆に

辿って考察すると理解しやすい。近畿

地方の 104 観測地点から逆方向に辿

ると、最初に 2つのクラスター（群）

に分かれる。ついで、3群、4群に分

かれることがわかる。ここでは、近畿

の気象予報区域との比較するため、破

線 a の位置で区分した G1 群、G2 群、

G3 群の 3群について調べた。 

デンドログラムに示すように、104

観測地点が G1 群 18 地点、G2 群 68 地

点、G3 群 18 地点に分かれている。こ

れらの3群を印分けして第2図の地図

に示す。すると、G1 群 18 地点、G2

群 68 地点、G3 群 18 地点は、地図上

で混じり合うことなく近畿地方の北

部、中部、南部地域にきれいに分かれ

て分布していることが分かる。その理

由は、第 3図に示す 3群の地域平均の

降水量グラフに示されている。 

第 3 図 a に示す G1 群の地域平均降水量グラフ

（18観測地点の降水量グラフの算術平均に相当）

は、冬季中心に大きな降雪とはっきりした梅雨ピ

ークを示し年降水量 2118mm で、前報の北陸日本

海型に似た降水量グラフである。第 3図 bに示す

G2 群 68 地点の地域平均降水量グラフは、前報の

日本の平均降水量グラフに似ている。第 3図 cに

示す G3 群 18 地点の地域平均降水量グラフは、夏

季中心の幅広い降水と大きな梅雨ピークを持ち

年間雨量が 2334mm で、同じく前報の典型的な南

西太平洋型の降水量グラフに似ている。それゆえ、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 群と G3 群の降水量グラフは、それぞれ、日本

海と太平洋の影響を強く受けた降水量グラフに

なっていて、第 3図は日本の３つの基本的地域区

分２）の降水特性に一致することがわかった。 

クラスター分析による第3図に示す3つの地域

平均の降水量グラフは、近畿地方の北部・中部・

南部各地域の降水特性の特徴を捉えたグラフに

なっていることが明らかになった。 

 

４．近畿地方の気象予報区域との比較 

気象庁の気象情報では、近畿の気象予報区域は

北部・中部・南部の 3地域区分である（気象庁 ）。 

この 3区分地域と行政

地域区分との関係を第

4 図に示す。近畿北部

は、京都府北部・兵庫

県北部・滋賀県北部か

らなる。近畿中部は、

最も広くて、京都府南

部、兵庫県南部・奈良

県北部・滋賀県南部・

和歌山県北部・大阪府

からなる。また、近畿 

  

G1：北部18地点2107mm

G2：中部68地点1486mm

G3：南部18地点2781mm
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第 3 図 近畿地方の 3区分地域の平年値降水量グラフ 

第 2 図 クラスター分析による近畿地方の 3地域区分地図 
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南部は、奈良県南部・和歌山県南部で

ある。第 2図に示す、クラスター分析

による近畿地方の3地域区分と比較す

ると、第 4図の気象予報区域で北部に

属する滋賀県の彦根、京都府の福知山、

兵庫県の和田山がクラスター分析で

は中部に入っているなど若干の違い

はある。しかし、全体として両者の 3

つの区分地域はかなりよく一致して

いることが読み取れる。 

 

５．年降水量による地域区分との比較 

降水特性を定量的に示す場合の一

般的な方法は、年降水量が用いられる。

そこで、近畿地方の 104 観測地点を、

年降水量が最少の家島 1044 mm から最

大の尾鷲 3847 mm までを 1000 mm 間隔

で、第 2図と同様に 3区分して第 5図

に示す。年降水量 1000～2000 mm の少

雨量地域は 73 観測地点、2000～3000 

mm の中雨地域は 25 観測地点、3000～

4000 mm の多雨地域は 6 観測地点。年

降水量による近畿地方の 3地域区分と

クラスター分析による近畿地方の 3地

域区分の観測地点の分布の様子は、近

畿中部地域ではよく似ている。しかし、

第 5図では、北部と南部地域に中雨地

域と多雨地域が混在していて第 2図の

ように 3区分地域が明瞭に分かれてい

ない。この 3地域区分の地域平均の降

水量グラフを第 6図に示す。第 3図と

第 6図の平均降水量グラフの比較から、

年降水量による地域区分には、近畿地

方北部の日本海型と南部の太平洋型

の降水地域特性が正しく反映されな

いことが明らかである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 図 近畿地方の気象予報区域を表わす地図 

近畿北部は青色、近畿中部は白色、近畿南部 

は桃色で示す。 
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第 5 図 年降水量による近畿地方の 

3 地域区分 

 

第 4 図 近畿地方の気象予報区域を表わす地図 

近畿北部は青色、近畿中部は白色、近畿南部は桃色で示す。

第 6 図 年降水量による 3区分地域の地域平均降水量グラフ 
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６．クラスター分析による詳細な６

地域区分 

 日降水量時系列のクラスター分析で

は、降水の季節変化を細かく捉えるこ

とができることがわかったので、近畿

地方についてより詳細な地域区分を試

みた。第 1図のデンドログラムの破線 b

（6 群化）の位置で示すように、68 観

測地点の最も大きな G2 群（中部）を G2a

群、G2b 群、G2c 群の 3群に、G3 群（南

部）を G3a 群と G3b 群の 2 群に区分し

て合計 6 地域に区分した。この 6 地域

区分の観測地点の分布を第 7 図に、地

域平均の降水量グラフを第8図に示す。

第 8 図から、G2a 中部北は、G1 北部と

G2b 中部中の中間的な降水特性、G2c 中

部南は、G2b 中部中と G3a 南部 aの中間

的な降水特性を示すことがわかる。 

これら 2 つの図から、クラスター分

析による 6 地域区分は、日本海と太平

洋の影響を受けた近畿地方の降水特性

を、3地域区分より、より詳細かつ適切

に反映した地域区分になっていること

が示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．おわりに 

（１）平年日降水量時系列のクラスター分析によ

る近畿地方の 3 地域区分はテレビ放送で用いら

れる気象予報区域と似ていることが示された。 

（２）クラスター分析に

よる３地域区分は、日本

の３つの基本的地域区分
２）の降水特性に一致する。

狭い近畿地方は、降水特

性に関して、日本の縮図

と言えるユニークな地方

であることがわかった。 
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第 6 図 年降水量による 3区分地域の地域平均降水量グラフ 

   

G1：北部18地点2107mm

G2a：中部北14地点1645mm

G2b：中部中43地点1358mm

G2c：中部南11地点1786mm

G3a：南部a9地点2378mm
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第 8 図 クラスター分析による 6 区分地域の地域平均降水量グラフ 

第 7 図 クラスター分析による近畿地方の 6地域区分 
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日本沿岸とドイツ沿岸の洋上観測値を用いた WRF 計算風速の精度比較 

岡山芙有子＊1・大澤輝夫 1・Martin Doerenkaemper2・Gerald Steinfeld2・Detlev Heinemann2 

（1神戸大学大学院海事科学研究科，2 ForWind – Center for Wind Energy Research） 

 

1．はじめに 

洋上風力発電の実用化には正確な風況の把握が

必要不可欠である．沿岸海上の風況を推定する手法

としては，メソ気象モデルによる数値計算が実用的

には最も多く用いられている[1]．しかし，海上の長

期間の観測値は限られているため，その計算精度に

ついては十分に検証されていないのが現状である． 

既に洋上風力発電所が建設されている欧州沿岸

の海域では，風況観測マストによる風車ハブ高度

（80～100m）の現場観測値が得られるため，それら

を用いた風況計算精度の検証例が報告されている[2] 

[3]．それらによれば，年間計算値の平均風速誤差は

±5%，RMSEは20%以下である場合が多い[1]．一方，

日本沿岸ではブイ等で観測された低高度（10m程度）

の観測値を用いた精度検証がほとんどである[4][5]．

それらによれば，年間計算値の平均風速誤差は±

10%，RMSE は大凡 40%前後である場合が多い[1]．

すなわち欧州沿岸に比べて日本沿岸での風況シミ

ュレーションの計算精度は非常に悪いと言える． 

この精度差は何に起因するのであろうか？理由

はいくつか考えられるが，これまでの風況観測マス

トを利用した精度検証では，検証高度が高いほど計

算精度が高くなることが明らかになっているため[6]，

この精度差は検証高度の違いに由来している可能

性がある．そこで本研究では，同じ入力値及び計算

条件で行った欧州と日本での 2つの WRF計算値を，

共に低高度現場観測値を用いて検証することによ

り，欧州（ドイツ沿岸）と日本沿岸での風況計算精

度の比較を行った． 

2. 手法とデータ 

 本研究ではメソ気象モデルとして，Advanced 

Research WRF（ARW）version 3.4.1 を用いた．計算 

 

領域を第 1 図（日本沿岸）及び第 2 図（ドイツ沿岸），

計算条件を第 1 表に示す．計算領域は，8km 格子の

第一領域に 2km 格子の第二領域をネストし，単方

向・同時計算を行った．計算期間は両領域共に 1 年

間であり，期間の開始・終了日時が若干違う他は，

入力データ，計算格子数，物理過程オプション等は

全て同じ条件となっている．初期値・境界値には，

欧州中期予報センターの客観解析値（ECMWF 

Operational Analysis），海面水温には英国気象局の

Operational Sea Surface Temperatures and Sea Ice 

Analysis（OSTIA）を用いた．  

モデルの検証には第 1 図，第 2 図内に示すブイ，

鉄塔及び桟橋上での現場観測値を用いた．日本沿岸

の観測点は全部で 9 地点，バルト海の観測点は 4 地

点である．各地点における 1 年間 8760 個の 1 時間

毎の風速値を対象にして，バイアス（Bias），平方根

平均二乗誤差（RMSE），相関係数（C.C.）の 3 つの

統計値を用いて計算精度を評価した． 

第 1 表 計算条件 

  

 

