


発 刊にあたって

地球規模の気候変動や都市化の影響等により激しい雨が短時間かつ局地的に降り注ぎ、普段は穏やかな河

川が一変して増水、氾濫したり、周辺地域に土砂災害等の甚大な被害を及ぼす事例が近年、増加しています。

また、都市部においても雨水が地表部に溢れ、地下街等に流入する事案も生じています。

昨年は、7月から8月にかけて九州北部や全国各地で大雨による被害が発生しました。特に8月14日には、

京都府南部を中心に猛烈な雨が降り、2名の死者・行方不明者が発生したほか、河川の増水により住宅が流

されたり、床上浸水等の大きな被害が多く発生したことは，記憶に新しいところです。

本年も、７月後半から大気の不安定な状況が続き、山口県を中心とした地域では、1時間に143ミリという猛

烈な大雨に見舞われ、大きな被害が発生しています。　

　こうした多発する豪雨災害を踏まえ、従来の警報等を遙かに超える大雨等の発生が予想される場合、より

具体的な表現で警戒を呼び掛ける「特別警報」が本年8月30日から運用されています。

大雨等の災害から身を守り、被害を最小限に留めるには、こうした警報をはじめとした最新の正しい情報に

基づいて的確に行動することや，自らの周囲における災害危険を未然に把握することが大切です。

今回は、大雨等の災害から身を守る正しい知識について、専門的なお立場から今後の防災対策を考えるヒン

トをいただきました、京都大学防災研究所の教授 石川裕彦様と同准教授 榎本剛様の貴重なお話を講演録とし

てまとめさせていただきました。

皆様におかれましては、是非この内容を皆様方御自身の、そして地域の防災対策に活かしていただきますよ

う、お願い申し上げます。
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場なども要注意です。突風前線の襲来で足場が倒壊して、そこで

働いていた労働者が怪我をする事例が、毎年どこかで報告されて

います。またダウンバーストにより生じた突風が送電鉄塔や電柱を

何本も倒すような被害も発生します。これは電線に当たる強風が

電線を横方向に引っ張るためだと解析されています。

2009年8月1日に、私の勤務する宇治市黄檗の防災研究所周

辺でダウンバーストと思われる強風災害が発生しました（図4）。

土曜日なので出勤していなかったのですが、ニュースで強風災害

の発生を知り、急遽でかけて即席の被害調査をしました。まず目

に入ったのは宇治カントリークラブのネットです。ゴルフ場の西側

に張ってあるネットの支柱が真ん中で折れ曲がっていました（図5）。

このほか、万福寺さんの松が軒並み折れたり、京大宇治キャンパ

スでは何本もの大木が根元から倒れたり、自衛隊の一部の建物

の屋根が飛ばされるなどの被害がありました。「ダウンバーストに

ともなう突風前線」が西側（図の左側）から東側（図の右側）へ通

過したものだと解析できます。

 

