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【座談会】

1. 水需要の現状

異常気象と水需給

【出席者】 和田英 夫 （司会）
気象庁長期予報管理官，理博

根本順吉
気象庁図書課補佐官

朝倉 正
気象庁長期予報管理官付，理博

田中 収
経済企画庁水資源諜主査

和国 それでは私が俗越ですけれども司会をさせていただきます。

実はこの誌上に「最近の長期予報の進歩と異常天候」 とし、う表題で， ニニ数カ年に

おける日本の長期予報の研究にヮいて，新しくわかったことを主として述べたわけで

すけれども，今回編集部のほうからご依頼がありまして，この私の主題に関連いたし

まして， 水資源の問題，これはいろいろの問題があると思うんですが， それと長期予

報という観点から座談会を開いてほしいということでお集まり願ったわけですの

一応表題は， 「異常気象と水需給」 ということになっていますけれども， 工承知のよ

うに，ここ数年来異常な天候が世界並びに日本各地に起こっておりますので， この機

会に「水利科学jの読者に，現在の気候変動はきわめていろんな慌で憂慮すべき時期

にある。そういうことを知っていただくためにも，幅の広いご意見をお伺いしたいと

いうふうに考えています。

私はもちろん水資源についてはしろうとですけれども， 最近の水の需要というのは

思わざる方面で非常に大きく 伸びていくと思われます。 この間，新聞に建設省発表で

「昭和60年の水需要」と題して，その結果が載っておりましたけれども，要するにタム

建設を強調しています。これは建設省の PRでしょうけれども，そう いった状態にあ

るということは間違いないと思うんです。

まずこの機会に田中さんに世界各国をお回りになったようですから， 世界各凶ある

いは日本における水の需要の近年の実情， そういった面について広い視野から一つお

伺L、L、たします。
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田中 あまり広い視野という要望におこたえできるかどうかわかりま せんけ れど

も，水の問題が社会問題になったり，あるいは新聞種になったりというのは，それほ

ど遠い昔のことではありません。 10年ほど前から水の問題が取りさγこされるようにな

ったわけで、すけれども， それ以前は私たちも水に関係いたします仕事をやっておった

のでございますが，新聞種に取り上げていただくようなことは一度もなかったわけで‘

すね。水なんでいうものは，あるのがあたりまえだというのが，わが国の情勢でした

が，それが10年の聞に水の問題が非常に大きくクローズ ・アップされる時代になって

きております。

最近は特に，いまの水資源の問題と， 水質汚渇が非常に大きく問題になってきてお

ります。

それはど うい うことだろうかというと，結局日本全体の経済の高度発展の結果，産

業の伸びとか都市への人口集中，それから生活様式の向上，都市の生産活動とか， 消

費活動というものなどが非常に顕著に水の需要面の増大としてあらわれてきたのでご

ざいます。

水を使いますものは，利水者と申しますけれども， いろいろなものがありまして，

都市用水，工業用水，それから農業用水，水力の発電などが主なものです。この水力

のほうは水のエネノレギーを利用するだけであります。大きなところはそういうところ

と思うんでございますけれども，各種の水の使用量が急激にふえてまいって おりま

すので，現在，水資源不足の問題が表面化しているわけです。

おのおのの水の用途の概要を申しますと， 都市用水につきま しては，都市が，だん

だんわが国では膨張しておりまして，ご承知のように住宅の建設， ヒ司ノレの建設の数

が，非常に念、ピッチで進んで‘おります。また，都心への鉄道， あるいは道路が集中し

ていて，また民間の設備投資もたくさん行なわれております。都市活動がーそう活発

になってまいります。夜中まで商店が営業している時代になってきており ます。水使

用量は大都市はいずれも判並みに伸びており ます。また， 日本の水道の普及本が現在

は先進国並みになってまい りまして，80%までにもなっているんですね。

ということは，国民の8割は近代的な水道の水を飲んでおる。いま申 しまし たの

は，伸びていく要因というのは必ずしも生活用水の飲み水だけの水道ではございませ

ん。実態を申 しますと， 都市の水の中で生活に使われている水という のは， 郡市の性

格によっていろいろ迷いますけれども，いわゆる家庭用水というのは 50%，あるいは

場合によってはもっと少ないものもあります。あとはいろんな用途がございまして，

都市活動全体の日常の水がふえているわけでござし、ます。

これが水道の状態ですけれども，外国の水道はそれじゃどうかということ でござい

ますが，あまりたくさんの資料もないんですけれども，厚生省で出しており ます統計

資料なんかで見てみますと， シカゴ，ニューヨークあるいはロンドン，ローマとかそ

うし、う都市の水道の状態を見てまいりますと，大体において平衡状態に入っておるわ
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けです。