3．精度検証結果 

 第 2 表に，WRF による風況シミュレーションの

結果として得られた日本沿岸とドイツ沿岸各地点

の風速計算値のバイアス，RMSE，相関係数（C.C.）

Model Advanced Research WRF (ARW) Ver.3.4.1

Period Japan : 1 January 2009 through 31 December 2009 (1 year)

Germany : 1 May 2009 through 30 April 2010 (1 year)

Levels 40 levels (Surface to 50 hPa)

Input data 6-hourly, 0.25°x 0.25°ECMWF Operational Analysis

Daily, 0.05°x 0.05°UK Met Office OSTIA SST

4DDA Domain 1 : Enabled

Domain 2 : Enabled, but excluding below 2,000m

Physics options Dudhia shortwave scheme

RPTM longwave scheme

Eta microphysics scheme

Betts-Miller-Janjic (Eta) TKE PBL scheme

Monin-Obukhov (Janjic Eta) surface-layer scheme

Noah land surface scheme
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第 1 図 日本沿岸の計算風速分布図 

をそれぞれ示す．バイアス及び RMSE 欄の括弧内

は，平均風速に対するバイアスと RMSE（単位：%）

を示している．以降，これらをそれぞれ相対バイア

ス，相対 RMSE と表記し，2 海域の平均風速差の

違いを考慮して，両者の比較は主にこの相対値を

用いて議論することとする． 

3.1 バイアス 

 まず年間平均風速のバイアスについて見る．第 2

表によれば，日本沿岸（No.1～9）では-11.6～10.0%

であるのに対して，ドイツ沿岸（No.10～13）では

-5.1～-3.2%である．明らかに，日本沿岸のバイアス

はバルト海に比べて大きい．第 3 図はこの結果を

棒グラフで示したものである．図中には，ドイツ沿

岸海域に設置された気象マスト FINO-1，FINO-2，

FINO-3 の観測高度約 100m のバイアス値[7]も合わ

せて示している．日本の洋上風況マップ作成事業 

第 2 図 ドイツ沿岸の計算風速分布図 

（NEDO）では，風車ハブ高度（80m）において年

間平均風速バイアス±5%を開発目標値として掲げ

ている[8]が，バルト海ではハブ高度観測点のみな

らず低高度観測点においてもこの目標値はクリア

されている．これに対し，日本沿岸では 9 地点中

5 地点で±5%を超えてしまっており，中には±10%

を超える観測点もある． 

3.2 RMSE 

 次に RMSE について見る．第 2 表によれば，日

本沿岸では大凡 30～45%であるのに対して，ドイ

ツ沿岸では 20%前後である．両海域での精度差を

より端的に表現するために，棒グラフで RMSE を

表したものを第 4 図に示す．この図からも明らか

に，日本沿岸の RMSE 値はドイツ沿岸での値に比

べて大きい．図中には FINO-1，FINO-2，FINO-3 の

RMSE 値[2]も合わせて示しているが，低高度観測値

第 2 表 各地のデータ取得期間・観測高度・年平均風速・WRF 計算風速の統計値 

 

Bias(m/s) RMSE(m/s) C.C.

1 Hasaki (pier) 1/1～12/31 10m 5.94 0.12m/s (2.1%) 2.23m/s (36.8%) 0.76

2 Hiratsuka (mast) 1/1～6/30 24m 5.58 0.32m/s (5.9%) 2.01m/s (37.4%) 0.75

3 Omaezaki (buoy) 2/12～12/4 7m 6.67 0.47m/s (6.6%) 2.17m/s (30.4%) 0.85

4 Owase (buoy) 1/1～12/31 7m 4.64 0.51m/s (10.0%) 2.31m/s (44.8%) 0.72

5 Shirahama (mast) 1/1～12/31 23m 5.06 0.45m/s (8.2%) 2.05m/s (37.2%) 0.77

6 Nansei-Buoy (buoy) 1/1～12/31 10m 6.95 0.32m/s (4.4%) 2.17m/s (29.8%) 0.83

7 KB10 (buoy) 1/1～5/31 10m 7.71 -0.34m/s (-4.6%) 2.80m/s (38.0%) 0.74

8 KB13 (buoy) 1/1～5/31 10m 8.44 -0.88m/s (-11.6%) 2.86m/s (37.8%) 0.77

9 Kochinishi (buoy) 1/1～12/31 7m 6.28 0.34m/s (5.1%) 1.99m/s (30.0%) 0.82

10 Arkona (buoy) 5/1～12/31 10m 7.75 -0.37m/s (-5.1%) 1.38m/s (18.7%) 0.93

11 Darsser (mast) 5/1～12/31 9m 7.47 -0.23m/s (-3.2%) 1.37m/s (19.0%) 0.92

12 Fehmarn (buoy) 5/1～12/31 8m 7.38 -0.31m/s (-4.4%) 1.62m/s (23.0%) 0.89

13 Oder (buoy) 5/1～12/31 9m 6.79 -0.24m/s (-3.7%) 1.33m/s (20.3%) 0.92

No Site name Period of data
Measuring

height

Annual mean

wind

WRF simulation
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（No.10～13）での RMSE が約 20%であるのに対

し，FINO マスト（約 100m）での RMSE では 15％

以下となり，3/4 程度の大きさにまで低下している

ことがわかる．この事実と，日本沿岸で低高度観測

値の RMSE が 30～45%であることを考慮すれば，

日本沿岸での風車ハブ高度（100m）での RMSE は

20%前半から 30%中頃くらいの値になることが示

唆される． 

   

第 3 図 各地点における相対バイアス 

     

第 4 図 各地点における相対 RMSE 

3.3 相関係数 

 最後に，相関係数の結果について見る．第 2 表

によれば，日本沿岸の相関係数は 0.72～0.85，ドイ

ツ沿岸では 0.89～0.93 となった．バイアス，RMSE

同様，日本沿岸の値はドイツ沿岸の値に比べて統

計的に低い値となっている．この差をより深く理

解するために，同じような観測条件（離岸距離，観

測高度，平均風速）の 2 地点である日本沿岸の

KBB10 とドイツ沿岸の Arkona becken（以下 Arkona）

における風速相関図（横軸：観測値，縦軸：計算値）

をそれぞれ第 5 図及び第 6 図に示す．2 つ図を比

べてみると，Arkona では風速のばらつきが明らか

に KBB10 よりも小さく，高い相関を示している．

KBB10 における年平均バイアスは-0.34m/s，RMSE

は 2.80m/s，相関係数は 0.74 であり，Arkona にお

ける年平均バイアスは-0.37m/s，RMSE は 1.38，相

関係数は 0.93 であった． 

4．おわりに 

本研究では，同じ入力値及び計算条件で行った

日本沿岸とドイツ沿岸での 2 つの WRF 年間計

算値を，ブイ等による低高度現場観測値を用い

て検証することにより，両海域での風速計算精

度の比較・検証を行った．以下に主要な結論を示

す． 

1) 日本沿岸及びドイツ沿岸海域の年平均風速の

バイアスはそれぞれ±10%，±5%程度，RMSE

 

第 5 図 KBB10 における WRF 計算風速の散布図 

 

第 6 図 Arkona における WRF 計算風速の散布図 
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はそれぞれ 30～45%，20%前後であり，日本沿

岸での計算精度はドイツ沿岸よりも明らかに

低い． 

2) この結果は，両海域での WRF 計算精度の差が，

検証高度の違いだけに起因するものではない

ことを示唆している． 

欧州での精度が日本での精度を上回る理由とし

ては，まず，欧州では高層気象観測網が密であるの

で，初期値・境界値として WRF に入力する客観解

析値（今回の場合 ECMWF）の精度が元々高いこと

が考えられる．さらに北海やバルト海といったド

イツ沿岸の場合，日本沿岸よりも地形が平坦で，且

つ風況も単純である[9]ため，数値モデルによる気

象場の再現性が高いことも考えられる． 

これらを踏まえると，WRF を用いた日本沿岸の

洋上風況推定には，複雑な地形と海流を持つ日本

沿岸に適した入力値を使用することが重要である

と言える．このため，著者らは現在，今回使用した

ECMWF と MANAL（気象庁メソ客観解析値）を入

力値とした場合の WRF 計算値の比較・検証を行っ

ている．  

謝辞：本研究で用いたデータは，バルト海のデータ

は BSH から，波崎のデータは港湾航空技術研究所

から，平塚のデータは東京大学海洋アライアンス

から，御前崎のデータは静岡県水産技術研究所か

ら，尾鷲と高知西部のデータは国土交通省から，白
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害研究センターから，黒潮牧場ブイのデータは高
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GSMaP データを用いた梅雨期東シナ海上における降水の解析 

*堀田 祥¹ ・西 憲敬²（1：福岡大院理、2：福岡大理） 

 

１、はじめに 

 衛星による降水観測は、地上観測の少な

い海上の降水推定において有効であり、そ

の量は 21 世紀に入ってからも増え続けて

いる。マイクロ波放射計による降水の観測

は、衛星の数も多く、時間空間的に密なデー

タを提供している。 Global Satellite 

Maping  of  Precipitation （GSMaP : 衛

星全球降水マップ）は複数の衛星のマイク

ロ波観測と静止衛星の赤外データの組み合

わせによって推定された、世界の雨分布デ

ータセットである。 

 梅雨期の西日本の降水現象の解明のため

には、すぐ西にある東シナ海の降水システ

ムについての知見が重要である。東シナ海

における降水についての研究は、最近では

数多く行われてきた。梅雨観測研究プロジ

ェクト X-baiu(東シナ海・九州梅雨観測)の

特別観測による、梅雨期東シナ海上の水蒸

気前線の解析（茂木 2006）や、TRMM PR

データ（3B43）による月平均降水量データ

からの東シナ海における黒潮の梅雨前線へ

の影響の調査（Sasaki et al. 2012）などが

ある。しかし、長期にわたる東シナ海全域を

カバーするデータセットはかつてなかった

ので、統計的な降水の解析は少なかった。こ

こにきて GSMaP のような降水データの蓄

積が 15 年となり、全域におよぶ統計的解析

が可能になった。ここでは、15 年間の梅雨

期の東シナ海の降水分布についての詳細な

解析をおこなった結果を報告する。 

 

２、使用したデータ 

 本研究では、GSMaP データを使用した

（ http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/ind

ex_j.htm)。GSMaP データにはどの衛星が

どこを観測したかが判別できるフラグがつ

いている。静止衛星の赤外画像による推定

も含まれているが、この解析では精度の高

いマイクロ波観測による推定値だけを用い

ることにした。マイクロ波観測によるデー

タは、数時間のうちにそれぞれの地点にお

いておおむね 1 つ以上利用できるので、00、

06、12、18UTC について、前後 2 時間まで

で最も近いマイクロ波観測をその時間の降

水とみなしてデータセットを作成した。こ

の 5 時間以内にマイクロ波放射計で観測が

なかった領域は欠損値としている。またマ

イクロ波による降水推定は、海上において

最も良い精度があるので（Kubota et al. 