図3の模式図によく似た綺麗な積乱雲の例をお見せしましょ

う。これは、チベット高原で私が撮影した積乱雲の写真です。

雲の下に真っ白に見えるところは雨脚（あまあし）といい、雨が降っ

ている部分です。チベット高原は気温が低いので実際に降ってい

るのは雨ではなく、主に霰です。この写真でもうひとつ注目して

いただきたいのは、雲の左下の部分、少し色が変わって見えてい

るところです。これは冷たい空気が貯まり、光の屈折で遠くの景

色が少し浮いて見えているものだと思われます。このように冷気

溜が見えることは滅多にないことです。

この乾いた空気の中を雨滴が落下すると、雨滴が少し蒸発しま

す。雨滴が蒸発すると周囲の空気から蒸発熱を奪うので周囲の

空気は冷却されます。みなさん、洗ってぬれた手を扇風機にあて

ると冷えますね。あれは水が蒸発するときに腕から熱を奪ってい

るからです。

冷えた空気はまわりよりも重くなり、ある程度溜まってくると、

周囲の上昇流に抗して、どんとまとまって落ちてきます。これを「ダ

ウンバースト」と言いまして、非常に強い下降流が起こります。強

い下降流が地面にぶつかると行き場を失い、地表面に沿って広

がっていきます。その先端を「突風前線」と呼び、これがやってく

ると急に風が強くなります。夏の夕立がやってくるときには、あた

りが急に静かになったか思うと一陣の風が吹きます。これが突風

前線で、これに続き強い降水や、時には雹が降り、あちこちで落

雷が起こります。上昇気流が非常に強くなると、たまに竜巻がで

きます。「竜巻」も、このような積乱雲のシステムの中で生じる極

端な現象のひとつです。竜巻は積乱雲に伴って発生する現象の

中で最も激烈なもので、竜巻の強風はすさまじい破壊力を持って

います。大きなトラックが横転したり、家の屋根が吹き飛ばされ

ます。竜巻に伴う人的被害は、風で飛んできたものが当たってケ

ガをしたり、建物の中にいてもガラスが割れてその破片で怪我を

するという事例が殆どです。強風の中では小さな木片なども凶器

になります。

積乱雲そのものは大規模な大気の流れに乗って移動していき

ます。そうするとたとえば「ダウンバースト」の跡は、すじ状に強

風被害がつながっていきます。「竜巻」の通過した跡も帯状に被

害がみられます。夜間で目撃証言が得られない場合などには、帯

状の被害域の原因が「竜巻」だったのか「ダウンバースト」だった

のかわからないということが起こります。

さて、積乱雲がやってくると、竜巻、ダウンバースト、突風前線

などの強風、激しい降水や降ひょう、さらには雷を伴って移動す

るので、さながら「気象災害の移動販売車」です。「突風前線」「竜

巻」「ダウンバースト」などの強風により、ビニルハウスの倒壊など

の農業被害、家の屋根が飛ばされるなど建築物の被害が生じま

す。工事現場でビルの外壁を囲んでいる防音シート付の仮設の足

した。非常に急激に発達し、しかもどの雲が発達するかわから

ないというこの二つの点が大事なのです。天気予報で、雲の発達

を当てようとしても非常に困難であるというのはこの写真を見ても

らうとわかると思います。気象庁ではコンピュータを駆使して1日

8回、3時間おきに新しい天気予報をつくっています。その天気

予報では5㎞間隔で気温や風速がわかる細かい計算をしますが、

何時頃どこに積乱雲が立つかまでは、とてもとても予測できない

のが現状です。

図3には、積乱雲、いわゆる入道雲の構造を示しました。雲の

下から暖かく湿った空気が雲の中へ流れ込みます。暖かい空気

が雲の中を上昇すると、周囲の気圧がだんだん低くなるため膨張

し冷えてきます。すると上昇する空気中の水蒸気も冷えて凝結し、

まず雲粒ができます。そうしてできた小さい雲粒同士がぶつかっ

て、だんだん大きくなって雨水に成長します。あるいは、だいた

い5千メートルくらいまで上空へ行くと夏でも氷点下になりますか

ら、そこで今度は氷の粒や、雪、霰（あられ）ができます。雨粒や

あられがだんだん成長して重くなると、上昇流に打ち勝って地上

へ落下してくるようになります。これが降水です。夏の積乱雲では、

落下する霰が上昇流の強いところと弱いところの間で上昇（凍結）

と落下（融解）を繰り返し、大きな雹（ひょう）に成長することもよ

くあります。水蒸気が凝結して雲粒や氷の粒ができるときに電荷

分離という電気的な現象も同時に起こり、これが雷発生の原因に

なります。

さて、雷雨が通り過ぎたあとは涼しくなりますね。これはなぜで

しょう？ それには、雨の再蒸発が関係しています。雲の中は非常

に湿った空気で満たされていますが、雲の外側の空気は比較的

乾燥していて、これが雲の側面から雲の中に取り込まれています。

市民防災講座では、これまでも水害や洪水対策に関する話題

の講演が何回か行われています。今回の私の話は、具体的な洪

水対策と言うよりは、風水害の発生原因となる大雨や強風の発生

の元となる極端な気象現象についてお話しします。急激に変化す

る気象現象の実態を理解していただき、それではどのようにして

情報を得れば気象災害に対応できるかを考えていただく端緒とな

れば幸いです。

■ 積乱雲が気象災害の元凶
図1は1999年7月25日に枚方付近から撮影された積乱雲の写

真です。烏帽子型に広がった巨大な積乱雲です。レーダーと比較

するとこの雲はびわ湖の南東側に大きく広がっていることがわかり

ます。このような積乱雲がいろいろな気象災害を引き起こす強風

や大雨の元凶になっているということを最初にお話し致します。

図2は、この積乱雲が発達する過程を示す連続写真です。烏

帽子状に雲が広がったのが15時40分頃、そこからさかのぼるこ

と30分くらい前の15時10分頃に、びわ湖の方角に雲がいくつか

出てきた。こうなると夏の暑い日ですと「これは夕立がくるんでは

ないか、涼しくなるぞ」と期待し眺めていると、あれよあれよと言

う間に、その中の一つの雲が急に大きく発達してきのこ雲のよう

に広がっていきます。この間がおよそ30分です。あっという間に

巨大な積乱雲が発達して、その下では集中豪雨のような大雨が

降っているということになります。この時間の短さという点にまず

注目してください。

もうひとつ大事なのは、どの雲が発達するかわからない、と

いうことです。15時10分の写真では、向かって左端の雲が一番

発達しそうに見えますが、実際には右から2番目の雲が発達しま

図1 枚方の淀川管理事務所から撮影された巨大な積乱雲の写真。左下
に示したのは、同時刻にレーダーで観測された雨域。（気象学会誌「天
気」に掲載された論文より引用）

図2積乱雲発達の時間変化を示す連続写真。15時10分に撮影された写
真に写っている積乱雲の一つが 30分後には烏帽子型の巨大な積乱
雲に発達した。

図3　組織化された積乱雲の構造と様々な現象の模式図 図4　宇治市の強風の被害範囲

図5　強風でおれたゴルフ場ネットの支柱
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流れ出さないということを考えに入れる必要があります。しかし、

