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掲載内容
◆ 「第 15 回気象教室」開催報告 『異常気象と地球温暖化』
◆ 「第 6 回こども気象学会」
回こども気象学会」表彰状授与式･発表会
表彰状授与式･発表会開催のお知らせ
表彰状授与式･発表会開催のお知らせ
◆ 支部会員からの便り ｢大分県の気候
大分県の気候｣
大分県の気候
◆ 事務局からのお知らせ

平成 27 年 8 月 22 日（土）に開催し
た気象教室について、その内容などを
報告するとともに、当日アンケートで
当日アンケートで
参加された皆様から
参加された皆様からいただいたご意
いただいたご意
見などについて、この気象教室の企
画･運営を担当している支部事務局か
らコメントしたいと思います。
九州支部では、学会員だ
学会員だけでなく一
けでなく一
般の方も対象として気象に関する知
識のほか最新の研究の成果
識
最新の研究の成果や話題な
最新の研究の成果 話題な
会場となった中央市民
となった中央市民
となった中央市民センター
センター
どを広く知っていただくために、毎年
夏に気象教室を開催しています。2001
夏に気象教室を開催しています。2001 年（平成 13 年）にスタートし今年は 15 回
目となりました。
今回取り上げた地球温
今回取り上げた地球温暖化に関するテーマは、気象教室において過去にも何度
暖化に関するテーマは、気象教室において過去にも何度
か取り上げ
か取り上げています。
ています。最近はこれまであまり発生しなかったような極端な現象（異
常気象）の発生頻度が
常気象）の発生頻度が増加する傾向
増加する傾向
増加する傾向にあり、
にあり、地球温暖化による
地球温暖化による
地球温暖化によるものではないか
ものではないか
ものではないかと
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言われています。何十年に一度とい
われるような激しい雨が降って大き
な災害が発生したり、過去の記録を
更新するような猛暑が続いたりとい
ったことが実際に起きており、将来
の地球の気候への関心が高くなって
います。このようなことから今回は
異常気象と地球温暖化がどのように
関係しているのかということをテー
マに選びました。
今回は講師として九州大学大学院
理学研究院地球惑星科学部門の廣岡
俊彦教授、名古屋大学地球水循環研究センターの坪木和久教授をお招きして、そ
れぞれ｢最近の気象は異常なのか？｣、｢地球温暖化とスーパー台風｣というタイト
ルで話していただきました。
廣岡先生は、九州支部の常任理事と
して様々な支部活動に中心となって取
り組んでいただいているほか、気象庁
の異常気象分析検討会の委員として、
昨年夏の西日本を中心とした不順な天
候のような異常気象が発生した際には、
その要因の分析などに参加いただいて
います。
今回の廣岡先
今回の廣岡先生の講演のポイントを
生の講演のポイントを
まとめると、以下のようになります。
･30 年に１回以下の頻度でしか発生
廣岡先生による講演
しないような極端な現象を気象庁
では｢異常気象｣と定義している。
･わが国では短時間に激しい雨が降る頻度が
･わが国では短時間に激しい雨が降る頻度がここ数十年の間に増加する傾向にあ
数十年の間に増加する傾向にあ
る。
･地上の気温についても、同様の傾向にあり
･地上の気温についても、同様の傾向にあり、特に最近になって｢異常｣な高温の
同様の傾向にあり 特に最近になって｢異常｣な高温の
出現頻度が増加している。逆に｢異常｣な低温の出現頻度は減少している。
出現頻度が増加している。逆に｢異常｣な低温の出現
は減少している。
･また、｢異常｣な
･また、｢異常｣な高温のような極端な現象の出現頻度だけでなく、地球全体の平
高温のような極端な現象の出現頻度だけでなく、地球全体の平
均気温も
均気温も上昇傾向にある。
上昇傾向にある。
･地上（大気の下層）では明瞭な昇温傾向が見られる一方で、上層大気（高度 20km
付近を中心とした下部成層圏）では降温傾向にある。この昇温･降温の傾向は
高度 10km 付近で逆転している。
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･大気下層の昇温と上層の降温を同時に説明できるのは二酸化炭素などの温室効
果気体の増加による赤外放射のバランスの変化しかない（下層の昇温だけであ
の増加による赤外放射のバランスの変化しかない（下層の昇温だけであ
れば他の要因で無理やり説明することはできるが、同時に上層の降温を説明す
ることが
ができない）
できない）。

高度 20km 付近の気温変化（黒実線：
付近の気温変化（黒実線：Radiosonde
Radiosonde Mean）
Mean 。WMO,
WMO, Scientific
Assesment of Ozone Depletion : 2010 より（一部追記））