1人 1日あたり，給水量という水道の一つの指標がございます。 これは全体の水量

を住んでいる人の頭数で筈ljった数字でございまして， それが一般的に水道の 1日水量

として広く使われておるものです。

1人 1日給水量は， 欧米の大きな都市では，平衡状態にすでに入っており，わが国

では，どんどん伸びておるわけですね。その辺はなぜだろうということでごさいます

けれとも，やはり都市自体の内容的な膨張と，人口の集中あるいは都市構造の急激な

変化， そういうものが外国よりは日本のほうがl色んなのじゃないかという気がするわ

けですp それで外国の都市は，もちろん再開発が行なわれているかもしれません。そ

の再開発のピッチがわが国では非常に早いんじゃないか。その意味では，日本の都市

の水の需要量はどんどんまだまだふえそうだ，という 気が私はしておるんですの

根本 欧米では， l人 1日何リットノレぐらいですか。

田中 数字をちょっとご参考ーまでに申しとげますと， シカゴでは 1人1日平均給水

量は 824リッターです。

根本 日本の倍ぐらいつ

田中 大阪で中しますと 627リッター，サンフランシスコですと 620リッタ ー，東

京は少し少なくなりま して，471リッターです。それからヨーロッパになりますと，

たとえばローマですと 443リッター というようなことになっておりまして， アメリ カ

は，ニニーヨ ークの場合は 590リッターですから， いろんな数字がございますけれど

も， ンノカ コーなんかは非常に大きな水量を：－uしております。

根本 給水量というのは家庭用だけですか。

田中 いえ， I人 1日平均給水量というのは，全体の給水量をそこに住んでおる人

間の頭数で割った数字でございます。

根本 その中に産業に使うのも入るんですかの

田中 ええ，いろんな用途が全部入っております。

和田 そういう意味では，日本でも大阪と東京でずいぶん違うと思いますが。

田中 ええ，大阪の場合は工場に使っている水のウ ェイトが，東京よりも大きいと

いうような内容がございますが。

華日田 シカゴt土…・・。

田中 その辺まではちょっと調査しておりませんのでわからないんです。都市の水

道に関しましては，わが国は以上のような傾向にあるということが言え ると思うんで

ございますが。つぎに工業用水でござL、ますが，種類が非常に膨大でござし、ます。工

業の統計の分類があ りまして，中分類，主m分類とたくさんございまして，無数に工業

の種類があるわけです。代表的な用水型産業といわれておりますのが，鉄鋼， 化学工

業，石油化学，石油精製それから紙，パノレプもたくさん水が使われています。あとは

繊維，食品などがあります。



座談会異常気象と水需給 41 

工業用水は大量に水を使用いたしますのただ，鉄鋼とかその他大部分の産業は，冷

却用水に非常に多くの水を使います。冷却用水は海水を使うのが可能な場合もござい

ます。 また冷却用水を循環使用いたしましてクーリングタワーをつくりま して， 循環

使用するという ことによって回収率を高めるというよ うなことも可能でございます。

現在までのところは， ごく 一部の最近の施設を除きま して， 節水に関係いたします

対策は，いままではあま りやってませんですが， 今後の工業基地の立地する地域が水

の問題で， 水資源と して必ずしも潤沢でないというような場合は，水のほう からの牽

1filjを受けて，工場｜’！ら水の使用の方法を考えるなり，あるいは水のほうで立地を変更

するなり， そうい う問題は今後／：I：＼てく るだろうと思います。

現に最近できました製鉄関係の新しい工場では， その点非常に注意を払いまして，

水の回収率は90%以上と L、う工場も出ています。

工業というのは，先ほども申しましたように種類が多いということで， それと，内

容が非常に多岐に分かれており まして， 実態を把慢するのが困難でありま して， 政府

においてもいろいろ努力をしておりますけれども， これまで企業という ものは，水と

いうものはいく らでもあるとい う思想で，使っておったわけですので，にわかに水の

合理的な使用実態の的確な抱渥は，困難だと思います。

根本 先ほどおっしゃいま した都市用ぶのうち家庭用水が 50%，大体それかそれ以

下左おっしゃいましたけれど，その残りが工業用水と考えてよろしいんですか？

田中 そうともいえます。

都市用水の場合は，一般家庭用と，それから分け方がし、ろいろございますけれど

も，たとえば営業面の分け方て、中 しますと，家庭用，付業用，工場用，場合によって

は浴場とかそういうものに分けて，料金をきめております。それは料金の面の分け方

です。実態は営業用と申しま しでも，非常に幅広い積煩の多いものと思うんですの

つぎに，農業用水も大量に水を消費いたします。 i.:'J:業用水はこれも農業用水自体計

量をして使っているような場合は非常に少ないわけでして， 考えて見ますとかんがいー

期の 6月から 9月までの聞にぶが田んぼに入って， それを放流しておるわけなんです

が，量と しては非常に多いんですが，農業用水はほとんど川に還元してまいります。

現在の河川の水量の測定は， 結局そうし、う還元されたものも一緒に測定して流量のテ

ータが出ているものと思います。 その辺になると，非常にむずかしいんですけれ ど

も， 今後の問題としては， 最近方々でll~J！直になっております都市近郊の農業用水の水

質が悪化したり宅地化が進んでまい りますと，農業用地の転用という ことが行なわれ

ているところがございます。 それらの水利の調整という ものは，これからの大きな課

題になってくるんじゃないか。いわゆる用途転換でございます。そういうものが水資

源の不足のおりから重要な問題になってく るんじゃなし、かと思います。 以上が水事情

の実態等についてでございますけれども，あと｛n）か・…・。

和田 水力はL、L、わけですね。
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田中 水力の問題は私専門でもごさ’いません。この水そのものは消費するわけでは

ございませんし，場合によっては河川の流況がメリットにおける場合もありますし，

もちろんディメリットにおける場合もあるかも しれませんけれども， 水そのものは消

抗するものではない。

朝倉 成初の問題の設定で10年前と比べて水需要が非常にふえたとし、う。その理由

は高度成長と都市構造の変革とかし、うものをおあげになりま したけれども， それ以外

に10年間でもって地下水の使い方が水位が減ったのて・制限されて， いままでたとえば

地下水でやっているところを企部水道に切りかえてしまったと いうことが， わり あい

大きかったのではないでしょうか。大阪は以前から地盤沈下で水のくみあげを1li1J限し

てました。地下水が使われなくなったために，水道に切りかえたという ことで見かけ

上水道の利用量がふえたと いうことが， どのくらいのパーでンテージになるかという

ことですが。

田中 いまの場合は， 工業用水に主と して当てはまる問題だと考えるわけなんです

が，大阪の例を申しますと， それが地盤沈下に支障のある問題として，大阪市はみず

から法律に基づ、いた強い規制lを行なったために地盤沈下はとまったけれども， 元来上

水道の場cf，たとえば大阪の場合It, もともとああいうすでに発達した古い都市でご

さ、、まして，生活用水に井戸でも って使っていたという水量は， あまりなかったとい

う気がするんでございます。

地下水の多いところでは，埼玉県とか東点三多摩， これは上水道の水掠に現在も井

戸水を｛吏っています。 これらの地域では地下水水｛立がどんどん低下しておりますの

で，最近では地盤沈下の関係にも影響いたしております。そ ういう観点からは川の水

を使うような水道施設ができているわけなんですn

ただいま申しました， ふえているのは見かけのものじゃなL、かという質問でござい

ます。いま申 しましたふえているというのは，水源が表流水でありましても，地下水

でありましでも，水道事業そのものは同じでございまして，地下；Jcの減った分が，累

加されたという形にはなっていないというふうに思います。

根本 農業用水の場合は， －'f節変化が非常に大きいですね。 ょく使われるときと，

冬なんかは全然使われない。

全体を考えた場合に，うんと使われるか使われなL、かということが， ほかのほうに

どういうふうに影響しますかe

田中 農業用水は，かんがし、j羽が6月から 9月ぐらいまでですが，そのときにどっ

と要って，あとの季節は殆んど要らないわけなんです。ですから，水のまま源といたし

ましては，ほとんと9還元いたしましても， 資源と しては必ず全部利用できないわけで

す。 ですから必要なときに必要な水量が取れるような形にはならないわけですね。

朝倉 電力の方から聞いた話で‘すが，いま発電力の80%が火力だそうです。電力は

火力が主なので水のほうはあまり心配しなくても干ばつでもし、いというような一般的
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な解釈が成り立っているけれども，実際はそうじゃないというわけです。 という理由

は，この前景気が後退したときに，発電所をつくるのを縮小したわけです。そのひず

みが今になってあらわれ目標に対して需要がう んと上回っているので， 今年中にもパ

ンクしそうだとし寸状態なわけです。そうし、うパンクする状態を救ってくれるのは何

かというと，結局は水しかない。そうすると水の中の特に降水宣が，どういうふうに

降ってくれるかというのが切実な問題と して起きてくるんです。

ですから，電力における水の利用のしかたというのは， 昔は発電所としてその必要

があったけれども， いまはそうじゃなくて需給のバランスをうめ合わす役目 として再

評価されているよう に号、います。最近また火力発電所をつくるのに公害の問題でつく

るのが雛しくなってきました。原子力発電も少し問題がある。残るのは， 水を効率的

に使うのにはどう L、う方法が一番よいかということですね。それで昼間は使うけれど

も， 夜は揚水して水をためる。いわゆる池に水をためていく技術というのは，需給を

見ながら水をためて，それでなおかっ天気予報で、どのくらい降るか，非常に多岐にわ

たって水を効率的に使っていこうというのが， い主の電力の現在の水利用の状況じゃ

なし、かと 4思います。

田中 おっしゃるとおりで‘ご、ざいますね。現在は火力は公害で多少問題があります

し 均水型発電というのは，最近のいまおっしゃったようなメリ ットでもって……。

本誌 ピーク発電ですねn 水力は，火力発電が盛んになればなるほど，価値あるも

のになってきま したの

田中 そうでございますね。

本誌 通産省では水力調査を第三次まで行ないましたが，大体L、L、ダム ・サイトは

既に開発し尽くして， あとは経済的に採慌のとれない所が残ったわけですが，このご

ろになって，水力に対する評価が高まり，不採算地点を開発して， 十分値打ちがある

というl時代になったとも聞いておりますの

それからさっき田中先生のおっ しゃいま した都市用水ということばは厳密にいう と

どういうことでしょうか。従来の分け方は，水力発電用水，農業用水，工業用水，上

水道用水て‘すが，こ のごろ生活用水という ことばをよく使います。 それから都市用水

ですが，都市用水とL、いますと上水道用水と工業用水と両方一緒にしたものなのでし

ょうかのこのごろ都市， ことに市町村合併後の都市には相当面積の農業地併がある。

この淡業用水は都市用水に入るのか何うか。 また生活用水といっても， 無論上水道用

水と一致しないしまた上水道用水には工業用水の含まれる場合もある。 このような

訳で水の統計をしらべても， なかなか日的に合致した数字は得られません。

悶中 そのと きそのときによって使い方は，はっきりとした法律用語はございませ

んし便宜的に使っておるだけの話で，一般的にいえば都市用水は上工水をあわせてそ

ういっておるわけでございますが， どこでそ うきめたというものでもございません。
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2. わが国の降水量