70mm毎時の雨が降る前にすでにかなりの降水があったので、こ

れは考慮しなくてよいと判断して計算しました。

■ 気象情報の活用
さて、気象災害の発生の仕組みや京都周辺の事例について、

随分と長い前置きの話をしましたが、本題の「気象情報の活用」

の話に移ります。図1や図7に出てきたレーダー観測が、積乱雲

に伴う激烈な気象現象を捉えるのに最適な情報源です。日本で

は国土交通省と気象庁と両方で、全国をカバーするレーダー観測

網を持っていて、これらの情報をあわせることによって非常に信

頼度の高いデータが出るようになっています。インターネットで気

象庁のホームページ（http://www.jma.go.jp/jma/index.html）を

検索すると、まず全国レーダー観測の画像（図11）が表示されま

す。この画像で詳しく見たい場所をクリックすると、そこが拡大し

て表示されます。この観測データは5分ごとに更新されています。

また動画表示も準備されていて、過去3時間の雨域の移動を見る

ことができます。動画を見ると、「雨域が西から京都の方へ近づい

てきているな…」とか、「京都南部の方が強い雨が降りそうだな…」

など、素人でも大まかに判断できます。

これに加えて、国土交通省では主な都市域にX-MPレー

ダーと呼ばれる新しいタイプの気象レーダーの配備を進めてい

ます。X-MPレーダーのホームページ（http://www.river.go.jp/

xbandradar/）では、さらに詳細な情報が得られます。図12には、

X-MPレーダーのホームページに表示される京都市付近の降水分

布の例を示します。このくらいの高解像度になってくると、レーダー

画像と空を見比べながら、「あの雲がこの画像だ、確かに雲の下

に雨が降ってるわ」などと、ピンポイントで雲を指すことが出来ま

す。この画像は1分ごとに更新されるので雨の強弱変化もよくわ

かります。

沿って被害の様子を見に歩いたのですが、道路と河川の交差す

る場所溢れた水が、道路に沿って北側に流れ下って南北に広が

る広範囲に被害が広がったようです。

ここで、どのくらい雨が降ったらどのくらい川が増水するかという

ことを、みなさんに実感していただくために、簡単なたし算、かけ

算で計算して弥陀次郎川の氾濫を調べてみます。図10に赤い破線

で示したのは、等高線から推定した弥陀次郎川の集水域です。こ

の範囲に降った雨が弥陀次郎川に流れ込みます。赤い破線で囲っ

た範囲の面積を調べるため、計算しやすいように長方形の範囲に

焼き直すと、およそ2㎞と600mの範囲になります。面積にすると、

600m×2000m=120万m2になります。図8に示した天ヶ瀬ダム付

近の降水が、少し場所は違いますが、弥陀次郎川のあたりで降っ

たとして話を進めます。8月14日の4時から5時の1時間に70mm

（0.07m）の降水がありました。弥陀次郎川の集水域では、この1時

間に、0.07m×120万m2 =84000立方メートル、1時間にこれだけ

の水が降ったということになります。1時間に降った水が1時間で出

ていけば川は溢れませんが、河川の排水能力を超えると雨が降る

と氾濫が起こります。

弥陀次郎川が旧奈良街道を越える辺りはかなり川幅が狭く、車

で走っていると見落とすくらいの小さな河川です。大雑把に幅を

3m、深さを2mと見積もれば、川の断面積は6m2 になります。川

の流れの速さはどのくらいか。豪雨の時は、ずいぶん速く流れる

ように思いますが、せいぜい自転車と同じくらいの速さ、だいたい

時速10~15㎞で川は流れているとすると、秒速3mくらい水が流れ

ます。そうすると1秒間に流れる水の量は「断面積×流れの秒速」、

それを1時間に換算するのに3600秒をかけて、6m2×3m/秒×

3600秒=64800立方メートルとなります。上で計算した1時間当た

りの降水量　84000立方メートルと比べると、やはり溢れるわな、

ということがわかってきます。

この計算では、降った雨がすぐに流れ出すと考えています。降っ

た雨がすぐ流れるのはコンクリートで固めた都市で起こることで、

中上流部に結構森林である弥陀次郎川の場合は、樹木による降水

遮蔽効果で、降った雨の何割かは、一旦、木の枝にとどまったり、

乾いた地面にしみこんで地面を潤すことに使われるので、すぐには

たっても鳴り終わりませんでした。私は、これは何かおかしいな

と思いインターネットで気象庁のレーダーを見たところ、これはす

ごいことになっていると認識しました。図の豪雨域に向けて西側

から次 と々積乱雲に伴うレーダー・エコーが移動してくる様子がわ

かりました。

図8には降水量の時間変化を示してあります。雨が降り始める

前の19時10分に大雨注意報が発令されています。最初の降雨

ピークの生じる前22時16分には「大雨洪水警報」「土砂災害浸

水警戒警報」が出ています。宇治市では午前3時過ぎには対策本

部を設置しています。志津川で2名の犠牲者が出たのは6時半頃

です。集中豪雨の発生は事前に予測され、注意報や警報も発令

されていますが、深夜のためこれらの注意報や警報や警戒情報

が個々の家庭までなかなか伝わりませんでした。

 