2007）、今回は海洋上の降水に焦点を絞って

議論を行う。 

 解析期間は 2001 年～2015 年の各 5 月～

7 月である。データには当時のデータ作成

プロダクトで構成された standard と最新

のアルゴリズムを使って過去のデータを再

計算した reanalisis がある。2001 年～2010

年は standard version 5、2011 年～2013 年

は reanalisis version 6、2014 年~2015 年

は standard version 6 を使用した。 

 

３、解析結果と考察 

 まず、旬ごと（10 日間）における降水割

合分布を調べた。降水割合はそれぞれの領

域でマイクロ波観測があった時間のうち、

0.5mm/hr 以上の降水があった時間の割合

である。図１は 5 月下旬～7 月中旬までの

期間における 15 年平均の旬別降水割合分

布である。123E～129E の範囲において、5

月下旬の 20％以上の領域は 30N 以南に存

在する。旬が進むにつれてこの領域の北端

は 6 月各旬にはおおよそ 32N、34N、36N

まで北上し 7月上旬にこの領域は 36Nより

北にも存在するようになる。図 2 は、この

降水帯の動きがわかるように、旬ごとの降

水割合分布における軸を示したものある。

軸は以下の手順で求めた。図 1 の右下図の

赤線で囲まれた領域（26N~36N、122E～ 
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図 1：旬ごとにおける 15 年平均降水割合（％）（右下図の赤線の領域は 26N～36N、122E～130E

であり、図 2 の降水軸決定に使用された領域である。白線の領域は、29N~33N、123E~129E で
あり図 3、図 4、図 5 で使用された領域である。） 

 

図 2：旬ごとにおける 20％以上の降水割合か 

ら決められた降水域の軸（26N～36N、122E 

～130E） 

 

130E）において、経度毎の降水割合 20％以

上の分布から重心を 0.1°毎に求める。その

重心が赤線に囲まれた領域に 20 個以上あ

る場合のみ、その重心の緯度、経度から最小

二乗法を使って、近似直線を引き、この線を

降水帯の軸と定めた。5 月上旬から 6 月中

旬までは降水割合の軸が30N以南で停滞し

ている。6 月下旬以降は北上していること

がわかる。この 120E～127E における降水

帯の北上については Moteki and Manda 

（2013）で黄海付近の高気圧の衰弱による

ものと指摘されている。図 3 は図 1 右下図 

 

図 3：東シナ海（29N～33N、123E～129E）
における 15 年平均の旬ごとの平均降水量（㎜
/hr）と平均降水割合（％）（棒グラフ：平均降
水量（左軸）、点：平均降水割合（右軸）） 
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の白線に囲まれた領域（29N~33N、123E～

129E）における各旬 15 年の平均降水量と

平均降水割合である。平均降水量も平均降

水割合も同様に 6 月中旬がピークであり、

その前後も含め降水割合と平均降水量の時

間変化はよく似ている。 

次に経度分布について調べる。図 1 にお

いて東シナ海中部（図 1 右下図の白線で表

示）に注目する。この領域は陸地をほとんど

含まないように、また、黒潮による影響が強

いことが示唆されている南部（Sasaki et al. 

2012）とは区別して考えるために限定した

ものである。この領域において 6 月の各旬

は東シナ海の東側（126E~129E）の領域が

西側（123E~126E）の領域に比べて降水割

合 40％以上を超えている面積が大きい。こ

の経度分布を定量的に表すために、経度毎

の緯度方向で平均した降水割合と降水量を

図 4 に示す。図 4a をみると、6 月上旬～7

月上旬のどの時期においても東ほど平均割

合が明瞭になる。7 月上旬は梅雨による降

水が続いているが、割合のコントラストは

他の各旬と比べて小さくなっていることは

興味深い。図 4b によると平均降水量も東ほ

ど増えている。降水強度について考えるた

めに両者の東西比を求めてみる。6 月中旬

について着目すると、降水割合は 123E で

13.5％、129E で 21.5％と両者の比は 1.6 で

あるが、降水量は 123E で 0.3mm/hr、129E

で 7.2mm/hr とその比は 2.4 にもなってい

る。ここで見いだされた東西のコントラス

トは降水頻度と降水強度の両方によるもの

であることがわかる。 

 この白線で囲まれた領域（29N~33N、

123E～129E）における降水割合は毎年こ

の 4 期間に必ずしも東側が高くなっている

わけではない。解析した 15 年間の 4 つの期

間の総数は 60 期間あるが、そのうち西の領

域（123E～126E）の方がむしろ東の領域

（126E～129E）より降水割合が高いもの

が 14 事例あった。そのうち 7 事例が 7 月

上旬のものだった。 

 

 

図４：経度毎における 15 年緯度平均(29N 

~33N)、(a)降水割合(％)、(b)平均降水量(㎜ 

/hr) 

 

４、まとめ 

 本研究では、GSMaP データを使用して

東シナ海中部（29N～33N、123E～129E）

の降水の分布的特徴を一定期間ごとに分け

て解析した。東シナ海では 6 月上旬～7 月

上旬にかけて降水量が非常に多く降水帯が

北上していく。その時期では東シナ海の東

側で降水割合、平均降水量ともに高くなる

ことを定量的に示すことができた。東シナ

海南部では梅雨期の降水に黒潮が大きく影

a 

b 
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響を与えていると示唆されている（Sasaki 

et al, 2012）。東シナ海中部（白線の領域）

にも同様に対馬海流による SST（表面海水

温度）の東西の差がこれらの差をもたらす

か、あるいは傾圧帯や低気圧活動が主な要

因なのかに注目して、東西コントラストを

もたらす仕組みを調べてみる。 
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2014 年の北大阪周辺での線状降水系による大雨について 

 

片岡 彩＊、三宅 里香、佐藤 兼太郎、中嶋哲二（大阪管区気象台） 

 

 1. はじめに 

 大阪府では、日本海に前線があって下層南西風

が卓越する場合に、線状降水帯が形成されること

がある。2014年 8月24日と2014年9月 10日～

11日は下層南西風場で、北大阪周辺で対流雲が発

達し、共に池田市で1時間に100ミリ前後の雨量

を解析した（第1図）。本調査では、両事例の解析

からエコーの発生・発達の要因を考察した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2014年8月24日の事例解析 

 2.1 事例の概要 

 第2図に大阪府周辺の地形図を示す。 

2014 年 8月 24 日昼過ぎから夜のはじめ頃にか

けて大阪府内各地で大雨となり、特に北大阪では、

線状降水帯が形成されて、18時前後に1時間に80

ミリを超える猛烈な雨を観測した。18 時 30 分に

は池田市付近で1時間解析雨量が約100ミリに達

し、記録的短時間大雨情報を発表した。 

 2.2 総観場 

 24 日 09 時の高層天気図では、近畿地方北部付

近に300hPaで強風軸を解析できる（図略）。500hPa

では、日本海と四国沖にトラフがあり、東北東進

している。700hPa 及び 850hPa では、太平洋高気

圧の縁辺を回る南西風と大陸からの西南西風が九

州付近で合流し、近畿地方へ流入している。西日

本では、下層から中層にかけて湿数 3℃以下の湿

った空気が流れ込んでいる。地上では、大陸から

日本海沿岸部へ停滞前線がのびており、近畿地方

はこの前線の暖域内に位置して、暖湿気の流入し

やすい場となっている（第3図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 実況の解析 

2.3.1 発生前 

気象レーダー観測によると、24日明け方から停

滞前線の暖域側にあたる中国地方で対流雲が発生

し、降水域を広げながら東進していた。この対流

雲域が昼過ぎには北大阪に到達する（第 4 図 a）。

メソ解析値500m高度面の相当温位（以下、θe）

では、12 時には 350K 以上の暖湿気が紀伊水道か

ら流入していた（図略）。 

2.3.2 発生・発達期 

15時過ぎには、六甲山地の南西端に対流雲が発

生し北東へ流されるようになる。対流雲は同じ場

所で次々と発生し、16 時 30 分頃には降水エコー

第3図 2014年8月24日09時の天気図 
茶線：トラフ、紫矢印：流線、 
青線：前線、緑域：湿数3℃以下の領域 

500hPa 700hPa 

850hPa 地上 

第1図 3時間積算解析雨量 
(a)8月24日19時までの3時間積算解析雨量 
(b)9月11日01時までの3時間積算解析雨量 

(a) (b) 第2図 大阪府周辺の地形図 
赤丸：アメダス地点 
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が線状化し始めた（第4図b）。 