和国 いま，水需要のいろんな実態をお伺いして，非常にむずかしい問題が多いよ

うです。 この水資源の大もとである降水量ですが，常識的なことになり主すけれど

も， 当然季節別あるいは地域別に違うわけで， その概略を一つ，朝倉さんに。

朝倉 日本の降水量というのは，大休常識的なことはさておいて，何 mm降るかと

いう問題があるわけです。非常にた くさん降るときと非常に少ないときがあるんです

けれども，石原健こさんが再計算された結果では，教科書では 1,600 mmと書いてあ

るけれども， 1931年から 60年までの 30年間の， 日本における観測資料のすべてを使

って，精密に計算し直した怖が 1,750 mm- 1, 600 mmから， 1,700 mmという結果

が出ていました。

それから，それの地域的な分布，たとえば神奈川県で 46億 t，大阪で35億 tとい

う府県単位でどれだけ降るかとしみ分布を見ますと，太平洋側は非常に少ない，特に

四国の香川県が非常に少ないのは常識でわかるんですが，東京，神奈川，あるいは大

阪，とにかく水需要の非常に盛んなところが，雨量が少ないとし、う特性を持ってい

る。これは非常に大きな問題だと思います。

根本 どのくらいですか，値は。

朝倉 東京都は日本企体の 0.62%，神奈川， 0.70%，大阪 0.38%，愛知 1.37%, 

福岡 1.44%程度ですが，日本海側の新潟は 5.11%と多くなっています。

そういうわけで，雨のたくさん降るところと，使用するところとのノ二ランスが悪

い。それが日本の降水量の特徴だと思うんですの

それからもう一つは， 日本がモンスーン地帯にあるということで，冬もちゃんと降

ってくれるし， 夏もちゃんと降ってくれる。しかも台風までも来てくれるわけです。

そうし、う意味では非常に本が豊富であるはずなんですけれども， これはやはり，人口

1人当たりについて幾らということを考えると， 日本はアメリカの10分の 1, rj I国の

15分の 1ぐらい。 ですから日本が人口 1人から考えると雨に恵まれているという国で

はなくて，あまり雨には恵まれていないということになるわけです。

田中 そうすると今後は，教科書には 1,700 mmという数字が出るのですか。

朝倉 おそらくあれがス タンタートになると思川、ますねのかなり計算のしかたをい

ろいろやっているんです。その中で一委集中していった数字が大体 1,700 mmぐらい

ですので。

田中 建設省の最近の資料では， ちょ っと驚いたんですけれども， 1,818 mmとい

う数字を出しておりまして，いままでは 1,600 mmじゃなL、かと。これまでいろんな

資料を見ま しても大体 1,600mmという ことで， 1,800に数値変えしたということは

もっと新しいデータだから 1,800になっTこんだということ らしいんです。

朝倉 いつごろのデータですか？
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田中 建設省の水利調査第一次報告書でございますが， 46年の 4月です。数字が幾

つもありますと，ち ょっとまこ－っくんでございますが， いままで1,600だったものが

1,800とは，ひどい降り方だという感じがしたわけです。

朝倉山の中のたくさん降るところだけの，たとえば， 1点ですごく降っている

と，そのまわりを全部それだけ降ったことにしちゃう計算をされたか， あるいはJ也成

性を加味して降る ところ，降らないところ，その辺をどういうふうに計切なさったか

ちょっと詳しく知りたい。

本誌 建設省のほうは，流量を非常によく 計＇.!i'jlされます。 ところが大体に於て｜年1}:.

量に対し流出量が多過ぎるんです。流出量が降水量の70～80%にもなることがある。

かつて利l荒川では 100%をこえた。そうすると，明らかに降水量の間違いだというこ

とですから，今度は 1,800になりますとだし、ぶ合理化されてきたといえましょう。私

共素人考えでは，従来山岳奥地の降水量は過少に推算されていたようにも感じられま

す。

3. 最近の異常気象

和田 ところで次の主題に入りますけれども， ご承知jのように最近のl仕似の一一円

本を含めての気候変動というのは，非常に重要な転換j切に来ています。特に外国の学

者によっては，約70～80年背に戻っているとし、う説が出ていまして， 日本でも大体

気候学者あるいは気象学者を含めて， どうも日木の天候もそろそろ明治時代に戻って

いる傾向が強いとし、う説になっているわけてVすけれども， ひとつ降水量だけじゃな く

て，世界の気候変動の特徴を根本さんにお話しいただきたし、と思います。

根本 気候変動についてさらに新しい見解が出ているかもしれませんけれども，大

体分けま して 3つに分けられると思うんです。高緯度，北緯60度以北の，低温化が非

常に目立っている。これは朝倉さんがお調べになった結果がありま して， 故近10年間

で0.8度ぐらい低下ということで，年平均気温がそのぐらい下がったということで，

これは白然現象としては大へん大きな値です。

もう少し詳しく言いますと，北極全部の高ti~度が下がっているわけではなくて，高

緯度でもアメリカの北部， カナダ，パフィンラント＼あの辺は少し高いところがあり

ますけれど， 全体平均すると下がっている。それが一つの特徴です。

それから，われわれに一番関係がある中緯度，温休地方， 60度から 30度の聞です

が，ここは全体を見渡すと，乾燥している傾向が北半球も南半球もはっきりしてい

る。ところが乾燥といっても全部が乾燥しているのではなく て， その中にローカノレに

雨が多いところ，集中豪雨の起こりやすいところが目立つわけです。温帯地方で変動

が目立つのは，一一降るときは降る，降らないときは降らないという，一一地中海周

辺と北アフリカ，中近東， それからあともう一つ地域的な見方をしますと大陸の西岸

が，みんな変動が大きいんです。アメリカでいえば，太平洋側のカリフ ォノレニアは降
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らなきゃ干ばつになっちゃう んですけれど， カリフォノレニアは地中海気候で冬雨が多

いところですから，その季節にたいへん記録破りの雨が降る。

そういうふうに北アメ リカ，南アメリカ，南アフリカ西岸そう いうところが非常に

変動が大きいわけです。

それからもう一つ地域的に言いますと， 熱幣，北緯30度以南，これはわりあいに赤

道に寄ったところに雨の多いところがあらわれている。 これは太平洋のいろんな島と

か，インドネシアとかそれからアフリ カの赤道地帯のビクトリア湖の水位， そういう

ようなものから惟定して赤道に寄ったところは， 向、jが多くなっているように思われま

すね内

そういうことで， いま司会者がおっ しゃいま したように，地球全体を考えた場合に

は， 1940年代後半からわりあいとはっきり した気温下降傾向を示していて， その辺か

ら大きく気候が変わってきているように見えるんです。 ただし気混の低下に関する限

りは，日本を含めて，ちょっと例外で，つまり太平洋の黒潮が流れている外側に沿っ

て，ずうっと 日本から千島， アリュ ーシャンからアメリカのほ うまで黒潮の北側に沿

ったところが，まだ泊度が下降していないプラ λの傾向がある。 世界の大勢に反して

いるわけですね。 それを地域的にいつも世界の気犯が下がって， 日本の気温が上がっ

ているということなのか，それともいずれは世界の傾向と同じように下がってしま う

のか，その辺は学者によって意見が違うところじゃないかと思います。大体大まかな

ところはそんなところじゃないでしょうか。

和田 将来の予想はまたあとの問題で，そういった世界の気候変動のもとで， さて

日本の最近の気候はどうなっているか， その特徴を一つ朝倉さんにお願いします。

朝倉 一口で言えば，異常気象ということばがL、し、と思うんですけれども，異常気

象から見て円本の降水量の位置づけをどういうふうにするかと L、う命題になるかと思

います。注「lしてもよいことは，一昨年 12月8日から昨年の1月29日まで東京が 53

日間無降水で，全然雨のないたいへんな記録だったんです。都会における乾燥化とレ

うのは，非常にはっき りしていますけれども， 同じ年のつゆ期になったら長雨の記録

が出まして， 同じl年の中でも雨の降るときには徹底的に降って降らないときは全然

降らなし、。また昨年は，冬に野菜が暴騰したー原因は，秩に雨が降らなかった。 あれ

ば秋になって台風が来なL、から，雨が全然少ないという， 台風の功罪の功のほうがこ

ういうことではっきり出るんじゃなし、かと思う んです。 そういうふうに極端な天候が

あらわれておりま して，その中で雨の降り方の年々の傾向を見ますと，先ほどの根本

さんのお話では，世界は1940年代の後半から気慌が下がってきたが，日本の場合に

は，最初は世界の大勢と同じでしたけれども，戦後は暖冬続きということでほんとう

に下がり出したのは，1960年に入ってから気温が下がり出した。それにあわせて降水

量のほうも，低温化と同時に乾燥化が起こって， 降水量が全体と して減り始めてきて

おります。
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これは地域的に見ますと世界の大勢と非常に似ておりまして，先ほど根本さんのお