この集中豪雨ではいくつかの中小河川が氾濫し、宇治市で水

害が発生しました。図9は浸水の様子を示した図（国土交通省の

報告）です。浸水は山科川、宇治川に挟まれた地域に広がってい

ます。この地域の浸水は、主に弥陀次郎川の氾濫によるものです。

弥陀次郎川の氾濫について調べてみましょう。図10は国土地

理院の地形図を切り出した図です。弥陀次郎川は高峰山に端を

発し、府道7号線、JR 線、京阪線、旧奈良街道を跨ぎ宇治川

に流れ込む長さ5km程の河川です。私はお昼前に旧奈良街道に

ここまでは、夏の入道雲に代表される孤立的に発生するような

単一の積乱雲について話を進めてきました。しかし実は、このよ

うな積乱雲が集団でやってくることにより気象災害の多くは発生

します。積乱雲が集団で来襲する典型的な例は、冬季日本海側

に大雪をもたらす雪雲です。「雪おこし」という雷が発生し、突風

も吹きます。数年前に山形県の羽越線で特急電車が強風で脱線

したという事故がありましたが、これも雪雲に伴って発生したダ

ウンバーストか竜巻によるものだと推測されています。温帯低気圧

に伴う寒冷前線に沿っていくつもの積乱雲が列を成して発生しま

す。天気予報で「寒冷前線の通過時に一時的に強い風と雨にご

注意願います」とアナウンスされるのはこのような積乱雲列のこと

を指します。また、台風も積乱雲の大集団とみることもできます。

集中豪雨も、積乱雲の成せる技です。集中豪雨が発生する時

には、気流や地形の影響で積乱雲の発生しやすい条件を満たす

特定の場所ができてしまい、いくつもの積乱雲が同じ場所に次々

とやってくるようになります。身近な事例についてお話ししましょ

う。去年の8月13日から14日にかけて京都府南部で大雨が降り、

宇治市をはじめとして大きな水害が発生しました。図7は降り始

めから終わりまでに降った総降水量を示しています。オレンジ色

は300mmを越えています。

13日の夜、京都市ではほとんど雨は降りませんでしたが、普

通は鳴り始めて2時間くらいで終息する雷が、この晩はいつまで

図6 チベットで撮影した雨脚（あられ）を伴う積乱雲。写真の左下隅の部
分、冷気の影響と思われる光の屈折が見える

図7 レーダー・アメダス解析雨量から作成した8月13日19時から翌朝8時
までの積算雨量分布　（石原特任准教授作成）。

図8 降水量の時間変化。棒グラフは天ヶ瀬ダム付近、折れ線グラ
フは降水域全体の平均（石原特任准教授作成）

図9 宇治市五ヶ庄周辺の浸水地域

図10 弥陀次郎川と集水域。赤い破線は等高線から推定した集水
域、長方形は、ほぼ等価な長方形（600m×2000m）

図11 気象庁のホームページで得られるレーダー情報
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ら増水まで30分たらずです。「レーダーを見ていても間に合わない