メソ解析値では、大阪湾での 500m 高度面水蒸

気フラックス量（以下、FLWV(500m)）が、12時の

150g/m2/s から 15時には200g/m2/s 以上と大きく

なった（第5図a）。下層水蒸気の流入は、アメダ

ス神戸の混合比が18g/kgから19g/kgに増加した

ことや、13時頃にアメダス神戸空港の風が南西に

変わって、15時から17時頃にかけて9m/s前後の

風が持続したことからも確認できる。また、15時

のメソ解析値鉛直P速度断面図を見ると、六甲山

地の南側から山頂付近に上昇流が計算されている

（第5図b）。加えて、大阪府付近では、500m高度

における自由対流高度までの距離が500m以下、K

指数は35以上となっていた（図略）。 

2.4 考察 

第5図bのメソ解析値鉛直P速度断面図は、15

時には下層の暖湿気が六甲山地に沿って上昇して

いることを示唆している。さらに、高度5600m付

近のウインドプロファイラ（以下、WPR）によると、

09時の500hPa高層天気図で解析されたトラフが、

近畿地方を 18 時過ぎに通過したことが確認でき

る（第6図）。このトラフの前面で、強い下層風に

より六甲山地で持ち上がった暖湿気が中層の上昇

流と結びついたことで対流雲が発達した。これは、

六甲山地の南西端で対流雲が発生・発達した時間

帯やアメダスの風が強まった時間帯と矛盾しない。

また、午後からは、700hPaには相対湿度90％以上

の湿った空気が流れ込み、湿潤層が厚くなったこ

とも大雨に寄与したと考えられる（第7図）。 

六甲山地付近での700hPaと500m高度面での鉛

直シアーベクトルを計算すると、線状化前には西

北西から東南東の向きで、大きさは約6～8m/sと

なっている（図略）。これは、三宅ほか（2014）で

示された線状降水帯の維持に必要な鉛直シアーベ

クトルの条件と一致する。風上となる六甲山の南

西側で新たな降水エコーが発生・発達しているこ

とからも、バックビルディング型の線状降水帯が

形成されたと考えられる。 

また、降水による気温低下のため、日本海側は

相対的に気圧が高く（図略）、北大阪では北～北東

の風と紀伊水道から吹き込む南西風の収束する場

が持続した。このことも、線状降水帯が維持され

た要因の一つであると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2014年9月10日～11日の事例解析 

 3.1 事例の概要 

 2014年9月10日夜遅くから11日未明にかけて、

六甲山地の南側で降水エコーが発生、発達し、北

大阪周辺で局地的に猛烈な雨が降った。池田市付

近では、10 日 24 時までの 1 時間解析雨量約 120

ミリを解析し、記録的短時間大雨情報を発表した。 

3.2 総観場 

10日21時、500hPaでは、高度5760～5820m付

近のトラフが深まりながら対馬海峡付近を東進し

ていた（第8図）。このトラフは-12度の寒気を伴

っており、潮岬では 500hPa で-9.5 度と平年値よ

り4度以上低い気温が観測された。また、衛星水

蒸気画像では、トラフに対応する暗域が九州北部

から中国地方にかけて流入していた（図略）。地上

第 6 図 24 日 18 時の
WPR5600m平面図（茶線：トラ
フ） 

第 7図 24 日 12時と18時の
メソ解析値700hPa相対湿度 

12 時 

18 時 

第4図 レーダーエコー図（陰影は標高） 
(a)24日12時 (b)24日17時 

第5図 (a)24日15時におけるメソ解析値FLWV(500m)
（黒線は右図の断面位置） 
(b)メソ解析値鉛直P速度断面図（寒色：上昇流、 
暖色：下降流、赤線：θe） 

A

B

A B
六甲山地 

(a) (b) 
m
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天気図では前線は解析されていないが、850hPaで

θe の集中帯が近畿地方北部の沿岸に見られ、

925hPa で 18℃線付近の潜在的な前線が 10 日 21

時頃には瀬戸内付近まで南下していたと考えられ

る（図略）。 

3.3 実況の解析 

3.3.1 発生期 

10 日 21 時には、紀伊水道から大阪湾にかけて

暖湿気が流れ込んでおり、メソ解析値FLWV(500m)

は、六甲山地南側まで 100g/m2/s 以上とやや大き

くなった。メソ解析値鉛直P速度断面図では六甲

山地南側は上昇流、山頂付近は下降流となってい

る（第9図）。 

21 時のメソ解析値 500m 高度面のθe は、大阪

湾から六甲山地に340K前後の暖湿気が流入し、瀬

戸内沿岸で風の収束が見られる（第10図）。アメ

ダス風からも地上収束線が解析できる（第11図）。 

3.3.2 発達期 

10日夜のはじめ頃、前述の瀬戸内沿岸の下層収

束線上に発生した降水エコーが東進し、21 時 30

分頃に六甲山地に達して、南斜面で発達した。そ

の後、六甲山地南斜面に沿うように新しい降水エ

コーが発生、発達しながら東北東進し、22時過ぎ

に北大阪に強い降水エコーがかかりはじめた。降

水エコーが最も発達したのは10日23時～24時頃

で、発達した雨雲の動きが兵庫県と大阪府の県境

付近で遅くなり、猛烈な雨となった（第12図）。 

3.4 考察 

3.4.1 発生期 

10日21時には500m高度面のθeは大阪湾から

六甲山地へ340K前後の暖湿気が流入しているが、

第9図bに示すように、850hPa付近のθeは330K

と相対的に下層より低く、対流不安定の場を形成

している。また、700hPa 毎時大気解析を見ると、

中国地方から四国地方付近にシアーがあって、メ

ソ解析値で見るとシアー前面の上昇流域が瀬戸内

海から六甲山地付近に進んできている（図略）。こ

の上昇流域は、第11図に示す瀬戸内の降水域との

対応も良い。地上付近の空気塊が持ち上がりやす

い場が形成されたところに、700hPaの上昇流域と

カップリングして、深い対流が発生したと考えら

れる。 

3.4.2 発達期 

寒気を伴うトラフはWPR5600m平面図から、10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日24時には中国地方から豊後水道付近に進んで 

いる（図略）。また、毎時大気解析から、10日23

時から11日03時頃に700hPaのシアーが近畿地方

を通過しており、前述の六甲山地南側の上昇流域

が形成されているところで、下層暖湿気の流入が

一時的に強まり、対流雲が発達したと考えられる。

下層暖湿気流入の強まりは、アメダス神戸の混合

(a) (b) 

第 10 図 10 日 21 時のメソ解析
値 500m 高度面のθe と風向風速
（茶点線：シアーライン） 

第11図 10日21時の
アメダスの風と気温
（茶線：シアーライン）

第9図 (a)10日21時におけるメソ解析値
FLWV(500m)（黒線は右図の断面位置） 
(b)メソ解析値鉛直P速度断面図（寒色：上昇流、 
暖色：下降流、赤線：θe） 

A B

A

B

六甲山地 

第8図 2014年9月10日21時の天気図 
赤線：-12度、茶線：トラフ 

500hPa 地上

(a) (b) 

m

第12図 レーダーエコー図（陰影は標高） 
(a)10日22時 (b)10日23時 

- 34 -



比が21時の16g/kgから22時に17g/kgに上昇し

たことや、風向が南西から南南西に変わったこと

により確認できる。 

アメダス豊中の風と高度補正した気温を見る

と、22 時 30 分頃から気温が下がり、北よりの風

が強まって23時10分には13m/sの風を観測して

いる（第 13 図 b）。一方、アメダス神戸空港では

23 時頃に一時的に南南西の風 9m/s と風が強まっ

た。大阪空港のドップラー速度では、23時頃から

大阪湾沿岸で明瞭な風のシアーが形成されている

ことから、冷気外出流と南西風のシアーが形成さ

れたと考えられる（第 13 図 a）。このシアー近辺

では、新しい降水エコーが発生し、一時的に線状

化する様相が見られた。しかし、アメダス神戸空

港の風を見ると、その後は急速に弱まっており、

このことから、線状の降水エコーは維持されなか

ったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. まとめ 

24日は、停滞前線の暖域側で潜在不安定な場の

中、強い下層風によって暖湿気が六甲山地を滑昇

し、トラフの接近による中層の上昇流と結びつく

ことで対流雲が発達した。適度な鉛直シアーがあ

ったことで、地形効果によるバックビルディング

型の線状降水帯が形成され、地上付近の風が収束

する場が続いたことで、線状降水帯が維持された

と考えられる。 

10日は、上空に強い寒気が入り、総観スケール

で大気の状態が不安定であった。その環境場にお

いて、瀬戸内沿岸部の下層収束線上に形成された

降水エコーが六甲山地南側で形成されている上昇

流場とカップリングすることで、急速に対流雲が

発達したと考えられる。また、発達のピークとな

った10日23時～24時頃にかけては、寒気トラフ

の接近や下層の水蒸気流入の強まりにより、下層

収束線近傍で対流雲が次々と発達したと思われる。 

下層冷気外出流と南南西風収束の強化により、バ

ックビルディング型を一時的に形成していたと見

られるが、下層風の強まりは一時的だったため、

構造は維持されなかったと考えられる。 

昨年度、三宅ほか（2014）で示された「下層南

西風場での大阪府の大雨発生の条件」は、24日は

閾値を満たすが、10日はFLWV(500m)や700hPa湿

数が閾値を満たさなかった（第1表）。この閾値は、

線状降水帯が形成された事例を抽出して求めてい

る。このため、24日は線状降水帯が形成され、10

日は線状降水帯が形成されなかったと解釈できる。

また、第1表より、500m高度面の風速は、24日は

10m/s、10 日は 7m/s だった。標高930m の六甲山

地を越えるためには、930m 以下の平均風速が

9.3m/s以上必要とする三宅ほか（2014）の調査結

果から、10日は地形による強制上昇の影響は小さ

かったと考えられる。 

なお、大雨をもたらす積乱雲群は、落雷、突風

などにより航空機の安全運行にも影響を及ぼす。

したがって、この事例調査から得られた知見は、

航空気象業務にも資するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地形データにはUSGSのGTOPO30（第5図b、第

9図b、第13図b）、及び国土交通省の国土数値情

報（標高・傾斜度3次メッシュデータ 昭和56年

度版）（第4図、第12図）を利用した。 

 