･温室効果気体の増加による地球温暖化で平均的な気温が上昇すると、これに伴
い｢異常｣な高温の発生頻度も増加する。しかし、近年の異常高温の出現頻度の
急激な増加は、平均的な気温の上昇から考えられるものよりも大きく、この原
急激な増加は、平均的な気温の上昇から考えられるものよりも大きく、この原
因はよくわかっていない。
因はよくわかっていない
･激しい雨の発生頻度が増加するのは、地球温暖化で大気の温度が上昇し、これ
に伴って大気が含む水蒸気量が増加することが原因と考えられ、観測データに
もこの傾向が現れている。
･さらに、大気中の水蒸気量増加による降水量の増加は地域的に一様ではなく、
平均的な増加の効果が地形の影響などで増幅され特定の地域に集中している
可能性がある。
このほかに、温室効果気体の増加により大気下層の気温が上昇し、上層の気温
が下降する仕組み、つまり放射収支のメカニズムについてもわかりやすく説明し
ていただきました。
坪木先生は、雲物理過程を組み込んだ非静力学モデルである「雲解像モデル
坪木先生は、雲物理過程を組み込んだ非静力学モデルである「雲解像モデル
（CReSS）
（
）
」を使って、将来（温暖化時）のスーパー台風のシミュレーションなど
に取り組まれています。ちょうど１年前に放送されたタモリ氏が司会を務める
NHK の｢メガ･ディザスター｣シリーズのスーパー台風を取り上げた回に、坪木先
生が出演され最新の研究成果などについて解説されたのをご記憶の方も多いと思
います。
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今回の坪木先生の講演では、極端な
現象の代表格である最強クラスの台
風（スーパー台風）の強度やコースな
どが地球温暖化に伴いどのように変
化するのかということについて話し
ていただきました。主なポイントは以
下のとおりです。
･スーパー台風というのは、米国の
合同台風センター（
合同台風センター（JTWC
JTWC）で定
）で定
義された最大平均風速に基づく分
類で、10
10 分平均風速ではおよそ
59m/s 以上となる台風で、日本の
坪木先生による講演
気象庁の定義で｢猛烈な台風｣を超
える強さの台風に相当する。
･台風は大きな災害をもたらすことがある一方で、水資源の供給源ともなってお
り、将来台風がどのようになるのかは大きな関心ごととなっている。
来台風がどのようになるのかは大きな関心ごととなっている。
･台風の強度は衛星観測からドボラック法で推定されることが多いが、スーパー
台風級になるとこの方法では推定精度が低くなる。また過去の記録も統計期間
が十分ではなく、台風の強度などに関する長期変化傾向を議論するのは難しい。
･台風の将来変化の推定には、モデルによる数値シミュレーションが有効であり、
特に地球シミュレータをはじめとした研究用コンピュータの充実により、一つ
一つの積乱雲を表現できる水平解像度 2km の｢雲解像モデル｣により台風の強
度の変化まで予測することが可
能になった。
･この雲解像モデルを使い今世紀
末に地球温暖化が進んだ気候
の中で発生する台風の発達を
シミュレーションにより計算
した。
･その結果、現在気候における最
も強い台風の最低中心気圧は
877hPa であるのに対して、今
世紀末の温暖化した気候にお