場合がある」という例です。そうなると最後に身を守るのは人間の目、

五感です。周囲を見回し、危険のにおいを嗅ぎ取る…という行為

を忘れてはいけない…というのが、私からの最後のメッセージです。

■ まとめ
今日の話しをまとめてみます。まず、積乱雲の話。積乱雲は非常

に短時間急発達する、しかもどこで急発達するかはなかなか分から

ない。そして、この積乱雲がいろいろな気象災害の元凶だという話。

二つ目は、インターネットなどで得られる多くの情報をうまく使う

ことによって、身に迫る危険を知るということができるし、何らかの

行動をとることもできるでしょうということです。

三つ目は、それでもやっぱり頼りになるのは「自分の目で見ること」

ということをお話し致しました。でもお年寄りの方は家に入っていた

ら、なかなか外の様子を見ることもできないと思いますし、自分で

はインターネットをされないという方もいらっしゃいます。そうすると、

やはり地域の「自主防災組織」のようなところで音頭をとっていただ

いて、本当に大変なことが起こりそうな時、たとえば警報が出た時、

雲の様子などを見ていただいて、その情報を伝える体制ができれ

ばと思います。

■ 補遺
最後に、集中豪雨から身を守るためには何が必要かをかいつま

んでお話し致します。まず自分が住んでいるところについて知るこ

と。かつて水害があったかどうか、また地名に「津、崎、沼、島、

田…」等の水に関連した字がついているところは、今は家が建っ

て道路で固められていてわからなくても、土地が低く過去に浸水

の歴史がある可能性があります。防災マップも点検しておきます。

そして、早めの避難。これが一番難しいのです。時期を失してしまっ

た場合には動かない方が良い場合もあります。避難勧告に素直に

従い早めに非難しましょう。

都市水害についても一言ふれておきます。京都のような都市の場

合、コンクリートで固められ、降った雨がすぐに流出します。地下の

下水道に流れ込むと下水が溢れ、マンホールから水が噴き上げて

道路が冠水してしまいます。また地下街にいると外の様子がわかり

ません。気がついた時には避難が間に合わないことになります。高

架下などアンダーパスの浸水。このように都市特有の危険が随所

にあることを認識することが大事だということを最後に申し上げて

私の話を終わらせていただきます。

■ 質疑
Q: TV受信機のDボタンを押すと、地域の情報が沢山出てくる。あ

れも重要な情報源と思うがどうか？

A: 私は未だケーブルTVのデジアナ変換でブラウン管テレビを見てい

るため、うっかり失念していました。おっしゃるとおりだと思います。

が吹いているか等を監視します。観測ばかりではなく、コンピュー

タの数値予報も利用されます。コンピュータでは、個々の積乱雲

の発生発達や竜巻・ダウンバーストそのものを予測することはま

だ出来ませんが、「積乱雲のできやすさ」は良い精度で予測できる

ようになりました。この予測結果とドップラーレーダーの観測を合

わせて、「竜巻注意情報」をだしています。「竜巻注意情報」が出て

も実際に竜巻が発生することは少なく、あまり当たらないと思われ

ているようです。しかし、これを「積乱雲災害注意情報」と読み替

えると非常によく当たっています。始めのほうでお見せした「積乱雲

は気象災害の移動販売車」という図を思い出していただき、竜巻注

意情報が出たら積乱雲に伴う気象災害全般に注意してください。

さまざまな災害情報が気象庁や自治体から発せられます。オー

ソドックスなものでは「雷雨注意報・警報、大雨注意報、強風注

意報・警報、洪水警報、波浪警報」などが気象庁から発せられま

す。先日、今年の8月から「特別警報」を出すという気象庁の発表

がありました。気象庁の説明によれば、特別警報は「警報の発表

基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の

危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、

最大限の警戒を呼び掛ける」ものです。たとえば、先ほどお話しし

ました宇治の豪雨のように、レーダーを観測していて雨粒がたくさ

んできている状態が何時間も続いている時に特別警報がでるよう

です。非常に臨場感のある、まさにこれから起こるような警報を出

すと報道されました。「特別警報」が出たときの対応は、各自治体

で検討が進められているところで、差し迫った危険を通知する仕

組みを作ろうとしていることは大事な点だと思います。どんなに精

度の高い予報をしても、また適切に警報を出しても、それが住民ま

で伝わらないと何の意味もありません。「特別警報」は今、総務省

の「情報コモンズ」という仕組みと抱き合わせで、防災の強化をは

かっていこうとしています。この「情報コモンズ」というのは、気象

庁や自治体など情報を発信する側が、放送局や電話局などメディ

アを活用して、情報がテレビやラジオ、インターネットを通じて、速

やかに住民に伝わる仕組みを作ることを目指しています。「特別警

報」と「情報コモンズ」を使って防災力の強化をはかろうということ

が、今まさに進もうとしています。

しかし、新しい警報ができると、それまでの警報の重みが、受

け手にとって相対的に軽くなってしまい、「まだ特別警報が出てな

いからだいじょうぶだ」などと思ってしまっては何の意味もありませ

ん。そこらへんを慣れてしまわないように、防災のための意識を持

つことが住民の側としては大事だと思います。

一方、注意報や警報が市民に伝わるまでには、どうしてもある

一定の時間を必要とします。神戸の都賀川の例を振り返ってみましょ

う（図略）。レーダー画像を見ていると、東西に延びる帯状の強い

降水域が徐 に々南下してくるのに気が付きます。ところがこの降水

帯の南側に新しい雨域が形成され、これが都賀川の源流域に強い

降水をもたらし、急激な増水をもたらしました。雲が検知されてか

これらの気象情報ばかりでなく、最近では河川の水位や流量

などを、それらを管理する自治体が公開しています。京都府防災

情報のホームページ（http://chisuibousai.pref.kyoto.jp）　に行く

と、河川情報が得られます。水系別に、河川流量、水位の観測

値が警戒情報と伴に表示されます。このほか、土砂災害警戒情

報もみることができます。ここ、京都市防災センターのホームペー

ジには、これら様 な々情報のリンクが準備されているので、効率

よくデータを検索することが出来ます（http://www.bousai-kyoto-

city.jp/bousai/）。

以上に紹介してきたweb情報は、スマートフォンでも見ること

ができます。「ぜひ、こういう情報を使ってみましょう」というのが、

私が今日申し上げたいことの一つです。Webにはさまざまな情報

が公開されていますから、これらを使いこなすということが、こ

れからは大事になってきています。災害時に突然使おうとしても

なかなかうまく行かないので、例えば遠くに住む親類や友人に電

話するとき前に、気象庁のホームページでレーダー画像をみなが

ら、「そっち、今凄い雨がふっているみたいやけど、大丈夫？」な

んてできると良いでしょう。

ただ、インターネットを使わない方 も々、まだたくさんいらっしゃ

るわけで、インターネットさえあれば全て良いという訳にはいきま

せん。たとえば自主防災組織があれば、そのなかで担当の方を

決めておき、雨が降ってきたらこれらの情報を得て、状況を把握

して、みんなに呼びかけていただく、といような体制ができれば

良いと思います。

■ 注意報や警報とその情報伝達
今日お話しした積乱雲に関連して、最近「竜巻注意情報」とい

う言葉をよく耳にされると思います。「竜巻注意情報」は2008年

から始まりました。2年前の2006年に佐呂間の竜巻や延岡の竜

巻で沢山の犠牲者が出て、何とかしないといけないということで

新しい仕組みができました。先ほどレーダーについてお話ししま

したが、ドップラーレーダーという、雨だけでなく風も観測でき

るレーダーの全国配備が進みました。このレーダーを用いて、積

乱雲がどういうふうに移動しているか、積乱雲付近ではどんな風

レーダー画像を見るときには、とくに楔（くさび）型の雨域に注

意してください。テーパリング・クラウドと呼ばれることもあり、

記録に残るような集中豪雨の発生時によく見られます。図13には、

2010年8月10日に、大阪府（箕面、茨木、高槻、豊能）から京

都府（亀岡、京都）にかけて100mm以上の集中豪雨が発生した

ときのX-MP画像を示します。青で示した部分が特に雨が強い地

域です。レーダー画像を見て、このような雨域が自分の住む地域

にかかるようであれば、外の様子を見ながら、最大限の注意を払

う必要があります。

積乱雲につ

きものの雷情報

については、電

力会社のホーム

ページで充実し

た情報が得られ

ます。電力会社

では、送電網を維持するために雷の発生に非常に注意していま

すが、その観測情報を一般に公開しています。図14は関西電力

のホームページに表示される関西一円の落雷位置です（http://

www1.kepco.co.jp）。図に示した時刻では、丹後半島に落雷が

観測されています。レーダーは積乱雲の中の雨粒しか観測できま

せんが、落雷は雨の降っていない場所でも発生しますから、雨し

か見えないレーダーよりは、もう少し広い範囲で活発な積乱雲の

活動を把握できる場合もあります。

ところで皆さん、雷の避け方をご存知ですか？ 勿論建物の中

に入るのが安全ですが、軒先での雨宿りは逆に危険です。建物

に落雷したとき、電気は建物の表面に沿って流れるので、軒先か

ら人体に被雷する危険性が高いです。同じ理由で、木の下で雨

宿りするのも危険です。逃げ込む建物のない時に意外と安全なの

が、電信柱や高い建物の近く、数メートル離れたあたりです。こ

の付近にいると、雷は高い構造物の方に落ちるので、自身への

被雷を避けることができます。

図12 X-MPレーダーで得られる京都市付近の詳細な降水分布

図13 くさび型の雨域（レーダー画像）の事例。この
ようなエコーがでたら、大雨に対する最大限
の警戒が必要です。

下方省略
図14 関西電力のホームページに表示される落雷情報の例
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テレビや新聞などで天気予報をご覧になっていると思いま