話では，大陵の西岸で変動が大きいということでしたが， 同時に大陸の東岸では干ば

つが起きやすいということで， ちょうど日本は大陸の東岸にありまして，東岸の中で

も特に太平洋側では非常に雨が少なくなっております。特にその中心になっているの

が関東と中部，関西，この辺が一番中心になって雨が少ない。はっきりとした少雨期

ですのこれに反しまして日木海側，北陸と山陰のほうは雨の多い時期で，全く逆な変

化をしています。

これは先ほどの寒冷化の影響もありま して，冬の季節風が強くなっています。その

ため， 日本海側は非常に雨降雪が多いが，太平洋側は乾燥する。その特性が，降水量

の長期傾向に現われているわけです。

それからもう一つは，北極地方の寒冷イヒが進んで来ておりますので，夏は北日本で

寒冷化が現われてきていて， それに対して西日本のほうでは干ばつが起きています。

いわゆる北冷西暑という形になっています。北冷というのは，北極のほうの冷たし、空

気の影響を受けて冷えるんですけれど，そういうときには西日本のほうで、は干ばつに

なるという，両極端の天候が同時に起きます。 こういうようなときには， ことしの6

月と同じように日本海側で，特に山陰とか北陸で梅雨前線の活動が活発になり， そこ

で大雨が降る。太平洋側では雨が降らない。冬のモンスーン期も夏のモンス ー ンj明

も，日本海側で雨が多く降って，太平洋倶I］では雨は余り降らないという ように降水量

が変動していると言えます。

もう一つの問題に台風期の雨があります。それは先ほど申しあげましたように，

1960年代は 9月に来る台風は，ほとんど数えるほどしかきていなし、。これは日本の東

のほうに気圧の谷ができまして， 台風！土日本に来ないで東方洋上に去って しまうため

に，台風期に附の影響を受けにくくなっているということで，傾向的に見ますと， 9 

月以降の雨の少ないというのは，特に台風で決定的な打撃を受けているというのが現

状なのです。

1967年は記録的な干ばつが起きましたけれども，これは司会者がしばしばお書きに

なられておりますように，干ばつを解消させるというのは，台風以外にないわけで

す。 1967年の夏から続いた干ばつが，9月も解消しなかったのは，給局 9月に台風が

来なかったことで，10月も末になって初めて解消したのは， 10月の末に初めて台風が

来たということです。 9月に台風が来ないということは， これはあとで話があると患

いますが，いま日本は大きな意味で、は干ばつの時期に人っていますから，台風が干ば

つの程度を非常に加速させていることです。

和田 世界の気候変動あるいは日本の気候変動の特徴と，北半球の大気の大循環と

の関係というのは，私はこの誌上で若干説明してあり ます。その原因説についてもち

ょっ と簡単に触れておいたんで、すけれども， ここにひとつ専門家がおられますんで，

もう一度意、見を述べていただきたいと思うんですがの
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まず，世界的に見て大体二つに割れていると思うんです。一つはパウノレ， ドイツの

昔の有名な気象学者ですけれども， パウノレさんがし、まなおもって太陽活動説を強調し

ているんですけれども，根本さんどうですか，この点について。

根本 そうですね，確かに太陽活動も寄与していると思うんですけれども，太陽活

動が地上の気象に影響する場合には， どうしても間接的になってしまうわけですね。

つまり，太陽からのエネルギーの大部分をになっている可視光線の部分は，太陽活動

に伴われて変化する。その変化の割合が 0.5%ぐらいしか変わらないんです。

それで太陽黒点とい うのは，太陽活動の指標になっていますけれども，大きなとき

には 200，ないときには 0。0から 200ぐらいのオーダーに変わるわけですけれども，

そういうオーダーに変わるものは何かというと，太陽光線の紫外部です。紫外部は，

エネノレギーは非常に少ないんだけれども， 電離！習とか中間圏とか，高いところに影響

する。ですから，太陽の影響というのは， そういうところにまずはっきりあら わ れ

て，それが下のほうに及んで来るので，非常にうまい手続きをしたり テータの処理を

しないと，太陽との関係というのはなかなかうまく出ない。場所によっては， よく出

るところもあるんですけれども，簡単な関係をそこに求めることは非常にむずかしい

と思うんですけれども。私は関係のあることは否定できないと思います。

その問題に関して重要なことは，太陽の活動が1964年（昭和39年）その前後にその

活動の様相が述っているということですね。 64年以前は非常にア クチフーだったけれど

も， 64年以後はその前の活動の半分ぐらいになってしまった。その仕組みはまだわか

りませんけれど，やはり何か太陽が関与していることは確かでなし、かと思います。

和田 いま根本さんから話がありましたように， 1964年というのは私も注目してい

るんですけれども， 1963年（昭和 38年） 1月は北陸豪雪， これはあそこだけじゃなく

て世界的に欧州なりアメリカ東部に大寒波あるいは豪雪のあった年で， 気象学者にと

って有名な年になっているよ うですがね。そういう君、味で，因果関係はわかりません

けれども，やはりまだ太陽活動説というのは一つの有力な説になっているわけです。

この反面，特にアメ リカのナマイアスさんが唱えているわけですけれども， 海水瓶

あるいは北極地方の氷の変動とし、L、ますかs そういったのが大気大循環：こ大きく影押

して， 気候変動に影響しているんだ。 こうし、う説を持っているわけです。この点朝食

さんひとつ何か。

朝倉 ともかく，太陽から来る熱を考えると，一番能率よく 保存していて：uす役目

をするのが海なんですね。しかも，地球の 3分の 2をおおっているわけですから，そ

この変動はその上の空~気に大きく影枠するというのは事実だと 思うんですけれども，

ナマイ アスが言っているのは，1959年ぐらいに非常に水温が低かったのが， 61年の秋

から水混が高く なって，62年で急激に中部太平洋で上がった。その上がり方が非常に

急激で幅が大きかったので，そのときの63年の異常気象というのは，太平洋の異常な

水温が原因ではなかろうかという説を出しているわけです。確かにそういう点があり
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まして，アデムという人が数値計算をしたら，そういう影響で1963年の異常現象を数

値計算した結果と実況があうとい うこ とです。

もう一つ氷のほうは，最近北極のほうは氷がふえる時期に入っていま して， 1958年

までは氷の少ない時期でして， それからあとが氷の多い時期になりますから， 1960年

代というのは氷のふえる時期で，大体これが1990年ぐらいま では氷の多い時代が続く

ということです。氷の多い時代， 当然そこでは日射の反射量などがふえますんで，極

地を寒冷化させる役目を加速させるというふうに，海水温にしろ， 海水にしろ異常気

象を起こさせるに都合のし、L、ような条件をつくっているよ うに思います。

4. 大気汚染と気候変動

和田 このほか， 最近の太陽からの入射の現象， その他いろいろあり ますが，特に

マンメイド ・チェンジ，人為的なものに原因するという説を根木さんさ っき言われた

けれど。

根本 マンメイド ・チ ェンジは，大きなものは二つで，炭酸ガスとそれからごみで

すね。 ごみも非常に小さいものはサブミ クロ ンエアノレゾノレとし、し、まして， 1ミクロ ン

以下のそう L、う非常に小さなごみは， 大気中に巻き上げられてかなり高いと ころまで

行くと下まで落ちてこない。落ちてこない聞に太陽の光線を遮蔽して H ・H ・これをいろ

いろこまかくいうと問題があるんですけれども，大ざっぱに言ってしまう と，太陽光

線を遮蔽して， そして気温を下げているのではなし、かとい うのが，いま司会者がおっ

しゃったソ述のブテ イコその他の考えですね。

それに対して炭酸カスのほうはこれもいろいろ問題がありますけれど，炭酸ガスが

ふえているのは確かです。 炭酸ガスというのはご存じのように，太陽からの短波長の

光線に対しては透明であるけれども，地表からの長波に対しては不透明で，ですから

炭酸ガスのある層の下に熱がた くわえられて，温室効果といって温度があがるわけで、

す。炭酸ガスがふえているから混度もとがるというのは温室効果で，それで大体 1940

年ぐらいまで、の温度の上昇は計量的にうまく説明がついたわけです。それで，炭酸ガ

スというのは非常にそれまでは重視されていたわけで、すけれども， いま までのお話で

たびたび出ましたように，世界の温度が下がっている。ですから，炭酸ガスによる温

度を上げる効果を上回るもの，何か下げるものが働いてなきゃならない。それでダス

トという ことが非常に注目されたんですけれど，ただし このダスト を私｜’｜身は人聞

がっくり出したダ、スト とい うのは大きな役割をしているように考えますけれども， 学

者によってはたとえばミッチ ェルなんてい う人は，75%は，人間の出したものではな

くて，火山の影響だというふうに言っている人もいます。

ただ火山による影響というのは，火山灰というのは 1～10ミクロンで，わりあいと大

きなものが多いんですね。 lミク ロンから 10ミクロンくらいのものです。こういうも

のは務下速度が速L、から， 速く落ちてしま って，訴通火山の影響というのは， 3年と
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いわれているわけです，平均して。ところが最近の直達日射の現象というのは，そう