いては 860hPa 程度に達し、最
大 地 上 風 速 は 同 様 に 70 ～
75m/s が、
が、85～90m/s
90m/s になるこ
雲解像モデルによって予測された日本に接近
とがわかった。
するスーパー台風
･また、今世紀末に
･また、今世紀末には日本付近の
は日本付近の
海面水温は現在のフィリピン付近のそれに近いものとなって
水温は現在のフィリピン付近のそれに近いものとなって
水温は現在のフィリピン付近のそれに近いものとなって、北緯
、北緯 30 度
を超えてもスーパー台風の強度を維持することが可能になり
を超えてもスーパー台風の強度を維持することが可能になり（過去から現在ま
（過去から現在ま
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でこのようなものはない）
、2013
、2013 年にフィリピンに甚大な被害をもたらした台
風第 30 号（Haiyan
Haiyan）級のスーパー台風が我が国に上陸し、伊勢湾台風のよう
）級のスーパー台風が我が国に上陸し、伊勢湾台風のよう
に最悪のコー
に最悪のコースをとることも、確率は極めて低いかもしれないが起こり得る
スをとることも、確率は極めて低いかもしれないが起こり得る
スをとることも、確率は極めて低いかもしれないが起こり得る。
･今世紀末はそれほど遠い将来ではない。最大の危険を想定して防災対策を今か
ら進めておく必要がある。
この講演の途中では、台風の発達のメカニズムと発達を阻害するようなメカニ
この講演の途中では、台風の発達のメカニズムと発達 を阻害するようなメカニ
ズムについて、そして 2013 年の Haiyan がスーパー台風に発達したのは、発達を
阻害する様々な要因がほとんどなかったことが大きいということについてもわか
りやすくお話しいただきました。
いずれの講演についても、講演の後の質疑は本質的で的を射たものばかりで、
全体的に質が高く満足度が高い講演会になったことは、アンケートでいただいた
ご意見からも伺えました。
開催日の前日の夕方には寒冷前線の通過に伴い激しい雨が降りましたが、当日
（8
（ 月 22 日）の福岡は好天に恵まれ、日中の最高気温は 30℃を越え
℃を越えたものの北風
たものの北風
となったため、比較的爽やかな天候になりました。会場の福岡市立中央市民セン
ターには、早い方は開場の２時間近く前からお越しいただき、
ターには、早い方は開場の２時間近く前からお越しいただき、まだ冷房が十分に
冷房が十分に
効いていない館内でお待ちいただきました。
しかし、最終的には参加者の数は事務局が期待したほどには伸びず、約 70 人に
とどまりました。タイムリーな話題を非常にわかりやすくお話しいただき、中身
の濃い充実した内容であったことから、もっと多く
の濃い充実した内容であったことから、もっと多くの方に聞いてほしかったとい
の方に聞いてほしかったとい
うのが事務局として正直な気持ちです。以下
うのが事務局として正直な気持ちです。以下に紹介するアンケートでコメントが
に紹介するアンケートでコメントが
寄せられていると
寄せられているとおり、広報の方法や、開催時期（季節、時間帯など）について、
おり、広報の方法や、開催時期（季節、時間帯など）について、
もう一度検討する必要がありそうです。