す。天気予報は、スーパーコンピュータを使って作られています。

まず世界中からデータを集め、現在の大気の状態を推定しま

す。そして将来を物理法則に基づいて予測しています。

数値による天気予報を試みた「数値天気予報の父」と呼ばれ

ている先人たちがいます。

最初に「数値天気予報」は可能であると考えたのはノル

ウェーのV.ビヤークネスです。1904年に発表された論文で、物

理法則に則って計算すれば、気象予測ができると述べていま

す。その約20年後、今度はイギリスのL.F.リチャードソンとい

う人が手計算で気象予測を試みました。ところが、計算結果

は6時間に145hPa（ヘクトパスカル）という非現実的に大きな気

圧の変化となり失敗しました。以降は電子計算機の登場を待つ

ことになります。

電子計算機もいろいろ種類があって、何が世界初かというこ

とで議論が分かれるのですが、プログラム（予め決めた計算手

順）に従って計算ができる世界初の電子計算機が「エニアック」

です。1950年、J.チャーニー、R. フィヨルトフトとJ.フォン・ノ

イマンがエニアックを使った1日予報に成功しました。みなさん

お使いのパソコンやスマートフォン、電卓、また電子レンジにも

コンピュータが入っています。これらはすべて、プログラムを保

存して実行するノイマン型の計算機です。

世界初の計算機エニアックはJ.モークリーとJ. エッカートとい

う二人の技術者が設計しました。J・モークリーは「計算で天

気予報がしたいのでコンピュータを作ってみよう」と思ったので

す。この発想はすばらしいと思います。

エニアックによる世界初の数値天気予報は、北アメリカを対

象として行われました。低気圧の24時間後の位置がうまく予測

できました。J.チャーニーらの計算がなぜうまくいったかという

と、「重力波」と呼ばれる短い時間の大きな変化を無視して、ゆっ

くりした変化だけを計算したからです。現在はデータの取り扱

いや計算手法が発達して、重力波も含めて計算しています。

アイルランドのP. リンチ教授が、現在のパソコンでチャーニー

らの予報を再現してみました。さらに「ノキア6300」という携

帯にもこのプログラムを移植して同じ結果を得ています。実は

「ECMWF」というヨーロッパの気象庁に相当する機関が、1979

年に導入した「クレイ1」というスーパーコンピュータの性能とノ

キア6300は性能がほぼ同等なのだそうです。ただし、消費電

力は大きく違います。この携帯電話の消費電力は1.5Wです。

クレイ1は115kWで約1万倍だそうです。こんな大きな消費電

力の携帯を手に持ったら熱くて大火傷をしてしまいますね。さっ

きお話ししましたエニアックは、クレイ1の100万分の1くらいの

性能でした。最近のスマートフォン、タブレットやパソコンは、

1979年のスーパーコンピュータや携帯電話の何倍、あるいは何

十倍の性能になっています。ですからひと昔前のスーパーコン

ピュータの性能のマシンが、ポケットの中に入っているという時

代になっているのです。

それでは、現在の天気予報についてお話しします。将来を予

測する道具を「大気大循環モデル」と呼びます。現在、大気大

循環モデルは数値天気予報だけでなく、気候変動の研究や地

球温暖化予測にも使われています。

大気大循環モデルには二つの大きな部品が入っています。一

つは「力学過程」と言います。風、気温、水蒸気の流れを計算

する過程です。二つめは「物理過程」といい、強制力、つまり風

を起こす力を計算する過程です。さまざまな過程が含まれます

が、一例をあげます。雨が降って凝結すると熱が出ます。その

熱が空気を暖めると上昇流が起きます。物理過程では、大気を

マス目に区切って、マス目毎に値を計算します。力学過程では、

風や気温をマス目でなく「球面調和函数」という波に分解する方

法もあります。世界の多くのセンターでこの手法を使っています。

鉛直方向には層に分けて飛び飛びに分割しています。山はど

のように扱えばよいでしょうか。気圧や高度で分けると山にぶつ

かってしまいますが、山の中では大気の値はないので不都合で

す。そこで、アメリカのN.フィリップスは「地形に沿えばよい」と

いう考え、地表面を1、宇宙の彼方の空気がないところを0とし

て地表面に沿う方法を考案しました。

もくもくとした積乱雲は、格子間隔を1km以下にすれば、直

接計算できますが、現在の数値天気予報で使われている20km

程度では、一つの一つの積乱雲は格子の中に入ってしまい直接

計算できません。そこで、格子点で直接表現できない小さな現

象の効果は、格子点の量から平均的な量を推算しています。こ

のような手法を「パラメタリゼーション」といい、凝結、雲、積雲

対流等に使われています。雲一つ一つは計算しませんが、たく

さんの雲の広い範囲での統計的な効果を推定しています。予測

にあたっては、これが不確実性の原因となります。雲がどのくら

い増えるかが、温暖化などでも大事なのですけれども、直接計

算することは解像度をあげないとできません。なお、神戸にあ

る世界有数のスーパーコンピュータ「京」では、細かい解像度を

使って、全球の積乱雲一つ一つを直接計算してみようという試

みが行われています。

将来を予測する大気大循環モデルを動かすには、最初の大

気の状態を表す「初期値」という情報が必要です。最初の状態

から、少し先がどのように変わるか大気大循環モデルで予測し

ます。少し先、またその少し先と予測を進めていきます。初期

値のもとになるのは観測です。図1は、地球上のどの場所で観

測しているのかを点で示したものです。「高層観測」では、風船

に測器を付けた「ラジオゾンデ」という機械を使います。東アジ

ア、ヨーロッパ、アメリカでは観測が多くありますが、北極・南

極域、海上、オーストラリアの砂漠、サハラ砂漠、アフリカ中部

などでは少なくなっています。

飛行機のデータは、離着陸時、また上空を飛んでいる時に

測ります。飛行機がよく飛んでいる、ヨーロッパ、極東、アメリ

カ東海岸、オーストラリア、ニュージーランドに観測点がたくさん

あります。

海上では、船舶やブイで測っています。太平洋の赤道付近に

並んでいるのがブイで、海の上の大気の状態や海の中の状態を

測っています。

「静止気象衛星」は「ひまわり」という名前でおなじみですが、

日本のひまわりだけではなく、ヨーロッパ、インド、アメリカ、中

国も静止気象衛星を打ち上げています。静止気象衛星で時間

的に連続して撮影した雲の画像を2枚並べると、この雲はどこ

に行ったかを調べることができます。その動いた距離を時間で

割ると風の速さが推定できます。それを「衛星風」と呼んでいま

す。その他「極軌道衛星」という、地球をぐるぐる回って観測し

ている衛星もあります。

このように、いろいろな種類データが、6時間毎に100万から

300万件と大量にあります。さらに衛星の放射輝度データを入れ

ると1000万という量のデータを処理しなければなりません。

図1  観測点分布の例

高層
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気圧ができます（図8）。けれども、日本の上空で発達して猛