いう 3年ですっと下って戻るとい うんじゃなくて，非常にだらだら，いつ回復すると

もわからないような下がり方があるから， こういう変化を見ると，火山灰ではなくて

やはり人間のっくり出したタスト と考えられるのですね。 これはまた問題で，工場と

か自動車とかそういうところで出すダストが主役を演じていると考えられます。

それから，最近非常に世界の人口がふえてきているわけです。人口がふえてきて，

住んでいるのが亜熱帯に住んでいるわけですが，そういうところで農耕をやるわけで

す。つまり，いままで森林だったと ころを，木を切って開拓するわけです。開拓し

て，山林を切り開いていく面積というのはばかにならなし、。

そう いう ときに， 回にすればいいんですけれど畑にしたために非常に地面の表面が

ばさばきして，そうい うところからダストが上がる。これを重視しているのはドイア

のフローンです。 フローンのいうのは開発を面積的にみて，そういう都市とか工場と

かいうのはポイントですけれども，そういういまの自然を改良していくのは面積です

から広いんですねe フローンは， そう L、う工業化とか自動車に匹敵するくらいに農耕

による開懇ということを重視しているようですね。

本誌 私は読者の立場から，異常気象の問題なんですけれども，そのうちで特にお

話の出ました北陸の豪雪の問題なんですが，私はかねがね疑問を持つんですe それは

先ほども記録的な豪雪だとおっしゃいま したけれども，北陸の豪雪という ものは私と

もの若い時分，昭和のはじめちょうど上越線が開通いたしました， 1青4：トンネノレです

が。 この前後の北庄の豪雪というものはすごいものだったような気がするんです。私

はたしか昭和9年か10年の 2月ごろ手取川の上流地帯の自由主新丸村に行ったことがあ

るんですけれども，積雪が優に Gmはあったんて、す。 2丈といったんで、すからねe

ところが，このごろの北陸の大雪大雪とL、し、ましでも，せいぜい 3mか，そんなも

のでしょう。そうするとあの時分から見ますと， このごろの豪雪なんてたいしたこと

はないという気がするんです。ただ，あの時分はちゃんと部落でも防備施設を，食料

その他を前以て準備して隔絶されても生活できるようになっていたe いまはもうすぐ

に悲鳴をあげるような状態になっておりますから，被害：工大きL、かもしれませんけれ

ども，雪の量そのものとしたら……。

根本 63年の場合にはs むしろ山ではなくて里で雪が多かったわけで‘すね。雪その

ものからいえば，そんなに大騒ぎするほどのことはないと患いますe そういうことは

過去にもあったこ とは先生のおっしゃった通 りです。

本誌 量からいえば。

根本 量的に考えた場合， 気圧が非常に低くなったことが， この時のもっとも大き

な特徴です。標準偏差でいえば， 5倍以上片寄ったわけですから， こう いうのはやう

ばりいままでにないですねぎ超異常気魚といってt、L、んじゃないでしょうか。

本誌 ああそうですかe
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根本 異常気象よりもさらに l～2桁上の異常ですね。

本誌 それは，ほんとうに電線が雪の下になっちゃいまして，宿屋に入りますのも

二階の窓からやっと入りました。そういうのが， 2～3年続いたんじゃないでしょう

かね。北陸の豪雪といいますのは。

和田 昔はですか？

本誌 昔s 上越線の開通後，間もないころ，昭和の初めでこ、さdいますよ。

それともう一つは，一番初めに明治時代に戻りつつあるというお話がございました

けれども，東京だけについて申しますと， 音の武蔵野とい うのはえらい寒いもので，

室内で鉄びんの水が凍ったんですねのそういう寒さというものはわれわれは経験して

いないですけれども，それで、も昭和 5, 6年ごろ， 東北地方，青森ではサイターが凍

りまして破裂しましたよ。それから鶏卵が凍りま した。 ミカンが凍ってぎざぎざにな

った，そういう寒さがあったんですけれど， このごろは暖房のせいか，何かたいへん

あったかくなったような気がするんですが， このごろまた寒く なってくるといわれま

すけれども。

根本 都市はやっ（まり気候変動の目安と してはうまくないですね。苛と比べるわけ

にはし、かないですね。都市気候で－…・。

和田 都市気候は全く別な問題なんです。

本誌 それともう一つ， こういうことはどうでございまし ょうか。私共 の常識で

は，関東は関西よりも冬は寒く，夏は涼しい。 これがわれわれの子供のころからの常

識でした。 ところがこのごろどうも冬が関西のほうが寒いでしょう，東京よりも。そ

んなことはありませんですか。

和田 どうでしょう，気温としては。

朝倉 気温と しては，ゃっ；まり大阪のほうが高いですねえ。

本誌 高いですか，そうですか。それじゃ感じの問題で……。

和田 いま， いろんな気候変動の原因説を説明してもらったんで、すけれども，一つ

問題を提起しますと， いま根本さんがおっしゃったでンメイ ドの〆久ト の問題，これ

でL、まの低温を説明するとすれば，われわれは戦後，炭酸ガλ，グリ ーンハウ ス効果

による気温上昇説で， ほとんど日本だけでなく世界の気候学苔が，だんだん世界の気

候というのは混暖化するのでそういう定説になっちゃったわけですよね。 ところが，

現在は低漉に向かっているわけです。そういうことを考えると， さてしからばダスト

のなかった昔，もちろん氷河期，問氷期たとえば1800年ころは相当世界の気温はひく

かったんで、すから，それをどう説明するか，こうし、う質問を受けるんですけれど， ど

うですかその辺は。

根本 気温の下がった事実はダストとか炭酸ガλ とか持ってこなくても，告と同じ

ように原因ははっきり しないんだけれど長い周期かなんかで説明できると思います。

ただ，先ほどもち ょっ と申し上げたんだけれども，極地の低ぬ化とか，実際に大気の
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ダストで混渇する変化，年々に濁ってし、く割合，それから北極でいえば北極の低温に

なってし、く割合， これが非常に自然現象としてはとても考えられなL、ぐらい大きいわ

けですよ。そのままいったらほんとうに近い将来氷河時代て、も来るような低温化です

から，そういうことになると， やはり人為的なものを何か考えざるを得ないと思うん

ですけれどね。変化の速さ， スピー ドです。

朝倉 そう L、う種類の問題の場合，結局， ダストが日射を減らすからイコーノレ気温

が下がるというそういうプロセスですね。そういう非常にわかりやすい組み立てをす

るので，それじゃあ昔タストがなかったときにうんと冷えたのはどうだというふうな

疑問がすぐ出るわけですねえ。

実際はそうじゃなくて，タストがうんとふえて日射が減ると，減った場合に大気の

ほうがどう変わってそれがどういうふうにはねかえったかという， 中間のめんどうな

話を飛び越して結論だけを言うわけです。実際は大気のほうは，実験をやった結果で

は， セルファンフリフィケーション ・エフ ェクトというのがあるわけですね。向己増

幅作用というわけです。たまたま寒いときに雪が降ったために，そこのアノレベード，

反射率がふえて， 日射をどんどん外に出す。そのためにまわりが冷える。そして気温

が低くなったものだから，前なら雨で一済んだところが，今度は雪が降る。前に雪だっ

たところが今度は氷になるということで， だんだん冷たいソーンが広がっていくとい

う，大気が持っているそうしみ作用があるわけですね。ですから，昔氷河期があった

というのは それはちょっと別ですが， せいぜL、小氷河期ぐらいの変動ならば，そ

ういう大気自体の持っているそうし、う作用で十分説明できることがあると思う。

5. 水需要の予測

和国 いろいろ問題はあると思うんですけれども， 次にこれからの予想の問題に入

りたいと思うんですの

実は，気象のほうだけでいきますと， いまお話があったように世界的にも非常に異

常な天候の時代になっています。そういうことも反映しまして世界気象機関（WMO)