アンケートの集計結果（参加者の年齢と居住地）
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アンケートの回答
アンケートの回答は参加者の９割近い方からいただきました。選択記入項目の
参加者の９割近い方からいただきました。選択記入項目の
集計結果をグラフで示しています。
参加者の年齢層は高校生や大学生から 60 歳代以上の方まで広く分布しています。
また福岡県以外にも山口･佐賀･熊本･鹿児島など各地から参加いただき、参加者数
は少なかったものの、このテーマへの関心が高い方を中心に、九州支部の取り組
みとしては目的をある程度達成できたのではないかと考えています。
このアンケートで自由記入欄に記入していただいた今回の気象教室に関する意
見や今後希望するテーマなどについては、今後の気象教室を企画し運営するため
の参考にさせていただきます。この中で同様の意見が複数寄せられた事項につい
の参考にさせていただきます。この中で同様の意見が
寄せられた事項につい
ては以下のとおり対処したいと考えています。
『内容はとても素晴らしかったので、
『内容はとても素晴らしかったので、多くの方に参加していただけるよう PR を強
化すべきではないか』
参加者が約 70 人と、正直なところご指摘のとおり満足できる数字ではありませ
んでした。今回はホームページによる PR に重点を置き、支部のホームページだけ
でなく、気象庁（本庁）
、福岡管区気象台や気象友の会などのホームページにも開
催のお知らせを掲載し広く PR を行いました。また、支部会員や後援の予報士会な
どのルートでメールによるお知らせを強化し、職場などで周囲の方にメールを転
送するなどの方法で PR していただくようなお願いもしました。
していただくようなお願いもしま した。
さらに、今回のテーマが地球温暖化ということで、若い世代に将来の地球を考
えるきっかけにしてほしいという思いから、九州･山口地方で理科教育に熱心と思
われる高校には開催案内などを郵送しました。また、福岡市内のいくつかの高校
については、直接訪問して理科担当の先生にお会いして気象教室への参加を呼び
かけていただくことをお願いしたり、高校における理科教育（特に気象分野）へ
の取り組みなどについて話を伺いました。
高校訪問では、現代の高校生にとって夏休みは決して時間にゆとりがある時期
ではなく、補習や部活、さらには夏休み直後の運動会の準備などでかなり多忙な
時期であることがわかりました。取り上げるテーマにもよりますが、大学生も含
めて特定の年齢層などをターゲットにする場合には、
めて特定の年齢層などをターゲットにする場合には、PR
PR の方法だけでなく開催時
期なども予め調べた上で決める必要があると言えそうです。
『時間帯が遅かったのではないか』
ご高齢の方や遠方（北九州市や長崎など）から参加していただいた複数の方か
らこのような意見をいただきました。今回は開始時刻を 16 時
時、終了は
、終了は 18 時半と
しました。従来は 13 時あるいは 14 時に開始することが多かったのですが、盛夏
期に実施することから、気温のピークを過ぎる少し遅めの時間帯としました。
すべての方に満足していただくことは困難ですが、時間帯だけでなく前項で述
べたように開催時期についても、今後の検討課題にしたいと思います。
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『｢防災｣に役立つテーマを取り上げてほしい』
｢気象」というとやはり台風や大雨など災害を発生させるような激しい現象や、
防災に役立つ知識などに対する関心が高いことは想像に難くありません。しかし
気象学会は必ずしもこのような災害と直結するようなテーマだけが守備範囲では
なく、大気中の現象を解明し真理を探究するという自然科学の
なく、大気中の現象を解明し真理を探究するという自然科学の一分野において、
一分野において、
｢気象学の研究を盛んにし，その進歩をはかり，国内および国外の関係学会と協力
して，学術文化の発達に寄与すること｣を目的としています（気象学会の目的より）。
したがって気象学会の活動として行う気象教室は、気象学の面白さや、気象
したがって気象学会の活動として行う気象教室は、気象学の面白さや、気象学
の研究で明らかになったことなどを一般の方に知っていただくことを目的とした
アウトリーチ活動として行っているものです。もちろん研究が社会への貢献を意
識すべきことは言うまでもありませんが、必ずしも｢防災｣あるいは｢災害｣という
キーワードでカバーできる範囲と一致するわけではないことをご理解いただきた
いと思います。
防災をテーマとした講演会などの取り組みは、むしろ気象台が行うという役割
分担で、つまり、気象学会は基礎となる気象学を、そして気象台は気象学の応用
である防災をという役割分担で、車の両輪として双方が協力しなが
である防災をという役割分担で、車の両輪として双方が協力しながら進めていく
ら進めていく
べきではないかと考えています。
来年度以降も引き続き有意義な気象教室を開催する予定です。取り上げてほし
いテーマだけでなく、
いテーマだけでなく、PR の方法や開催時期･時間帯、さらには開催場所（福岡市
以外も念頭に置いて）などに関するご意見やご要望などありましたら、事務局ま
でお寄せください。