暑をもたらすような高気圧は、今見ていただいたように深い構

造をしています。暖かいところの上に重しになる冷たい部分が

あります。ですから深くなった構造について、海が冷たいとい

う理由では説明がつきません。

また別の説明として「熱帯で上昇した空気が下降したところ

にできる」という説明がよくなされています。2月の場合は南半

球に上昇するところがあり、それが北半球に下降して高気圧

ができます。8月はその逆で、北半球で上昇し南半球で下降し

ます。日本のあたりは下降ではなく、むしろだんだん上昇して

います。このことから、高気圧が、熱帯で上昇した空気が下

降してできたとはいえません。

さらにもうひとつの説明は、フィリピン海の対流が活発で、

そのエネルギーが日本付近に伝わって、高気圧が発達すると

いうもので、新田勍先生が発見されました。この仕組みで高

対して日本海側は気温が低くなりました。風下では湿度も下が

ります。太平洋側、瀬戸内等、山の風下で気温が高く湿度が

下がっていました。

この猛暑の時、日本付近に地上から上空まで到達する高気

圧ができました（図7）。これを「小笠原高気圧」と呼んでいま

す。高度14km付近のインドより西にある「チベット高気圧」が

東に伸びたように見え、地上で見ると太平洋高気圧につながっ

ているように見えるので、高気圧の「二段重ね」と天気予報や

新聞などで書かれることもあります。

夏の高気圧についていろいろ説明を聞くことがあると思いま

す。「陸が暖かくて海が冷たいので、海の上の空気が冷やされ

て重くなる。だから高気圧ができる」というのが一番大雑把な

説明です。この説明が当てはまるのは「太平洋高気圧」です。

冬は陸が海に比べて冷えるので、同様のしくみで大陸上に高

���� スーパーコンピュータを使った異常気象の予測スーパーコンピュータを使った異常気象の予測

観測データから初期値を作成することを「データ同化」とい

います。データ同化では、観測データだけでなく、予測データ

も組み合わせてより良い格子点データを作成します。気象の予

測は格子の点でおこなっていると説明致しましたが、このすべ

ての点に情報がほしいわけです。けれども、観測は必ずしも

格子点の上にはなく、空白も多くあります。観測データはその

場その場では正しいのですが、途中を埋める操作が必要にな

ります。そこで観測の少ないところでは予測データを使うこと

により全ての格子点の初期値を作ります。

初期値と大気大循環モデルのほかにもいくつかデータが必

要です。そのひとつは、山のデータ「標高データ」です（図2）。

これは、20㎞の解像度で気象庁の全球予報と同じです。

20㎞でも中央山岳帯、紀伊山地、四国山地、九州山地は大方

の形が出ています。解像度が向上して地形がよく再現されるよ

うになったので、最近の天気予報は全球予報でも局地的な気

象の予測が進歩した感じています。

もう一つは、海の表面の温度「海面水温データ」です（図3）。

氷が張っているところでは、海氷のデータも必要です。

海洋研究開発機構には、地球シミュレータという大きな計

算機があります。地球シミュレータのユニークなところは、地震、

地球内部の構造、気象、海洋、温暖化というような地球科学

のための計算機としてつくられたというところにあります。他の

国の計算機で圧倒的に多いのは軍事用です。先ほどお話しし

ました世界最初の汎用電子計算機エニアックで最初にやった

計算は弾道計算です。ミサイルを飛ばしてどこに行くかという

計算です。気象の計算は2番目でした。

スーパーコンピュータ（スパコン）がどうして地球科学に役に

立つかについてお話します。気象など、実験ができない地球

科学では、スーパーコンピュータを仮想的な実験室として使っ

ています。スパコンは計算能力が高いので、解像度を細かく

できます。私が計算した7月の下旬、梅雨前線で比較してみま

しょう（図4）。300㎞は、長らく気候研究、温暖化などで使

われてきた解像度です。この画像から梅雨前線を想像するの

は難しいですね。80kmは週間天気予報で使っている程度の

解像度です。この画像では梅雨前線と低気圧があることが見

えると思います。現在の気象庁の全球予報と同じ20㎞の解像

度で見ますと、低気圧の中のさらに細かい構造が見え始めま

す。皆さんのお家にあるフルハイビジョンは横に1920ピクセル

あります。解像度20㎞はちょうどこの数字になります。

2004年7月20日、東京をはじめ日本各地で記録的な猛暑

が発生しました。図5は、2004年7月の日々の最高気温です。

黄色で示した平年値は29.4℃ですが、アメダスの記録では

39.5℃と平年に比べて10℃以上高くなっています。他の日をみ

ても、ある1日を除いてすべて平年より高い月でした。

7月20日、高気圧が西日本、九州・四国沖で発達して、そ

のまわりを流れる風が山を越えたのです（図6）。山を越えると

「フェーン現象」が起きます。フェーン現象とは、山から風が吹

き降りてくる時に温度が上昇して、風下で暑くなるという現象

です。フェーン現象の結果、太平洋側で気温が高く、それに

図4  解像度約300 km, 80 km, 20 kmの比較

図5  日々の最高気温の平年値（黄色）2004年7月（赤）