参考文献 

三宅里香、松下浩則、山本陽子、今野暁（2014）：

2014 年 8月 16 日に発生した北大阪の大雨事例解

析.平成26年度大阪管区気象研究会誌（近畿地区） 

三宅里香、山本陽子、今野暁、松下浩則（2014）：

大阪府における線状降水帯による大雨発生の必要

条件の妥当性の確認と十分条件の抽出.（平成 26

年度地方共同研究） 

第13図 (a)大阪空港ドップラーレーダー観測（仰角0.7
度）のドップラー速度（同心円中心が大阪空港、茶点線
がシアーライン） 
(b)レーダーエコー、アメダス風、気温（0.65℃/100m 高
度補正） 

10km 

20km 

(a)10日23:08 (b)10日23:10 

第1表 下層南西風場での大阪府の大雨発生の条件 
（橙色：条件適合） 

条件 8月24日15時 9月10日21時

500m 水蒸気フラックス量[g/m2/s] 194.2 117.5

700hPa 湿数[℃] 2.7 3.7
500m 自由対流高度[m] 501.4 721.3
K-INDEX 35.7 34.4
500m 風向風速[度  m/s] 192  10 202  7
700hPa 風向風速[度  m/s] 252  9 244  9
700hPa-500m高度の鉛直シアー[度　m/s] 323  7 285  4
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日本の盛夏期の降水と大気場に関する総観気候学的解析 
 

*槌田知恭(岡山大学教育学部(理科))，松本健吾(岡山大学大学院教育学研究科(理科)) 

大谷和男(岡山大学大学院自然科学研究科)，加藤内藏進(岡山大学大学院教育学研究科(理科)) 
 

 １．はじめに 

 日本列島の梅雨最盛期には，梅雨前線の影響で，

特に西日本を中心に，組織化された積乱雲の集団(ク

ラウドクラスター)に伴う集中豪雨が頻出して総降

水量も多くなる一方，東日本側では大雨の頻度は少

ない (Ninomiya and Mizuno 1987 ; Ninomiya 

1989)。7月後半～8月頃には気候学的に梅雨前線は

北上して，九州～本州では梅雨が明けるが，梅雨前

線の年々の変動，台風，等に伴って降水の変動は小

さくない。 

 また，松本他(2014)は，盛夏期と梅雨最盛期とで

は東日本の大雨日の降水の特徴の違いが大きいこと

を指摘した(本稿では，日降水量 50mm 以上の日を

「大雨日」と呼ぶことにする)。一方，天気図で必ず

しも明瞭な前線が描かれていない場合にも，日本列

島全体での降水量こそ小さいが局地的には強い降水

がもたらされることもある(Ninomiya et al. 1983)。 

 しかし，盛夏期における降水の時空間的な広がり

や集中性，時空間で積分した降水量との対応，それ

らと大気場との関係等，盛夏期全体を通じた総合的

な記述は充分ではない。そこで本研究では，2006～

2015年の 8月における，各気象官署の日降水量，1

時間最大降水量，10 分間最大降水量のデータや(北

陸地方・沖縄県を除く関東から九州の気象台，測候

所を併せて 87地点分。気象庁本庁のHPからダウン

ロード)，NCEP/NCAR再解析データ(2.5° × 2.5° 格

子)に基づき解析を開始した。本講演では，その解析

の preliminary resultsについて報告する。 

 

 ２．盛夏期における降水の平均的特徴 

 

 第1表 2006～2015年の 8月で平均した降水の特徴（関東〜 

     九州にかけての計87地点の集計値）。一部の要素に 

     関しては，期間全体での標準偏差を±の符号に続けて 

     示した。集計は，それぞれの要素に関して，日毎に 87 

     地点で集計し，その期間平均や標準偏差を計算した。 

 

 

 

 

 

 

 盛夏期には，梅雨期と比べて夕立や，熱雷などの

短時間で強い雨が降る事例は少なくない。従って，

日降水量が少ない場合でも，1時間最大降水量や 10

分間最大降水量は大きな値になる日が少なくないこ

とも予想され，盛夏期における降水の特徴を捉える

には，このような指標にも着目した解析が不可欠と

考える。ここでは気象庁本庁のHPから 10分間降水

量も取得できる 2006年以降について，2015年まで

の 10年間の 8月における解析領域全体（87地点）

で集計した結果を第 1表に示す。 

 領域平均の日降水量は約 6mm（つまり約 180mm/

月）であるが，その 42％にあたる 2.4mm/日を大雨

日の降水で賄っていることになる。但し，大雨日が

観測された地点数は 1日あたり平均 2地点程度であ

り，また，その標準偏差は 2地点なので，多数の地

点で大雨日となる事例は，必ずしも多くないことが

分かる。降水が観測された地点は，全体の期間で平

均しも 1日あたり 51地点もあり，全地点の 59％に

のぼる点も興味深い。なお，その地点数は 8月の前

半よりも，後半の方が増加している（第 1図）。 

 

第 1 図 降水が観測された地点数(地点/日)について，同じ日付で 10

年平均した値の時系列を示す。季節経過の参考のために，

11日移動平均も破線で示す。 

 

 一方，上述のように，大雨日となる 1日あたりの

地点数はかなり少ない（なお，100mm/日以上とな

るのは 0.5 地点/日ほど。第 2 図も参照）。しかし興

味深いことに，1時間最大降水量 10mm以上や（気

象庁が定義する「土砂降り」まではいかなくても，

強い雨の目安として），10 分間最大降水量 2mm 以

上となる（同じ降り方で 1時間続けば 12mm/hに相

当）1 日あたりの地点数は，それぞれ，9 地点，17

地点と，かなり大きかった。つまり，短時間での降

雨強度の強い地点数は，日単位で大雨となる地点数

の割に多いのが特徴である。なお，1 時間最大強度
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20mm以上や10分間最大強度4mm以上のような，

もっと強い短時間降雨の観測された地点数も決して

小さくない（第 2図）。しかも，これらの強い短時間

降雨強度が観測された地点数も，平均的には 8月の

前半よりも後半の方が多い。 

 

 

 

第2図 (a) 87地点における，日降水量50mm以上が観測された地点

数をカウントして，同じ日付で 10 年平均したもの（地点/日）。

11日移動平均も破線で示した。 (b) (a)と同様。但し，1時間

最大降水量 10mm以上。 (c) (a)と同様。但し，10分間最大

降水量 2mm以上。 

 

 盛夏期には，広い範囲で一日を通して降る大雨(台

風や前線)よりも，短時間で集中した強雨が各地で頻

繁に起きていることを示唆するのかも知れない。但

し他の季節との比較は今後の課題である。 

 なお，第 3図に示されるように，10年間の日々の

領域平均降水量は 8 月前半よりも，8 月後半の方が

増加している。これは降水の観測された地点数が月

の後半に向けて増加することと対応する。しかし，1

時間最大降水量や 10 分間最大降水量の大きい地点

数も 8月後半へ向けて季節的に増大しているのに，

日降水量でみる大雨の寄与は 8月の季節の進行に伴

う変化が明瞭でない点も興味深い。 

 

第3図 両幾平均の日降水量とその大雨日(日降水量50mm以上)に

よる寄与（mm/日）。 

 

第 2 表 解析期間の日々のデータに基づく領域平均降水量(PR)の各

階級に対して，(a) 大雨(日降水量 50mm以上)が観測された

地点数(n)の各階級毎の出現日数（日）。 (b) (a)と同様。但し，

nは 1時間最大降水量10mm以上の地点数。 (c) (a)と同様。

但し，nは 10分間最大降水量 2mm以上の地点数。 

 

 

 

 

 

 

 ３．特徴的な降水日の合成場 

 一般的には，領域平均降水量が多い方が，大雨日

の寄与や領域内での出現頻度，あるいは短時間降雨

の強度が大きな値をとる地点の出現頻度が大きいこ

とが期待されるであろう。確かに第 2表によれば，

領域平均降水量の少ない日（例えばPR≦1.9mm/日）

には，大雨日を観測した地点数（第 2表(a)の左列），

1時間最大降水量 10mm以上の地点数（同(b)），10

分間最大降水量 2mm 以上の地点数（同(c)）に該当

する地点数の少ない場合が多い。逆に，PR＞9.8mm/

日のような領域平均降水量の多い日には，第2表(a)，

(b)，(c)右列の地点数が多い傾向がある。 

 しかし，第 2表 (a)の，(A)を付したセルのように，

領域平均降水量が平均を上回っているのに，日降水

量 50mm以上（大雨日）の地点がなかった日(以下，

タイプAと呼ぶ)。また，第2表 (c)の，(B)を付した

セルのように，領域平均降水量が平均以下であるの

n＝0 0＜n≦2 2＜n≦4 4＜n

PR≦1.9 124 7 0 0

1.9＜PR≦5.9 35 41 7 0

5.9＜PR≦9.8 (A)            4 11 17 4

9.8＜PR 0 4 9 47

(a) 50mm/day

毎日の
領域平均
降水量

n≦4 4＜n≦9 9＜n≦14 14＜n

PR≦1.9 131 10 0 0

1.9＜PR≦5.9 17 53 13 0

5.9＜PR≦9.8 0 5 13 8

9.8＜PR 0 1 7 52

(b) MAX10mm/h

毎日の
領域平均
降水量

n≦10 10＜n≦17 17＜n≦24 24＜n

PR≦1.9 116 15 0 0

1.9＜PR≦5.9 13 36 24 (B)          10

5.9＜PR≦9.8 0 1 14 21

9.8＜PR 0 2 5 (C)          53

(c) MAX2mm/10min

毎日の
領域平均
降水量
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に10分間最大降水量2mm以上の地点数が平均を大

きく上回っている日も 10日間見られた(タイプB)。 

 

 

 

 