（九州支部 事務局）
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【日時】
平成 27 年 10 月 25 日（日） 午後１時
午後
30
3 分～午後
午後 4 時 00 分
【場所】
九州大学西新プラザ 2 階大会議室
福岡市早良区西新 2 丁目 16
16-23
昨年度の開催模様をホームページに公開しています
「第 5 回こども気象学会」開催報告
http://msj
http://msj-kyushu.jp/event.html#label
kyushu.jp/event.html#label
kyushu.jp/event.html#label-0
0

九州大学西新プラザ 会場までのアクセス
地下鉄西新駅まで
博多駅から地下鉄「姪浜」
博多駅から地下鉄「姪浜」方面行き乗車
行き乗車 約 15 分
天神駅から地下鉄「姪浜」
天神駅から地下鉄「姪浜」方面行き乗車
行き乗車 約 8 分
→いずれも西新駅⑦番出口より徒歩 約１０分
※駐車スペースには限りがありますので（全 5 台ま
で）、公共交通機関にてご来場ください。
、公共交通機関にてご来場ください。
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「大分県の気候
大分県の気候」
大分県の気候」
若林 正夫
大分地方気象台長
大分駅周辺は、数年前まで鉄道路線
により南北市街地が分断され、操車場
跡地が残っているなど開発が進んで
いなかった。しかし、平成 24 年３月
に日豊本線が高架開業し大分駅が全
面高架化されたのに引き続き、今年
（平成 27 年）４月には大分駅と周辺
の施設が一体となって「
の施設が一体となって「JR
JR 大分シテ
ィー」として開業し、見違えるほど綺
麗に整備された。同時に、駅から１km
麗に整備された。同時に、駅から１km
程のところに大分県立美術館（OPAM）
程のところに大分県立美術館（ OPAM）
が新しく開館し、歩道の拡張工事も行
大分駅周辺
われたため、駅周辺は活気があふれ賑
わっている。
また、大分県といえば、古くから湯治客で賑わう別府温泉や人気
また、大分県といえば、古くから湯治客で賑わう別府温泉や人気の由布院温泉
の由布院温泉
などをかかえる、温泉数、湧出量ともに日本一の温泉県であり、飯田高原、久住
高原は九州でも有数の避暑地でもある。東九州自動車道も、豊前市付近、日南市
付近の一部を除いてほぼ開通した。大分県の気候の特徴について気象庁 HP にある
データをもとに紹介するので、これを機会に是非、｢おんせん県おおいた｣を訪れ
ていただきたい。
１．大分県の地勢
最初に大分県の気候を特徴付ける地勢について説明する。大分県は九州の北東
部に位置し、北西部の福岡県との県境には英彦山（
部に位置し、北西部の福岡県との県境には英彦山（1,199m
1,199m）がそびえ、西には九
）がそびえ、西には九
州本土の最高峰である中
州本土の最高峰である中岳（
岳（1,791m
791m）の他、久住山（
）の他、久住山（1,787m）
）の他、久住山（
）
、大船山（
、大船山（1,786m
786m）
等を擁する九重連山がそびえている。この北東方面には由布岳（
等を擁する九重連山がそびえている。この北東方面には由布岳（1,583m
1,583m）
）、鶴見岳
(1,375m)が別府湾に迫り、さらに国東半島の両子山（
(1,375m)が別府湾に迫り、さらに国東半島の両子山（720m）に連なっている。ま
が別府湾に迫り、さらに国東半島の両子山（
）に連なっている。ま
た、南の県境には祖母山（
（1,756m
1,756m）
）
、傾山（
（1,605m
1,605m）
）があって宮崎県に接している。
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河川は、北部に山国川、駅館川（や
っかんがわ）があり、耶馬渓台地、
由布岳、鶴見岳一帯を水源として
由布岳、鶴見岳一帯を水源として
周防灘にそそぎ中津平野をなして
いる。また、由布岳と九重連山を
いる。また、由布岳と九重連山を
源とする大分川、祖母・傾山系と
阿蘇火山群を源とする県内最大の
大野川の二河川はいずれも別府湾
にそそぎ、大分平野を形作ってい
る。この他、南部の傾山系に源を
発する番匠川は豊後水道に注ぎ、
県の西部を流れる三隈川は日田盆
地で玖珠川、大山川、及び花月川
と合流して九州一の筑後川の源を
なしている。
大分県の地勢
このように大分県は、北から東
にかけては瀬戸内海と豊後水道に
面し、海岸の平野部から比較的標高の高い山々に向かって、内陸の日田、玖珠、
由布院、竹田などの盆地や渓谷等の複雑な地形が多く、気象現象は複雑できわめ
由布院、竹田などの盆地や渓谷等の複雑な地形が多く、気象 現象は複雑できわめ
て変化に富み、地形による特徴的な気候を示している。

２．大分県の気候
(ア
ア) 気温
大分市の年平均気温
大分市の年平均気温の平年値
の平年値は
16.4℃
16.4 （以下、ことわりのない場合
は平年値）で、九州の他の県庁所在
州の他の県庁所在
地に比べて低い。月平均気温は最も
寒い時期の１月は 6.2℃、
6.2℃、暑い時期
の８月は 27.3
27.3℃であり、福岡市と
℃であり、福岡市と
比べると各月とも 0.5℃前後低い
℃前後低い
値である。県内の気温分布は、南部
を中心に沿岸で高く内陸や山沿い
で低い。この傾向は日最低気温で顕
著であり、日最低気温の１月の値は
大分市で 2.2
2.2℃であるが、
℃であるが、内陸に入
るにしたがって下降し、山沿いの由
布市湯布院では－
布市湯布院では－2.5
2.5℃と低い。一
℃と低い。一
方、夏の日最高気温は逆に内陸の日
田盆地で最も高く、８月には日田で