というのがあるんですが，その下に気候委員会という のがありまして，その会議が

1969 ~1三（昭和 44 年）に開かれ， この席上でソ連からこう L、う提案が出ているんです。

というのは，地球，北半球，南半球も含めて，全大気中の気象観測をわれわれはして

いますけれども， そういった過去のデータを集めて，日本語でいうと高層気候己主とい

うものをひとつ確立して，今後数十年間の超長期予報の計画をやろうじゃないか， こ

うし寸提案を，ソ述のクリュ ーキンという人から出されております。 これはとりもな

おさず， ソ連が最近の寒冷化で，いろんな面で大きな変化が起きている証拠だと思う

んですが， それと同時に昨年，日本にも来たソ連の気象局長のフェドロフという人が

やはりむこうの雑誌にみずから論文を載せまして，地球上の気象データを集めて，

WWW，あるいは GARP計画を通じて長期予報，特に数年先，数十年先の気候予想
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をやるとし、う論説を書いています。

つまり， ソ速を中心にして近年気候の予想という新しい分野の開拓に力を入れてい

るというふうに思われます。 と同時にこれは根本さんもご承知のように，英国のラム

さんも最近の論文の中で， クライマテ ィッ ク・フ元ノレキ ャス トについて書い ていま

す。 気候予想を何らかの形でやらなくちゃし、かんという，重要性を強調しています。

世界の趨勢というのは世界の気候変動に応じて，現在のたとえばソ連の寒冷化とい

うのは根本さんから話がありましたように， 100年ぐらい前の寒冷化以上になってい

るわけですけれど， そういった寒冷化がこれから10年続くものか，あるいは数十年続

くか，そういうところが非常な焦点になっているんじゃなL、かと思います。

そういうことで，現在もう 1970年代に入っていますけれども， 水の需要の予想，あ

るいはそれに対する 日本の気視なり降水量の予報ということを，ひとつ話していただ

きたいと思うんです。 長い先の予怨ですから， これは当然むずかしいわけでして，た

とえば最近の政治問題， これだって今後数年間の予報は非常にむずかしいし，田中さ

んご承知：！のよ うに景気予報よりも相当むずかしいと思うんですが， 気楽にひとつ田中

さん自身の今後の水需要の予想とし、L、ますか，展望，夢みたいなことでけっ こうです

からお願いします。

田中 私がふだんやっていることをち ょっ と， いま皆さん方のお話をお聞きします

と，とまどうようなお話でございますが。

今後異常気象というものが，降水量に影響するかどうかという点が私が知りたし、と

ころでございますけれども，水資源なり利水の計画というのは，予測という ものは一

応考えておらないわけですね。過去のデータと流量資料をもとにしまして，河川ごと

の潟水年というものをもとにしまして，それから渇水年の渇水流量という ものを決定

して， 計画が出されているわけですの

治;Jc面では，逆に過去の洪水量というものを見ていますけれども，利水の面では渇

水年の渇水があくまで基準でζざいまして，将来どうなるかとしみ予想は一応考える

ことができませんので，そういうことは考えておらないみたいです。

東京もいまから 6年ほと．前にたいへん渇水騒ぎがございましたが， あのときもやは

りお年ごろから多摩川系統の潟水がございました。あのあたりもやはり異常気象と申

しましてよいんでございまし ょうかつ 36年から 39年ぐ らいまでの間ですが。

そのころ東京都の関係者が，非常に頭を痛めま して， 雨が降らなし、から外部から非

常に責められたわけなんですよ。何をしておるかという ことで。 当事者と しましては

しかたがないんであって，雨が降るものだという前提でもって，日本は砂漠じゃない

んだ， 雨が｜経るんだという ことですべての利水の計画ができているんですから，どう

にも しかたがないということだったんて、す。

いま，異常’気象と結びつけていうと， ちょっと私も申し上げにくいんでございます

けれど，今後水需要がどうい うふうに伸びるかということに関しましては，各方面の
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いろんな後定をやっているわけでござし、まして，一つの定型化した形で需要がどうな

るのかという試みは，いろんな人がL、ろんな方面でやっておりますけれどもわからな

いんでございますね3 人口なりその他の経済フレームというものがはっきりいたしま

すれば， ある程度の需要予測というのはできるでし ょうけれど，現在のように都市の

将来の人口がどういうふうになっていくか。太平洋ベノレトソーンがどのようになって

いくかということは，一応いわれておりますけれども，実態的には白然放任の状態で

ございまして，わかりません。

しかし， そう申しましても， とにかく現在の一部市への人口の集中がございます。そ

れから，太平洋ベノレト地帯への都市化， あるいは工業基地の開発構想，そういう l由iか

ら水の需要はますます伸びてし、くだろ うということはいえるわけでご、ざいますね角

一方，供給するほうはどうかということでございますが， これはさっき和旧先生が

おっしゃいましたように， この前新聞に出ました建設省の調査でございますが， 60年

以前におきましては首都鴎なら首都圏におきまして， すでに圏内の水をまかなうだけ

の量が数字的には不足するというような結果になっております。そういたしますと，

やはり水の立高な哀日本のほうから導水するというふうになってくると思うんですっ

それから，海水でこ、ざL、ますが，海水の淡水化というの：工最近いわれております。

政府で現在技術的な検討をしておりますけれども， それに至るまでの間はどうなるか

ということですが，先ほどの建設省の調査によりますと， 考えられるタムサイトを建

設いたしまして，なお関東には水が足らなくなる。そういう場合は， その流域以外の

導水を考える場合， それともう一つ大きな問題は余剰水をできるだけ利用するという

点，農業用水のできるだけ合理的な使用あるいは下水の水をうも一度使う。 これは最

近クローズア ップされています句主として工業用水に対して，下水の水を｛吏うという

ことですね。下水の水は，水道のあとの水で、ございまして，量的に非常に安定して，

大量にあるもんですから， これが使えれば非常に有効な水の利用法になるんじゃない

かというものです。で， いろんな見方がございまして，需要がふえるという ことはわ

かっておりますけれども，ではなくなるのはいつか。海水淡水化までいくにはいつか

ということは，ち ょっと予測が立たないんじゃないかと思いますの

いま， お話のあり ました今後の気候の変動というものがもし予惣、されるといたしま

すと，そういうことをどこまで考えてL巾、ものか， お教え願ってこれは私自身がそう

いう専門ではございませんけれども， とにかく 7Jq土，それほど深刻に異常気象が来て

Jllがかれるということを与えていないものですから，だんだん苦しくなっていること

は確かでございますね。

6. 気候変動の予想

和国 われわれ気象関係のほう では， ご承知のように約 100年ぐらいのいろんな気

象の資料をも って予想しているんですけれども， 水資源にしろ，あるいは普通の経済
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のほうの予測なんかで、は十分な資料がないんです。 そういった面で、非常に予測がむず

かしいようですけれども， あとでまた話を伺うことにして，資料はいまたくさんある

と言いましたけれども，その資料でひとつこれからの日本の気候変動の予想をしてい

ただきたし、と思うんですが。別に雨に限らず， 気温， その他の特徴を含めた概略を，

朝倉さんいかがですか。

朝倉 人口 1人あたりの水量ですが， これは厚生省の出した人口動態の予想という

ものがありまして，それを使って予怨して見ますと， 昭和田年になりますと， 1人頭

の降水量が昭和の初期に比べると，大体半分以下に落ちてしまうんですね。 ですから

府が少ないとなおさらでしょうけれども， 雨が現在程度で人口がふえていくという こ

とだけで， 目に見えて利水の立場というのは， たいへんな苦しい立場に追い込まれる

ことは，降水量いかんにかかわらずはっきりしていますの

根本 その量はわかりますかつ どのくらいか。

朝倉 量はわかりますけれど，数字が一般的じゃないんです。人数で割ってしまい

ますと， 100人当た りを年降水量ですと， 昭和の初めは 0.8mmぐらいなんです。そ

れが 60年になると， 0.2mmぐらいになります。降水量の取り方に問題があるので絶

対値はあやしいですが，比としては大体，4分の 1ですから少なくても半分以上は苦

しく なるとい うことはいえますの

これからの予想ですけれども，予想の根拠として，一つは周期的な現象があ りま

す。降水量の資料は大体80年近くありますけれども，それを使って日本の降水量の分

析をして，どのくらいの周期性があるかというと，一番はっきりしているのが， 34,

35年ぐらいの周期です。 それからあと短くなると 6年くらいと 2年ぐらいというのが

あります。 35年はブリュッタナ一周期ですが， この周期でやって見ますと， 1946年か

ら57年までが多雨期です。 1958年から1979年までが少雨期ですから， 1970年代は，

ちょうど少雨期のまっ最中にあるということで，周期的にも 70年代は雨の少ない時代

です。

それから，もう一つの根拠は，先ほど根本さんから詳しい解説がございましたけれ

ども，北極地方の寒冷化があったために，偏西風帯の気庄の谷と尾根の聞の間隔（波

長）が短くなったわけです。ですから言うなれば， 昔雨の降りやすかったところが降

りにくくなって，昔降らなかったところが非常にふりやすくなったとしみ事実がある

のです。それは，雨の少ないところでは， これは根本さんが「ノアの洪水」の再来と

いう話をお書きになりま したが， 日本のようにいままでは降水量の多かったところは

寒冷化のために降りにくくなっています。 70年代はさらに寒冷化が促進されるだろう

と考えますと，大気の運動のほうからも日本は雨の少ない寒気の中に入っているとい

うことが言えます。

おもに太陽活動からいきますと，先ほどお話がございましたように1964年に極小期

があって，そのあと太陽活動が変わって活動が弱 くなっている。 と同時に極大矧のあ
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らわれ方が，いままでは 10年ζとであったのが， 現在は 11年ぐらいに伸びてきてい