第 4図 (a) タイプ Aの 925hPa面での風ベクトル（m/s，凡例参照）と

比湿（g/kg，実線）の分布の合成。 (b) (a)と同様。但し，タイ

プ B。 (c) (a)と同様。但し，タイプC。 

 

 そこで，これらの状況での大気場に関して，合成

解析を行った。比較のために，第 2 表 (c)の，(C)を

付したセルのような，領域平均降水量も 10分間最大

降水量 2mm 以上の地点数も，平均を大きく上回っ

ている日(タイプC。53日間あり)も併せて解析した。 

 それぞれのタイプで合成した 925hPa面における

風と比湿の場を，例として第 4図に示す。タイプ A

では（第 4 図(a)），小笠原諸島付近に中心を持つ高

気圧の縁辺に沿って，湿潤な空気が日本に流れ込ん

でいる。一方，本州南岸付近を中心に，低気圧性循

環が明瞭で，しかも，その付近の比湿が特に大きな

値を示す（その北方では比湿が大きく減少し，比湿

の南北傾度が大きくなっている）。また，九州北部〜

北陸付近にかけて，下層の流れが弱く，収束もしく

は低気圧性シアが強い点も注目される。 

 タイプ Bでは（第 4図(b)），亜熱帯高気圧南縁側

の東風（貿易風）の領域が，タイプAよりも北偏し

ている。タイプAで見られた本州南方の高気圧性循

環のセルの中心付近での比湿の極小域もなく，湿潤

な空気が本州南方に広く分布していることが分かる。

また，日本列島付近は，本州南岸から数 100km 南

方に中心を持つ高気圧性循環のセルの北西縁にあた

るとともに，本州南方から日本列島へ広域的に水蒸

気流入し，更に北方へ抜けていくような場になって

いる。従って，高気圧循環の支配下でありつつ，か

なり高温多湿な気団が日本列島を通過しやすい状況

と言えそうである。 

 タイプ Cでは（第 4図(c)），本州南方の高気圧性

曲率が小さく，タイプBよりも更に広い範囲で南か

ら日本列島へ向かって湿潤な空気が流れ込んでいる。 

 なお，夏の天気システムの総観規模での時間変化

は春や秋に比べて比較的ゆっくりしているものが多

いので（また，日変化を平滑化した場を見る必要も

あり），本解析では，背景場の吟味のため日平均を利

用した。しかし逆に，一日間の移動・変化の小さく

ない台風や低気圧等がある際には注意が必要である。

そのような不確定性はあるものの，領域平均降水量

と短時間降水強度の組み合わせの違いに関連して，

日本列島南方の水蒸気やその輸送場，及び，日本列

島付近の亜熱帯高気圧やその北西縁の位置や流れの

収束等に，大きな違いが見られた点は興味深い。 

 

 4．盛夏期における日本付近の平均場 

 盛夏期である 8月について，2006年から 2015年

の 10年間の平均場を解析し，3章で記述した各タイ

プにおける大気場と比較する。 

 日本付近では，平均場の下層南北温度傾度は大変

小さく（第 5図），太平洋高気圧のリッジの軸付近に

位置している（第 6図，第 7図）。しかし，そこでの

比湿は大きい。なお，平均的には境界層の少し上方

- 42 -



である 850hPa では，日本列島付近が比湿の極大に

なっている。 

 
第5図 925hPa面での気温(℃)の分布。(2006～2015年8月の平均) 

 
第6図 海面気圧(hPa)の分布。(2006～2015年8月の平均) 

 

 第3章で記述したタイプBにおける925hPaでの

風と比湿の分布は，（タイプ B の方が，日本列島付

近の比湿の極大がより明瞭であるが）8 月の平均場

と比較的似ている。タイプ A，C では日本列島北方

の下層風場の 8月の平均場との差異も小さくないが，

タイプBのように，8月の下層の平均場との類似性

も大きい状況での短時間降雨を観測する地点数の大

きな日がしばしば出現する点は興味深い。 

 

 5．終わりに 

 盛夏期には，日本列島スケールの領域平均降水量

が少ない場合でも，短時間の強い雨が多くの地点で

観測される日もそれなりの頻度で出現した。特に 8

月の前半よりも後半の方がその傾向が強かった。今

後は，各事例の降水の特徴，対流圏中上層や水蒸気

収支過程等も含めた大気場の解析を更に進め，盛夏

期の降水の季節的な特徴の理解を深めたい。 

 

 

第 7図 (a)  925hPa面での風のベクトル(m/s)および比湿(g/kg)の分

布(2006～2015 年 8 月の平均) 。 (b)  (a)と同様。但し，

850hPa等圧面。 
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1970年代以降の冬型気圧配置の特徴に関する解析（初冬と真冬との違いも意識して） 

＊山口拓朗 （岡山大学教育学部(理科)） 

友岡希 （岡山大学教育学部(理科)卒,現在倉敷市立琴浦西小学校） 

濱木達也 (岡山大学大学院教育学研究科(理科)) 

加藤内藏進（岡山大学大学院教育学研究科(理科)） 

 

1. はじめに 

中緯度に位置し，かつ，地球規模のアジアモン

スーンの影響を強く受ける日本付近では，多彩な

季節サイクルが見られる.例えば 11月頃にはまだ

気温は真冬よりもかなり高いにも関わらず，シベ

リア気団やシベリア高気圧の季節的な強まりに対

応して，冬型の気圧配置の出現頻度が増大する（大

和田 1994；吉野・甲斐 1977；加藤他 2011，2013

他）. 

西村他（気象学会 2013 年秋季全国大会）, Kato 

et al.(EGU (European Geosciences Union)2014

年大会)は,初冬の冬型の日々の持続性は弱いもの

の，冬型のピーク時に限っては寒気移流も強いこ

と，このため日本海からの潜熱供給だけでなく顕

熱供給も真冬に匹敵する大きさとなること，それ

らを反映して北陸での冬型時の降水量は真冬に匹

敵するほどにもなること，等を指摘した. 

ところで 2013年に公表された IPCC第 5次報告書

(AR5)は,「気候に対する人為的影響が 1951年～

2010年までの世界平均地上温度の観測された上

昇の半ば以上をもたらした可能性が極めて高い」

と結論づけている.過去 15年ほどの全球地表気温

の上昇率がそれ以前に比べて非常に小さく（10年

あたり 0.03℃～0.05℃）,全球気候モデル

（General Circulation Model, GCM）では全般

にこれが再現されていないことを示している（渡

部 2014）.この温暖化の停滞現象は global 

warming hiatus と呼ばれている（以下ハイエイタ

スと略）. 

日本付近の冬の天候に対するハイエイタスの影

響についても注目されるようになった.しかし,例

えば冬の日本海側の降水には山雪型や里雪型の違

い,寒気団内低気圧等,単に冬型の出現頻度だけで

なく冬型の中での特徴の違いの影響も大きい.ま

た,季節経過の中での違いも大きい.従って,初冬

の早春と真冬における冬型時の状況の違いも含め

て長期的な傾向の視点での吟味が必要と考える. 

そこで本研究では,ハイエイタスが見られるよ

うになった 2000年代以降を含む,1970年代以降の 

 

 

日本付近の初冬と真冬における冬型気圧配置の特

徴や,その長期変動について解析を開始した. 19        

71/72～2014/15 年冬とし,解析には,気象庁によ

る日々の簡易版の地上上天気図（09JST）と,印刷

天気図（地上や高層）,NCEP/NCAR 再解析データ

（2.5°×2.5°緯度経度格子）等を利用した. 

本講演では,本グループが初冬と真冬の違いに

ついて昨年口頭発表した内容（2014 年度,関西支

部例会（四国地区））の一部も再揚しながら,更な

る解析結果を述べるとともに,それらを踏まえて, 

今後の長期変動の解析へ向けた展望を議論する. 

 

2. 1971/72～2009/10年冬の長期的なデータに基

づく指標の統計 

1970年代以降の冬型気圧配置の特徴の長期変

動の解析を行う前に,まず初冬と真冬の冬型気圧

配置の特徴の違いについて把握するために,吉

野・甲斐(1977)や大和田(1994)と同様な基準で

日々の地上天気図から冬型気圧配置を抽出し,そ

の中から更に「強い冬型」かどうかを判定した.

それらに基づき,冬型気圧配置の持続性や頻度に

ついて，1971/72～2009/10 年冬の 11 月と 1 月で

比較した．「強い冬型」の抽出の際には,期間中の

日本海域での季節風の強さの指標となる，40N 及

び30N での130E から140E の日々のSLP の差(Δ

SLP)に注目した.つまり,ΔSLPが 40Nで 10hPa よ

り大きく,かつ 30N で 5hPaより大きい場合を「強

い冬型」とした（ΔSLPが 10hPa で約 10ms-1の地

衡風の北風成分に対応）. 

第 1表に示されるように，初冬の 11 月でも真冬

の 1 月でも，1～3 日出現・持続する冬型気圧配

置がする場合の延べ日数は同等だが，初冬では 1

～2日持続する冬型気圧配置の割合が 6割,逆に冬

型では 4～5 日以上冬型気圧配置が持続する割合

が 6 割で,これは初冬の冬型気圧配置の持続性の

悪さを示しており,真冬の冬型気圧配置持続性の

ある冬型気圧配置となっていることを示している.

つまり,真冬の冬型の出現頻度の増大は持続性の

ある冬型の頻度増大に対応している（第 1 表）. 
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また，11 月全体では，40NでのΔSLP ＞8hPa

となる日数が 1 月の半分程度に留まっているも

のの，全冬型日に対する割合は 11 月でもΔSLP＞

8hPa となる割合は 11 月で 43%となり，1 月の 53%

と大差はなかった(第 2 表)． 

つまり，初冬では一旦冬型になると,その冬型日

には真冬と同程度の日本海付近での強い地衡風北

風成分が生じるような大きな東西の気圧傾度とな

りうるわけである. 