年平均気温
国土数値情報（平年値［気候］メッシュ）を
もとに作図。以下同様
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33.2℃に達するが、標高の高い山沿いでは
33.2℃に達するが、標高の高い山沿いでは 28℃以下のところもあり、高原や渓谷
28℃以下のところもあり、高原や渓谷
などは絶好の避暑地となっている。
最高気温、最低気温の
最高気温、最低気温の記録は、最高気温は日田で
記録は、最高気温は日田で 39.4℃、豊後大野市犬飼で
℃、豊後大野市犬飼で
39.0℃、最低気温は玖珠で－
39.0℃、最低気温は玖珠で－14.7℃、湯布院で－
℃、最低気温は玖珠で－
℃、湯布院で－13.2
℃、湯布院で－13.2℃となっていて、どちらも
℃となっていて、どちらも
九州の中で上位５番目に入る記録となっている。いずれも内陸の盆地であり、寒
暖の差が大きいという特徴が顕著に現れている。
真夏日の日数は内陸の盆地で多く、日田で 79.9 日、犬飼で 64.9 日となってお
り、猛暑日も日田で 17.2 日、犬飼で 9.1 日と多い。特に日田の猛暑日は全国のア
メダス地点の中で岐阜県の多治見に次いで２番目に多い値であり、九州の中でも
突出して多い。今年の夏も、群馬県
突出して多い。今年の夏も、群馬県館林市や埼玉県熊谷市などが猛暑で話題にな
館林市や埼玉県熊谷市などが猛暑で話題にな
ることが多かったが、日田もこれらの地点以上に十分に暑い土地であることが数
字からも裏付けられる。
(イ
イ) 降水量
大分市の降水量は、年間 1644.6mm
で九州の県庁所在地の中では福岡市
に次いで少ない。日降水量 50mm 以上
の日数も 6.7 日と福岡に次いで少な
く、宮崎市、鹿児島市のおよそ半数
となっている。大分市の降水量を月
別にみると、冬から春になると増え
て梅雨期にピークを迎え、６月に最
も 多 い 273.8mm と な り ７ 月 も
252.5mm と多く、この梅雨期の２か
月間で年の３割を超える降水量とな
っている。旬別では梅雨期の６月下
旬から７月上旬が特に多い。その後、
年降水量
盛夏期の８月には一旦減少し、台風
の影響を受けやすい９月には
219.5mm と再
と再び増えるが、その後は冬に向かって少なくなる。
び増えるが、その後は冬に向かって少なくなる。
県内の降水量分布は、北部や中部の沿岸で 1,400mm～
～1,700mm
1,700mm と少なく、特に国
東半島沿岸は九州の中でも年降水量の少ない地域の一つとなっている。一方、西
部と南部の山岳地帯から山沿いにかけては 1,800mm～2,300mm
1,800mm 2,300mm と多い。
全国的に暖候期の降水量のピークは、梅雨期の６月から７月と、台風による影
響が現われる９月から 10 月にみられるが、そのどちらの降水量が多いかは地域に
よって異なる。近畿以西は梅雨期の降水量（６月～７月平均降水量）が９月の降
水量より多い傾向にあり、それより東ではその逆の傾向がみられる。九州では、
熊本市、佐賀市、鹿児島市、長崎市、福岡市で梅雨期の降水量の多い傾向がより
強く、大分市、宮崎市ではその傾向は弱い。大分県内でも地域により違いがあり、
日田をはじめとした西部では梅雨期の降水量がより多く、南部では９月の降水量
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の方が多い傾向にある。
の方が多い傾向にある。
また、降水量にピークは現れないものの、降水量 1mm 以上の日数では３月にも
ピークが現れる。いわゆる菜種梅雨である。北部の内陸や西部では梅雨期にも匹
敵するくらいの降水日数となっている。
(ウ
ウ) 日照時間
大分市の日照時間は年間 2001.8 時間
で、九州の県庁所在地では最多の宮崎
市 2116.1 時間に次いで多い。
月別に他
県と比較すると、太平洋側の宮崎市に
比べ、冬を中心に晩秋から早春にかけ
て少なく春に多くなっている。一方、
東シナ海に面した福岡市、長崎市、熊
本市と比べると、冬に多く９月、10
本市と比べると、冬に多く９月、 月
に少なくなっている。
県内の日照時間の分布は、年間では
西部の山間部で少なく、その他の所で
多い。季節別には、冬は西部や北部で
少ないのに対し南部で多く、春は北部
で多い。