図6   2004年7月20日における1000 hPa（ヘクトパスカル）面での風
（矢印m/s）と気温（色、℃）

図7  2004年7月20日におけるジオポテンシャル高度の東西非一様成
分（m）。暖色系は高気圧、寒色系は低気圧を表す。横軸は経度、
縦軸は気圧（対応するおよその高度を右に示す。）

図8  二つの異なる成因による高気圧の鉛直構造を示す概念図

図2  解像度20 kmで表した標高

図3  海面水温分布の例



を行いました。高気圧の発達は再現できましたが、局地的な

猛暑を再現するためには20㎞の高解像度が必要だと分りまし

た。この事例は、予測可能性が高い、再現性が高いというこ

とが言えると思います。

京都で猛暑日（最高気温が35℃を越える日）が多かった

1994年の8月は、海面気圧（図12a）を見ると、日本に独立し

た高気圧があり、太平洋高気圧が伸びていることがわかりま

す。2010年も京都で猛暑日が多かった年です。この年も4hPa

と平年よりかなり気圧が高くなりました（図12b）。上空では、

どちらの年も偏西風が蛇行していて、日本のほうにチベット高

気圧が伸びています（図12c, d）。

気象災害というと台風や集中豪雨などを思い浮かべます

が、高気圧に伴う異常天候も、多くの方が命を落とされること

もあるほどの重大な災害です。豪雨などに比べて範囲が広く、

気圧ができることもありますが、西太平洋の対流が活発でな

いときでも日本は猛暑に見舞われることがあります。ですから

いつも当てはまるとは限りません。つまり、別のメカニズムのも

のもあるということです。

そこで私が提案したのは、「シルクロード・パターン」という

仮説です。夏になると水蒸気がインドのあたり、チベットの南

斜面に集まってきて対流が活発になります。「インドモンスーン」

です。上空には「チベット高気圧」ができます。この時にチベッ

ト高気圧の西端にある砂漠の領域で下降流が強くなります。

これがちょうど偏西風の流れと緯度に相当し、「偏西風蛇行」

のきっかけとなります。このエネルギーが日本に伝わり、猛暑

をもたらす小笠原高気圧を作るのです。このとき、上空では日

本のほうへチベット高気圧が張り出して見えます。海面付近で

見ると太平洋高気圧が東から西へ張り出してきます。

この偏西風蛇行がなぜ大事なのでしょうか。偏西風が蛇行

するとよく異常天候が起きます。偏西風は高緯度側の冷たい

空気と暖かい熱帯側の空気の境目です（図9）。それが蛇行す

るとどうなるか。蛇行すると普段暖かいところが冷たくて、普

段冷たいところが暖かくなりますので、異常天候が発生するこ

とになります。偏西風が蛇行している場所は、東へと伝わって

いきますので、異常天候が連鎖することになります。

偏西風が蛇行した時、高気圧、低気圧の場所はあまり変わ

りません。ある高気圧がだんだん強くなってまた弱くなる。今

度は隣の低気圧がだんだん強くなってまた弱くなる。そして隣

の高気圧がだんだん強くなってまた弱くなるというように、東

へ東へと移っていきます。

地球シミュレータ上で解像度20kmの大気大循環モデルを

使って、7月15日の大気の状態からこの現象の再現を試みまし

た。シミュレーションは、5日も先であるにも関わらず、偏西風

の蛇行（図10）を再現しただけでなく、局地的な高温を再現で

きました（図11）。80kmの大気大循環モデルでも同様の実験

なかなか逃げることができない現象で期間も長いです。京都

では猛暑日が年間15 ～ 20日くらいあり、多い年は30日を超

えることもあります（図13）。

偏西風の蛇行による異常気象は、猛暑だけでなく寒波のと

きもありますし、低気圧が発達して豪雨になることもあります。

偏西風の蛇行は、連鎖的に異常気象をもたらすので国際ニュー

スで世界のどこかで異常気象が続くというような報道があれば、

日本はどうなるのか関心を持ち、天気予報に注意していただけ

ればと思います。

皆さま暑い日が続きますが、熱中症などに注意して健やかに

過ごして頂ければと思います。
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図10 2004年7月20日の200 hPa面におけるジオポテンシャル高度
（m）。気象庁解析値（上）と約5日前からのシミュレーション（下）

図9  偏西風の蛇行が異常天候の原因となることを示す概念図

図13  京都における猛暑日の日数（1979～2012年）。この期間の平均は
約14日で、それより少ない年を青、多い年を赤で示す。最も多かっ
たのは2010年の34日

図11 シミュレーションにおける地表付近の7/20 6世界協定時（15日本時）
気温（℃、色）と観測された最高気温（℃、数字）

図12a  日本付近の気温（℃、等値線）とその平年からのずれ（℃、色）
（1994年）

図12b  日本付近の気温（℃、等値線）とその平年からのずれ（℃、色）
（2010年）

図12c  200hPa面におけるジオポテンシャル高度（m、等値線）と
その平年からのずれ（m、色）（1994年）

図12d  200hPa面におけるジオポテンシャル高度（m、等値線）と
その平年からのずれ（m、色）（2010年）