 

3. 強い冬型時の総観場についての初冬と真冬の

比較 

全年間で平均した 11月と 1 月における海面気

圧（以下,SLP）の月平均場を比較すると,初冬には

日本海付近での東西の気圧傾度は真冬の 6 割程度

しかなかった.500hPa高度場(Z500)(gpm)に関し

ては,11月でも日本列島北方での定常場のトラフ

の存在など,冬を特徴づけるパターンは見られる.

しかし,その定常トラフの高緯度域での東西スケ

ールはまだ小さく,また日本列島の南方(～135E/

～40N 以南)では,500hPaでみた亜熱帯高気圧的な

高度場が真冬と比べて初冬にはまだかなり北偏し

ていた(例えば 5820gpmの等値線の緯度は,11 月

頃: 26N,1月頃：22N)(以上，図は略). 

次に日々の冬型時の違いを吟味するための最

初のステップとして， 寒冬年の多かった前半の期

間中の,1983/84 年冬と，暖冬年の多かった後半の

期間中の 1994/95 年冬との事例の比較を行った．

第 1図は 1983/84年の初冬と真冬における強い冬

型時で合成した SLPと Z500,及び,水平温度移流の

分布である.(ここでは 11月 10 日～12月 10日を

初冬,1月 1日～31 日を真冬とする）. 

寒冬事例の 1983/84 年冬における強い冬型時

での合成によれば,真冬と違って,初冬における強

い冬型の当日には既に，シベリア高気圧の一部が

(傾圧不安定波的な要素も重なるような)移動性高

気圧的なものとして張り出し始め，南へ侵入する

下層寒気の東西スケールも小さかった（第 1図下

段の比較的強い寒気移流の領域の分布を参照）. 

例えば,寒気移流の大きい領域(-8K/day 以下)が，

真冬では東西幅 3000km を越えるのに対し，初冬

では約 2000km に留まっていた．また，135E 付近

で，真冬にはその－4K/day 以下の領域が 20N 以

南まで広がっているのに対して，初冬には 28N ま

でしか広がっておらず, 南方への張り出し方も, 

1000km 近く違っていた． 

このことに関して，初冬と真冬の平均場の違いで

も言及したが，強い冬型の時でも東西に伸びる亜

熱帯高気圧の南北の位置の違いがあり，より南方

への寒気侵入に対する過程の違いも興味深い(第

1 図中段や第 2図)．また,第 2図によると,冬型時

に現れる日本列島からその北方にかけてのトラフ

は,初冬では短周期の変動に伴ってトラフ,リッジ

が大きく日々交代する中で出現するのに対し,寒

冬年の真冬には定常性も高い,という変異が明瞭

であった. 

 なお，暖冬例の 1994/95 年冬でも，これらの初

冬と真冬の違いの共通性が認められた（第 3図）． 

第 1図 1983/84年冬の強い冬型日における SLP(上段,hPa)と

Z500（中段,gpm）及び,水平温度移流（下段,K/day.負値が寒気

移流）の合成.左が初冬の事例の合成（11/10-12/10）,右が真

冬（1/1-31）. 

～1未満 10.2 0.1 1.1 5.5 0.4 2.6

1～8未満 14.4 5 55.6 17.2 7.5 44.5

9～16 5 3.6 40.7 9.5 8 47.4

16以上 0.4 0.2 2.6 1.2 0.9 5.6

第2表 階級別Δ SLP(hPa）の出現頻度、冬型気圧配置をとる日
との関係についても集計(1971/72～2009/10年冬）

11月 1月

頻度（日
/30日）

冬型の頻
度（日/30

日）

全冬型日
に対する
割合（％）

頻度（日
/30日）

冬型の頻
度（日/30

日）

全冬型日
に対する
割合（％）

Δ

SLP(hPa)

1 3.1 3.1 34.1 1.7 1.7 9.8

2 1.4 2.7 30.4 1.1 2.3 13.4

3 0.3 0.8 9.2 1 3.1 18.2

4 0.1 0.6 6.3 0.6 2.3 13.4

5～ 0.3 1.6 18.3 0.9 7.5 44.6

全冬型日
に対する
割合（％）

持続日数
（日）

11月 1月

第1表　冬型の持続日数毎に集計した冬型気圧配置をとる日
の延べ日数（日/30日）（1971/1972～2009/10冬）

イベント数
（回/30

日）

延べ日数
（日/30

日）

全冬型日
に対する
割合（％）

イベント数
（回/30

日）

延べ日数
（日/30

日）
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第 2図 1983/84冬の Z500（gpm）の時間緯度断面. 

上が初冬（11/10-12/10）,下が真冬（1/1-31） 

 

 

第 3図 1994/95年冬の強い冬型日における SLP(左,hPa)と

Z500（右,gpm）の合成. 

 

4. ハイエイタス期間の冬型の特徴を意識した長

期解析へ向けて 

ハイエイタスの期間には再び寒冬年も出現しや

すくなったことも言われるようになったが,1970

年代～1980年代前半の寒冬期間との違いも含め

て,冬型の特徴の違いや季節進行の中での位置づ

け等を解析する上でのステップとして 1971/72～

2014/15年冬について解析を開始した.その際

に,1971/72年冬～1985/86年冬（寒冬年が多かっ

た期間.以下,寒冬期間と呼ぶ）,1986/87年冬～

1999/2000 年冬（暖冬年が多かった期間.以下,暖

冬期間と呼ぶ）及び,ハイエイタスとして注目され

るようになった2000年代以降～,の3つの期間で,

平均的特徴を比較した. 

各期間で平均した 11月と 1 月における 850hPa

気温の平均場を第 4図に示す（本章では,まずは単

純に,初冬として 11月,1月を解析した）.真冬に

はシベリア北東部の顕著な低温域（例えば,～25℃

以下）は次第に縮小しているが,日本付近での等温

線はハイエイタス期間には確かにあまり北上して

いない.しかし,初冬には,寒冬年間に 36N 付近の

日本海に存在した 0℃の等温線が,暖冬年間には

38N付近に北上し,ハイエイタス期間には 40Nにま

で北上してきていることがわかる.つまり,ハイエ

イタス期間の全球地表気温の上昇は停滞している

ものの,日本列島付近の初冬にはハイエイタス期

間でも気温が上昇したことを示している. 

 

 
 

 
 

 

 

第4図 初冬と真冬における850hPaでの月平均気温の気候場.

寒冬年間（上段）,暖冬年間（中段）,ハイエイタス期間（下段）

での平均をそれぞれ示す.左が初冬,右が真冬. 

 

 

第 3表は,毎日 09JSTにおける地上天気図に基づ

き第 2章で述べた方法で,強い冬型日を抽出し,そ
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の出現頻度について,それぞれの期間における平

均と事例間の標準偏差を示したものである. 気

象要素に関しても,北陸地方の平野部 4地点（新潟

県の高田,富山県の富山,石川県の金沢,福井県の

福井）の強い冬型時での平均値を示した.各期間全

体で比べると,各気象要素に関しては,1971/72～

1985/86冬とそれ以降の違いが大きく,1986/87冬

と 1999/2000冬とハイエイタス期間との差は大き

くない.しかし強い冬型日の出現頻度の年々変動

は,ハイエイタスの期間に大きくなっており,その

実態や,年々あるいは日々の違い等に関する更な

る解析が必要である. 

 

 

 

5. 終わりに 

まず,初冬と真冬での冬型日の持続性や,強い冬

型時の総観場の違いについて比較解析を行った. 

初冬における冬型の気圧配置は，真冬の半分程度

の出現頻度しかないが，それは持続性の高い冬型

が出にくいことを反映していた．但し，初冬でも

一旦冬型になれば真冬に匹敵するような大きな東

西の気圧傾度があった．1983/84 年冬の事例によ

れば，初冬の冬型は真冬に比べて傾圧不安定波的

な特徴も強く，強い冬型日当日にはすでに大陸東

岸に移動性高気圧的に張り出し始めるなどの違い

がみられた．また，日本列島南方の亜熱帯高気圧

的な高圧域が初冬には充分南下していないようで

あった． 

ハイエイタスの期間には,真冬の強い冬型の出

現頻度の年々の標準偏差が大きかった.今後は,そ

の特徴や日々の冬型の特徴の違いなど,更に解析

を進めたい. 
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2001冬～2015冬

第3表. 各期間の1月の強い冬型日の日数の平均と偏差と強い冬型日の4地点
平均の降雪量、降水量、気温

（Δ SLP at 40N (130E-140E)が10hPa以上
かつ

Δ SLP at 30N (130E-140E)が5hPa以上）

平均±年々の標準偏差

強い冬型日(日/31日)

1月
1972冬～1986冬 1987冬～2000冬

7.3±2.6 6.4±2.0 6.9±3.9

強い冬型日の4地点平均の降水量(mm/31日）

強い冬型日の4地点平均の降雪量(cm/31日）

強い冬型日の4地点平均気温（℃）

123 99.5 106.5

99.4 48.1 51.4

0.9 1.8 1.7

- 47 -



秋が深まる頃の台風による日本付近での広域降水の特徴 

〜２０１３年台風２６号を例に〜 

 

*小嶋ゆう実（岡山大学教育学部）・松本健吾（岡山大学大学院教育学研究科） 

大谷和男（岡山大学大学院自然科学研究科）・加藤内藏進（岡山大学大学院教育学研究科） 

 