年間日照時間

エ) 冬の季節風の影響
(エ
季節によって天
季節によって天候の現れかたは地域によって違うが、１月の
候の現れかたは地域によって違うが、１月の
候の現れかたは地域によって違うが、１月の日照時間、降水量
日照時間、降水量
から、いわゆる冬の季節風の影響について地点毎に見てみた。大分県内のアメダ
から、いわゆる冬の季節風の影響について地点毎に見てみ た。大分県内のアメダ
ス地点では、湯布院、日田、玖珠は、その他の地点と比べ相対的に日照時
ス地点では、湯布院、日田、玖珠は、その他の地点と比べ相対的に日照時間が少
間が少
なく降水量が多く、冬の季節風の影響を受けやすい地点である。一方、
なく降水量が多く、冬の季節風の影響を受けやすい地点である。一方、大分市、
大分市、
杵築、豊後大野市犬飼は反対に日照時間が多く降水量が少ない地点となっている。
全国の主要地点について、１月の日照時間、降水量によりクラスター分析する
と、冬の季節風の影響の強い日本海側の地点とそれ以外の地点に分けられる。日
本海側の地点の代表は秋
本海側の地点の代表は秋田、新潟、金沢などで、札幌、沖縄がそれに続く。それ
田、新潟、金沢などで、札幌、沖縄がそれに続く。それ
以外の地点は更に太平洋側の地点とそれ以外の地点に分けられる。太平洋側の地
点の代表は東京、名古屋、宮崎などで、大分市もこれに含まれる。それ以外の地
点、すなわち日本海側ではないものの太平洋側ともいえない地点として、福岡、
長崎、鹿児島が分類され、大分県内では、湯布院、日田がこれに含まれている。
これらの地点は、降水量、日照時間ともに日本海側と太平洋側の間の値となって
いるが、降水量は太平洋側により近い値となっている。
以上、大分県の気候の特徴は、北西から西、南を山に囲まれ、瀬戸内海に続く
以上、大分県の気候の特徴は、北西から西、南を山に 囲まれ、瀬戸内海に続く
伊予灘に面していることから、国東半島や大分市など北東部は、九州の中でも降
水量や降水日数が少なく、日照時間が長いという瀬戸内地方に近い気候となって
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おり、九州の他の地
九州の他の地方に比べると好天に恵まれることが多いことがわかる。
方に比べると好天に恵まれることが多いことがわかる。一方、
内陸部の盆地では寒暖の差が大きく夏の暑さが全国のトップレベルに達する場所
内陸部の盆地では寒暖の差が大きく夏の暑さが全国のトップレベルに達する場所
がある反面、冬の冷え込みも厳しく、また盆地以外では降水や霧のため日照が少
がある反面、冬の冷え込みも厳しく、また盆地以外では 降水や霧のため日照が少
なく冷涼であるが、冬の季節風の影響の受けやすさ
なく冷涼であるが、冬の季節風の影響の受けやすさによって、県内の内陸部でも
によって、県内の内陸部でも
地域によって特徴が異なることがわかる。旅行の計画において
地域によって特徴が異なることがわかる。旅行の計画においては、このような気
は、このような気
候の特徴を踏まえて、旅行先や季節などを検討されると、より大分県の観光を楽
しんでいただけるかもしれない。ただし、これはあくまでも平均的な特徴であり、
個々のケースでは特徴がそのまま現れないことがあることは、この支部だよりの
読者の皆様には言うまでもないと思う。まずは平均的な特徴から好天に恵まれる
可能性、確率を見て、最終的には日々の天気予報や週間予報などを参考にしてい
ただく必要がある。
ここまで示した数字はもちろん現在の値をもとにしたものである。大分市でも
地球温暖化や都市化の影響により年平均気温が 100 年で 1.85℃上昇している。
℃上昇している。
「九
州・山口県の地球温暖化予測情報（2014
州・山口県の地球温暖化予測情報（2014、福岡管区気象台）
、福岡管区気象台）」によると、このまま
地球温暖化が進行すると年平均気温は今世紀末には 20 世紀末に比べ 2.9℃上昇す
2.9℃上昇す
ることが予想されている。真夏日・猛暑日の増加や冬日の減少はもちろん、短時
間に非常に激しい雨の増加や梅雨明けの遅れも予想され、気候的に大きく変化す
る可能性もある。冒頭でも触れたが、大分県は日本一の温泉があり、四
る可能性もある。冒頭でも触れたが、大分県は日本一の温泉があり、四季それぞ
季それぞ
れを楽しむことができる山もあり、美味しい魚の採れる海もある。この豊かで貴
重な自然を守っていきたいものである。

（参考） 気象庁のホームページから過去の気象観測データを検索･表示する方法

なお、これらのもと
なお、これらのもとになったデータは気象庁ＨＰの「各種データ・資料」で調
になったデータは気象庁ＨＰの「各種データ・資料」で調
べることが出来る。具体的には、
「ホーム > 各種データ・資料 > 過去の気象デー
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タ検索 」または「ホーム > 各種データ・資料 > 過去の気象データ・ダウンロー
ド」で地点を選
ド」で地点を選択して、各気象官署の過去の気象観測データや平年値を検索・表
択して、各気象官署の過去の気象観測データや平年値を検索・表
示ができる
示ができる他、気象観測データをダウンロードすることも出来る。また、
他、気象観測データをダウンロードすることも出来る。また、
「ホーム
> 各種データ・資料 >過去の地域平均気象データ検索」では、地域内に含まれる
過去の地域平均気象データ検索」では、地域内に含まれる
各気象官署の平年差（比）を平均した値である地域平均平年差（比）などの過去
の気候データを検索・表示することが出来る。是非、これらの気象観測データ、
気候データを各種調査や気候リスク管理等に活用していただきたい。
なお、文中の図は
、文中の図は国土数値情報（平年値［気候］メッシュ）をもとに作図した。
、文中の図は国土数値情報（平年値［気候］メッシュ）をもとに作図した。
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「九州支部だより」の原稿募集
会員の
会員の皆様からの原稿を募集しています。
皆様からの原稿を募集しています。
今号では、
今号では、大分地方気象台長の若林正夫
大分地方気象台長の若林正夫
大分地方気象台長の若林正夫さん
さんの原稿を掲載させて頂
の原稿を掲載させて頂
きました。ご投稿ありがとうございました。