ます。 これは前から論文がありますように， 120年ぐらいの周期説というのがありま

して，それでいきますと太陽活動の活動サイクノレが 2年ぐらいになる と， これは干ば

つが起きやすいとしづ結果が出てくるのです。

それからもう一つは， 山口大学の山本教授という方が，10年ぐらい前からお出しに

なられているんですけれども， これからは西日本で干ばつの起きやすい時代に入る と

いうこと，空襲冬暑夏の時代に入るということを， 10年ぐ らい前に予想しておりました

けれど， 1960年代に入るとIi｛；：かにそうし、う傾向が現われ’70年代に持ち越しておりま

すので，これもやっぱ り雨が少ない理山にあげられています。

そういったようなことを根拠にして，大体まとめて見ますと1970年代の，全国の年

降水量は雨の少ない時期，その中心は1975年くらいになろう。ち ょうどそのころは黒

点もミニマムになりますけれども，北II本では冷害が起こりやすいし， 同時に西日本

部では大干ばつが起こる。その場合の大干ばつは， おそらく西日本を中心にして太平

洋側全般に干ばつが起きるというそうし、う年回りになると忠われます。

それから季節別に見ますと，太平洋側の冬は平年にくらべ降水量がへってきてお

り，日本海側は多くなるというように，冬は降水量の多いところ，少ないと ころが極

端な対比をしています。それから梅雨量ですが，全体として見ますと，つゅの期間と

いう のは，いま減少する傾向の中に入っております。年によっては長い場合もあるで

しょうけれども，企体として悔雨期の則聞が短いとい うことになりますので，梅雨期

の雨は全体としてまだ少雨期の中にありまして， これからだんだん平年程度に戻って

いくとしか期待できなし、。雨の多いところはやはり日本海側で，四国 ・関西では少な

い。太平洋側は，その両方の影響を受けま して， あると きは少ないし， ある ときは多

いというんです。平均すると大体平年程度です。

それから， 台風の発生数lまいままでずっと多かったんですけれども，一昨年記録的

に少ないことがありま した。大体6年ぐらいの周ttm’lーをもって少なし、時期を繰り返し

ますけれど，傾向と しては発生数は少なくなりま して， 9月に来る台風は，1970年代

の半ばごろから西H；本に接近したり，あるいは東H木に接近する時代に入りますの

で， 台風に関しては1970年代の前半はあま り望みはありませんけれども，後半は昔と

同じように多く来るでし ょうというふうに考えています。

全体をまとめてJ~ま すと， 70 年代とい うのは 75 年を中心にして雨の非常に少なL 、

時期がこれからう｜とるということで， それを過ぎると徐々に戻っていくんじゃなかろう

か，そんなぐあいに予想しています。

和国 いま最後に台風の問題が出ましたけれども，何か根本さん。

根本 私は 2' 3年前までは予報をやっていたんですが，いまは予報を離れている

ので，だから予報に対しては， 全くやじ馬的な発言ができると思う んですけれども，

そういう意味で，一つ申し上げたいのは，予報は過去に出した予報が当たったか当た
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らないか， 当たっていたらやはりそれは重視すべきじゃなL、かと思うんですね。そう

いう意味でひとつ，いま朝倉さんが言ったことと矛盾はしないんですけれども， 干ば

つのことで，私は前に「工業用水」とL、う雑誌に68年に引用 したんで、すが，またもと

の論文は 1945年に出た本に載っているんです。本に 45年に載っているんですから，

その論文はもっと前で 1940年くらいと思う。ホイラーというアメリカ人が， 170年周

期と，それからそれの 3倍の 510年周期というものを出しているんです。

この人は， 1970年から 75年に 170年周期と 510年周期が重なって，大干ばつにな

るということを言ってるんですよ。いまの話を聞くと， 全く一致しているんですね。

だから予報が当たったということに関する限りは，私が非常に早いI時代に70年代を予

想したんで， これはやっぱりかなり重視すべきことではなし、かと思うんですけれど

ね。

先ほど朝倉さんがおっしゃったのは， 1975年Jド心にI：「Iが少なくなるとおっしゃった

のですけれども，それと同じことです。 70年から 75年の聞が，一番， たいへんな干

ばつになるということです。

これはアメリカのホイラーという人が言ったことなので， 日本でも成り立つかど う

か，古い歴史の年表をたどると， 日木もちゃんとそういうふうになっているんで す

ね。ですから河角先生の地震の周期説じゃないけれども，やはり一応こういうのはか

なり有力な手がかりとして頭におくべきじゃなL、かと思うんです。

それからますますやじ馬的になりますけれども，専門にやっているとなかなかあま

り一つのことで予報を出さないで， 予報というのはいろんなことを総合してやられる

わけなんですけれど，一つ注目しておきたいことがあるんです。それは1979fj三という

年なんです。これはどういうことかとし、し、ますと， 先ほど司会者がおっしゃった太陽

活動と関係あるんです。 1979年にどういうことが起こるかとし、L、ますと，これは予報

ではなくて天文の予報だから確実なことですけれども，少し神がかっている点はご容

赦願し、たいと思うんですけれども，木星と土［1l.，天玉県，海王星，冥王星が全部がほ

ぼ一直線に並ぶんです。ある一つの方向に。そういうことがあるものですから，アメ

リカのナサ（NASA）で衛星船を飛ばして，いっぺんに全部の厚を観測しよ うとい う

計画をいま立てているわけですけれども。

そうしますとそういうふうに丹1がある方向に並びますと，太陽に対しての起糊力が

片寄ってくるわけですの太陽のまわりを惑！f.が回っているわけですけれども，厳密に

いうとこれは正しくないんで，太陽自身も太陽系の共通電心のまわりにゆさぶられて

いるわけですね。そのゆさぶられている周期に 179年の周期というものがあるんで

す。 179年の周期というのは， いまの惑星の運動に関して， ジョースという人が明ら

かにした周期で‘す。

そういうことで1979年というのは，惑里が非常に片寄ったほうに行ってしまって，

太陽商に対する起潮力が非常に妙な形になって，太陽現象が非常におかしくなること
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が予想される。ですから， 79年の前後に何かそれを反映した異常気象が起こる可能性