１． はじめに 

 日本列島の梅雨から夏を経て秋にかけての降水は，

梅雨前線や秋雨前線の他に，台風が重要な役割を担

うことも少なくない．例えば，関東地方においては

梅雨期の大雨でも（西日本のような梅雨前線本体付

近での集中豪雨は少ないが）台風接近時の事例が半

分程度を占めるという．盛夏期も台風接近時の大雨

が多くを占めるが，梅雨最盛期の梅雨前線停滞時の

台風による大雨はさほど激しくはない雨の持続に伴

うのに対し，盛夏期の台風時には激しい雨に伴う大

雨が多い。これはオホーツク海気団の日本列島への

張り出しが盛夏期には弱くなり，関東より北方でも

下層の水蒸気量や相当温位の増大に伴って，湿潤対

流に対する安定度が悪くなるためという（松本他

2013,2014）．秋雨期には，東日本でも激しい降水に

よる大雨は生じやすいが，さほど激しくはない降水

の持続による大雨や，比較的安定な成層下での

10mm/h 以上の強度の降水の頻度も高いという(光

畑他，2012 春季全国大会)．9 月後半頃には，日本

列島南方にはまだ水蒸気の大変多い気団が存在する

一方，北方が冷えることで傾圧性も強まっている．

このため日本付近に接近する台風が温帯低気圧化し

て，そのトラフの東側の南寄りの風により侵入する

因子も加わり，広い範囲で降水が起こるという． 

 ところで西村他(2013年秋季全国大会等)が指摘し

たように，11月頃になると亜熱帯高圧帯の南下は必

ずしも早くないのに，冬型の気圧配置の出現頻度は

高まり，冬型時限っては強い寒気移流に伴う日本海

上での顕熱潜熱の供給も大きくなる．つまり 9 月か

ら 11 月にかけては北方の寒気の影響の仕方が急速

に変化する．従って，急速に冬へ向かって季節が変

わり始める 10月頃の台風の日本列島付近の天候（特

に降水）への影響の仕方についても，詳しく記述す

る必要があると考える．佐竹他(2013)は 2004 年 10

月20日に日本列島に上陸した台風23号に伴う比較

的強い降水域の広がりについて，季節進行の位置付

けに注目して同年 9 月上旬の 18 号と比較解析を行

った．しかしこの時期の台風の事例解析の蓄積はま

だ十分ではない．  

 そこで本講演では，主に気象庁の 10 分間雨量，

NCEP/NCAR 際解析データ(2.5°×2.5°格子)に基

づき，2013 年 10 月 15〜16 日に日本列島に接近し

た台風第 26 号に伴う降水を例に解析を行った。な

お，本稿での時刻については，UTCと併記してない

場合には，日本標準時(JST)で示すことにする． 

 

２．台風第 26号の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 2013年 10月の台風 26号の経路図。白丸はその横に記し

た数字に対応する日付の 00UTC(09JST)の位置を，黒丸は

12UTC(21JST)の位置を示す。東京管区気象台(2014)より引用。 

 

第 3 章以降の解析結果を述べる前に，台風 26 号

に伴う被害や関連する気象状況について，東京管区

気象台(2014)から紹介する。第１図に台風第 26号の

経路図を示す。台風第 26号は，10月 16日の明け方

から朝にかけて，強い勢力のまま伊豆諸島に最接近

し，暴風による停電などの被害のほか，鉄道や航空

機の運休，高速道路の閉鎖など交通機関にも大きな

影響があった。また，伊豆諸島北部を中心に大雨と
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なり，特に，大島町では記録的な大雨の影響で大規

模な土砂災害が発生した。 

 この台風の接近に伴い，16日未明から明け方にか

けて伊豆諸島北部を中心に非常に激しい雨となった。

特に，大島（元町）では 1時間に 122.5ミリの猛烈

な雨が降り，124時間降量では 824.0ミリと 10月の

月降水量平年値（329.0 ミリ）の約 2.5 倍の雨を観

測し,いずれも観測史上 1位の値を更新したという。

降り始め（15日 06時）から 16日 09時までの降水

量は，大島（元町）で 824.0ミリ，大島北ノ山で 412.0

ミリ，東京（大手町）および江戸川臨海で 246.0ミ

リに達するなど，伊豆諸島だけでなく本州本土でも

かなりの降水となった。 

 

３． 降水量の解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2図 国際気象海洋(株)の HPに掲載された 2013年 10月 16日

01JST(15日16UTC)〜08JST(15日23UTC)における1時間ごとのレー

ダーアメダス合成図(気象庁作製)を切り取って並べたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3図 関東やその周辺域における2013年度10月15日〜16日の

合計降水量(mm)と，それに対する10分間降水量の寄与。10分間降

水量の階級は凡例(mm/10分)を参照。また，上例2段と最下段は横

軸のスケールが異なることに注意。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4図 2013年10月15日朝から16日朝にかけての前10

分間降水量(mm/10分)。大島，東京，名古屋について示す。 

 

３．降水量の解析 

 第 2図に示されるように，16日 01JST頃に伊豆諸

島付近にみられた数 10mm/h あるいはそれを超える

強雨域が，台風接近に伴い 16日の明け方頃から東京

付近にもかかるようになったが，5〜10mm/h，もしく

は 10〜20mm/h程度の雨域(それなりの強さ)も，表示

した時間帯を通して，近畿地方〜東北南部まで広が

っていた。そこで，これらの領域における幾つかの

地点について，2013年 10月 15日〜10月 16日の総

降水量と，それに対する 10分間降水量の寄与を第 3

図に示す。総降水量が 800mm を超えた大島(伊豆諸

島)では，その半分近い約 400mm分が 10分間降水量
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15mmの極端に強い雨でもたらされていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5図 上段から順に，2013年10月15日12UTC(21JST)，18UTC(16

日03JST)，16日00UTC(09JST)におけるSLP(hPa)の分布。 

 

4mm/10分以上や，8mm/10分以上も含めると，約650mm

強が大変強い雨の寄与であることがわかる(第 4 図

によると，16日 00JST頃から)。但し，4mm/10分以

下の降雨による寄与も，15日を中心に 100mmを超え

ている点にも注目する必要がある。東京や館山でも，

4mm/10 分を超える大変強い雨による寄与も大きい

が(16日 03〜04JST以降)，それ以前の，それ程まで

は強くない降水に伴っても，50〜100mm 程度のもの

寄与があった点も興味深い。一方，関東北部以北，

中部，近畿地方の地点でも総降水量が 100mm前後も

あるが（東京や大島に比べると少ないが），主に 10

分間降水量2mm以下(12mm/h以下の降水強度)の降水

の寄与であることがわかる。つまり，極端に強い雨

による大雨だけでなく，あまり強くない雨に伴って

総降水量が 100mm程度に達した領域も比較的広範囲

に広がっていた点が注目される。 

 第 5 図は 10 月 15 日 12UTC(21JST)〜16 日

00UTC(21JST)における海面気圧(SLP)を示す。ま

た，10月 15 日 18UTC(16日 03JTC)の 925hPa に

おける湿潤断熱エネルギーを空気の定圧比熱で割っ

た h/Cp(つまり相当温位に対応)の分布を，第 6 図に

示す。 

 大島で降水のピークの時間帯となった 16 日

03JTC 頃には，台風の中心やその東側にかけて

h/Cp(相当温位に対応)が 340K を超えるような領域

が広がっており，前述の顕著な降水域は，このよう

な領域に対応していた(第 7図に示されるように，比

湿(q)も大変大きかった)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6図 2013年10月15日18UTC(16日03JST)における925hPaの

h/Cp(K)の分布。これはほぼ相当温位に対応する。 

 

 一方，第 3 図に示した他のほとんどの地点では，

第6図のh/Cpの水平傾度が大変大きな領域に位置し

ていた(台風の北上とともに 925hPa の h/Cp が～

340K，q が〜16gkg-1程度となった 16 日 03JST 頃

から，4mm/10 分を超えるような強い雨脚となって
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いた)。これらの水平傾度の大きい領域は，10 月中

旬という時期で，大陸側の気温や比湿が 9 月頃より

もかなり低くなった一方，台風の北上に伴ってh/Cp

や q の大変大きい領域が「台風のスケール+その東

方」でのみ日本列島付近まで北上していたことに対 

応していた(気温の図は略)。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7図 925hPaにおける比湿(gkg-1，上)とh/Cp(K，下)の分布の時

間経過。左から順に 2013 年 10 月 15 日 12UTC(21JST)，18UTC(16

日03JST)，16日00UTC(09JST)。 

 

なお，大陸〜日本海にかけてはh/Cpの 700hPaと

925hPaの差でみた安定度がかなり良かった(h/Cpの

水平傾度の大きい領域の一部も含めて)。日本列島ス

ケールの解像度での安定度の分布の吟味も必要であ

るが，925hPaのh/Cpの極大域から寒気側にずれた

広い領域で，あまり強くない雨に伴ってかなりの総

降水量となった点は興味深い。 

 第 8図に示されるように，10月 15日 21JSTに～

127Eに位置していた 500hPaトラフが東進し，16日

09JSTには〜135Eに達した(次第に台風と合体)。そ

して，そのトラフの東側の 700hPaの強い南風域が近

畿東部から東日本に広がっていた(第 8図下段)。と

ころで関東〜近畿にかけて地上付近は東寄りの風で，

q も東側が大きかったので，それによる水蒸気流入

もある程度寄与していた可能性もあるが，上述の

700hPa あたりの南風によって水蒸気が日本海側ま

で運ばれたことも，広範囲のそこそこの強さでの降

水の持続に貢献した可能性が示唆される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8図 上段：500hPa等圧面高度Z500(gpm)の分布。左は2013年

10月15日12UTC(21JST)，右は2013年 10月16日00UTC(09JST)。

下段：700hPa の風ベクトル(ms-1，凡例の矢印参照)の分布。左は

2013年10月15日12UTC(21JST)，右は同18UTC(16日03JST)。 

 

４．まとめ 

 2013年の台風 26に伴う日本列島での広域降水に

ついて解析した。伊豆諸島での記録的な豪雨とは別

に，その北方〜北西方の広い範囲で，あまり強くは

ない雨に伴って，かなりの総降水量が観測された。

この事例は，秋が深まり大陸〜日本海にかけて比較

的低温で安定な大気の領域が存在する中で，台風に

伴う下層の流れだけでなく，対流圏中層の傾圧不安

定波のトラフ（台風の温低化進行中）の東側の南風

領域での水蒸気の北方への輸送も併せて行える領域

で生じた現象であることが興味深い。 
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