メールアドレス
メールアドレス登録のお願い
登録のお願い
6 月下旬に
月下旬にメールアドレスの登録をお願いするハガキをお送りし、
メールアドレスの登録をお願いするハガキをお送りし、
多数の方にご登録頂きました。
多数の方にご登録頂きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
メールアドレスをお持ちの方で
メールアドレスをお持ちの方で現在未登録の方は、
現在未登録の方は、
現在未登録の方は、九州支部事務局
九州支部事務局
info@msj
info@msj-kyushu.jp
kyushu.jp までお知らせ
までお知らせください
ください。
。
ホームページのお問い合わせフォーム
ホームページのお問い合わせフォームもご利用いただけます。
もご利用いただけます。
http://msj
http://msj-kyushu.jp/contact.html
kyushu.jp/contact.html

九州支部奨励賞の申請・推薦について
九州支部では
九州支部では、
「支部奨励賞」の贈呈を行っています。奨励賞の対象
となる方は、「気象学の向上に資する研究を行っている」「気象学の教
育・啓蒙活動を積極的に行っている」
「気象学を応用した活動で社会に
貢献している」方々です。これらに該当する会員の申請・推薦をお願
い致します。
申請・推薦の〆切は 2015 年 12 月末日までです。詳細は九州支部ホ
ームページをご確認ください。 http://msjhttp://msj-kyushu.jp/prize.html
kyushu.jp/prize.html

会員登録情報の変更について
会員登録情報の変更について
転居や異動
転居や異動等により登録情報に変更が生じた際には、①または②の
等により登録情報に変更が生じた際には、①または②の
方法※で変更手続きをお願い致します。
①気象学会本部に
①気象学会本部に連絡
連絡
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WEB
WEB、FAX、郵送による変更が可能です。
、郵送による変更が可能です。
詳しくは本部のホームページをご参照ください。
http://www.metsoc.jp/about/join （気象学会本部ホームページ）
②九州支部事務局に
②九州支部事務局に連絡
連絡
WEB、メール、
、メール、
、メール、郵送による変更が可能です
による変更が可能です
による変更が可能です。
。
※本部と九州支部のどちらにご連絡頂いても
本部と九州支部のどちらにご連絡頂いても登録情報は更新されま
本部と九州支部のどちらにご連絡頂いても 登録情報は更新されま
すが、両事務局
両事務局で反映されるまでに
で反映されるまでに
で反映されるまでに時間差があります。
時間差があります。冊子「天気」
の発送先を即座に変更されたい方は本部へ、メールアドレスの登
の発送先を即座に変更されたい方は本部へ 、メールアドレスの登
録・変更をご希望の方は九州支部事務局へのご連絡
録・変更をご希望の方は九州支部事務局へのご連絡がお勧めです。
がお勧めです。
（九州大学関係の皆様、移転に伴う登録内容変更の手続きは個別にお願いします）

気象教室要旨集バックナンバー
気象教室要旨集バックナンバー残部あります
残部あります
今号で報告した第 15 回気象教室（テーマは｢異常気象と地球温暖化｣）
および昨年の第 14 回気象教室（テーマは｢熱帯の気象｣）の要旨集に残
部があります。ご希望の方にお送りします。
気象学会に入会されていない方でも結構です。また、九州･山口地方
以外の方でも結構です。ご希望の方は、事務局まで希望される要旨集
（第 14 回、第 15 回）と送付先（住所、宛名）を書いたメモ、および
返送用の切手
返送用の切手(*)
(*)を同封の上、事務局までお送りください。
を同封の上、事務局までお送りください。
(*)郵送費
郵送費:１部の場合
１部の場合 140 円、２部以上の場合は部数や組み合わせなどによ
り金額が異なりますので、事前に事務局までお問い合わせください。
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〒810
810-0052
福岡市中央区大濠 1－
－2－36
福岡管区気象台防災調査課内
日本気象学会九州支部
TEL: 092－725
725-3614
FAX: 092－725
725-3163
Mail:
ail: info@msj
info@msj-kyushu.jp
kyushu.jp
HP:
http://msj
http://msj-kyushu.jp/
kyushu.jp/
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