があるということなんです。

ですから， 1979年で周期 179年ですから， 179年を引くとち ょうど 1800年になるん

ですね。一つの周期の前は。 1800年ごろは何があったかというと，小氷期といわれた

ように，現在向いつつある低温下の行きつく果てをあらわしているような気候の時代

で， 淀川が凍ったりいろんなことがありました。ちょう ど1800年ではありませんけれ

ども，その前後にそういう低蹴の年もあるわけです。

全く しろ うとの門外濃から発言させてもらえば， やはり1可角さんの地震の説による

と，1978年からほんとうの危険矧に入る としみわけなんですね。そういう意味から 79

年というのは，私はかなり注目しておいてL火、んではないかと思う。 これは専門にや

っている方はなかなかこういうことが言えないことですが。

田中 どういうことが起こるわけですかねつ

根本 つまり，先ほど司会者がおっ しゃったように，太湯の影響というのをパウノレ

(F. Baur）という方が言って，太陽の異常ゃなんかが原因になっている。そうします

と，星が一方に片寄ってしまいますと，太陽の表面にあらわれる黒点が，南北の半球

で差が大きくなる。たとえば南半球が非常に多く，北半球が少ない。これは非常に非

対称的なんです。太陽の活動が北半球と南半球でそうすると，それがまた地球に及ぼ

す影響がまた片寄った杉；こなります。それがどうなるかということは， ちょっ と私に

はわかりませんけれど，ただ，注目しておいてし、L、年だと思うんですよ。何が起こる

かわからなL、から。（笑）

7. 台風の制御

和固 また地球上に戻って，いま台風に関連した話があったんでFすけれども，E誌

は，アメリカのマイア ミにハ リケーン研究所というのがありま して，そこの所長さん

はシヱントリ ー博士なんですけれども， ここではハリケーンの制御ということを，こ

こ数年間研究しているのです。現在，かなり成功をおさめているという話ですけれど

も，これをいつからか忘れましたけれども， アメリカではハリケーンの発生数が少な

いものですから，実験の機会も少なL、という ことで， ひとつ太平洋へ来て台風の制御

にこの実験を試みようという提案が出されているわけです。

しかし 台風の来襲ということは， 日本にとっては非常に大きな災害をもたらすと

同時に，水資i!;lという点では，逆に重要の擾乱だと思うんですが， 台風の制御という

問題についてどうですか朝倉さん，やじ馬的なご意見でけっこうですから。（笑）

朝倉 制御というのは， コントロ ーノレでなしにモディ フィケーションという意味な

んでしょうけれども，私はなぜそれを太平洋に持ってきたかということについて， 突

は一つの疑問がありま して， やじl詩的ですけれども， 自信がなし、から持ってきたんじ

ゃないかと思うんです。 という のは， 自信があれば， 向こうでやっ；正りやるだろう
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と思うんです。だけど，もし失敗したとき， アメリカ本土でたいへんな被害を及ぼし

たときには困るわけですね。太平洋でやった場合には，自分のとこへ来ないで， とい

うことがあるでし ょうからね。それで， こっちへ無理やり持ってきたんじゃなし、かと

いう気がするんですけれどね。

根本 いま朝倉さんの言われたこ とが， モディフィケーションとコ ントローノレの大

違いのところなんですね。 モディフィケーションはできるけれでも，コントロ ールは

まだほど遠い将来のことですね。 コントロールできるんなら自分のところでやります

よ。

田中 現在，それをやっておるのでごさーいますか？

和田 ええ，ハリケーンについては試験的に……。

田中 台風についてはまだやっておらないけれども，やりたいというわけですか？

和田 いや，こっちへ来てやろうというわけです。

国中 そうですか。いまのモディフィケーションというのは，具体的にどういうこ

とをやるわけですか？

根本 つまり， 台風の中心の部分で人工降雨をやるわげです。人工降雨をやったと

ころで，気圧があがるわけです。そうすると風が弱くなるのそういうことを実際やっ

て見てそうなったということです。

田中 台風の強さを緩和させるわけですか。

和国 そうそう。発達の制御ですがね。

田中 ああ，そうですか。ところで学者が来て，太平洋の台風の発生地帯に実験し

て，JJIJに差しっかえないものでございますかね。

根本 だけど， どうい うことが起こ るかわからない……。

田中 国際法上， きま っているわけじゃないでしょうけれども。

朝倉 たとえば，そういうことをしなければ，会然自然、のままほうっておけば， ど

この国も被害がなかったのに， そういうことをやったために，あるいはフ ィリピンに

上陸したり，中国大陸に台風が行って大被害を起こすかもしれないですね。起こした

場合には，十分コントローノレするだけの力があれば， ちゃんとそういうところへ行か

ないようにやるでしょうけれども，単にただち ょっと変形させるわけですね。変形さ

せたものは，どうなるかわからないです。

ですから， たとえば国際問題になり得るわけです。 「そんなよけいなことをしたか

ら，おれのところで何千人死んだ， どうしてくれるJということです。 そういう点で

は，言うなればあぶない実験なんだと思うんですけれど。

和国 要するに， モテ ィフ fケーシ 汗ンの物理的過程というのは，まだ学者に是認

されていないんですよね。

根本 私が言いたいのは，最近いわれているんですが，インアドバーテントモディ

フィケーションと いうのがあって，ついうっかりやって しまった変形というのをだい
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J；やっているんですね。

つまり，タストでよごすにしても， ダストで気候が変わるということを学者は予定l

していなかったわけで、すよ。そういうことをやってしまったあとで，変なことに気が

っし
そういう意味で，私は台風に対してのモディフィ ケー γ ョンで符えられることは，

海の汚染だと思うんですね。 11!1による汚染は蒸発を非常に抑制lしますからね。昔は台

風を1rnfl;1Jするのに油をまこ うという案があったぐらいなんですよ。 それを実際にやら

ないでもよごしてますからね。これから10年間，とにかくよこすというわけです。そ

うすると円本近海がよごれる。 そういうことのために，あるいは台風が来なくなっち

ゃ うかもしれないわけですね。あるいは逆に~をやすくなるか，その辺はよくわからな

L勺インアドパーテントですから勺

田中 とにか〈台風がなくなり ゃあ， r~ 本の I i;Jは非常に困ることになるでし 工 う

オ~.

8. 人工降雨

和田 それに関連して，いま人工降雨のお話が出ましたけれども， どうなんです

か，人工降雨も廃史的に電力会社で， 実際、面で相当やっていると巴、うんですが，成果

主どうなんですか？

根本 たとえば， オーストラリアのよ うなところで雨量が非常に少なく て，ある山

にいつもコンスタントに雲がかかっている ようなところでは， これは人工降雨をやれ

ば，たとえ lmmでも 2mmでもl有が降れば役になっていて，実際実用になっている

のはオーストラリアだけだという話を聞きます。雨量の少ないところではし、L、んでし

ょうけれども，雨量が多いところでは， たとえば日本の場台は人工降雨じゃなく て，

どうもはっきりしなL、から， ’Z宣言のiJjから出てくる経路を少しそらせようというふう

な研究のほうに人工降雨を変えようというようなことも考えられているようですね。

これも私，しろうとの空想なんですけれども， 雨を降らせるのに，雲から雨を降ら

せるというのが， ちょっと不経済のような気がするんですよ、われわれ気象をやって

いる者の常識からいえば， 水蒸気というのは地面の近くに一番あるわけですね。上へ

行けば行くほど指数関数的に水蒸気というのは減っているわけです。

しぼ り出すとしたら，なぜ．雲までやる必要があるかということ ですn もう少し地而

近くにうんと水蒸気があるわけですからの アフリヵゃなんかではそういう ことを砂漠

の中でビニーノレかなんかを使って， 水のないと ころで水をとることをいろいろやって

いますけれども。人工降雨というとすぐ雲を考えるんですけれども，そうじ ゃなく

て，地面近くの水蒸気から何とかして水を取るこ とを考えられないでし ょうかね。エ

ネノレギー的にむずかしいでし ょうか， それは。

本誌 それは今から約10年前に慶応大学の小林正次教授が接地係7)(という題で研究
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されまして， 立派な成果を得られたときいています。いま工学部の教授をしていらっ

しゃいますが，本来電気専門の方ですが，その後，ご病気になられましたとかで， そ

の後のことは存じません。いまやるとすれば，地上すれすれの水蒸気を取って砂漠で

もできるということですね。

和田 そういう；昔、味では降；j（量の 3分の lは蒸発しているわけですから，蒸発を防

ぐということは重要なことですね。

朝倉 話は飛びま して， また公害の問題に戻りますけれど，たとえばアメリカのど

こだったですか，雨の降っている回数の頻度を調べると，工場の周辺で、非常にふえて

L、る。

それから離れたら減るというのです。それから吉野さんが調べたのでーは，東京は一

雨の量が非常に減っているが， 回数はふえている。そういうことは，やっぱり，公害

も雨の降らせやすい一つの要素を出しているんですね。だから凝結絞はた〈さんある

から，効果は出ていると思うんです。

ただ人工降雨の場合は， 雲があって， そこで初めて少し降らそうということですか

ら，だいぶ話が違うんでしょうが。

それから， SSTを四六時中， 大体500機飛ばす場合の水蒸気の注入量ですが， i'J然

の大気の循環で注入される量と， 大体コンパラフツレな量が成層圏の水蒸気をふやすと

いう計算があります。今後そういうところでかりに水蒸気がうんとふえたらしょっち

ゅう雲ができていて，雨の｜海り方というのも変ってきゃしないかという気がするんで

すが。

和国 70年代の降水量の予想は，朝倉さんに大体まとめてもらって，そのほかし、ろ

いろな話題を提供していただいたいんですけれども， 田中さんにお聞きしたところで

は，どうも水の需要の将来の予想は非常にむずかしいよ うですし 対策面でも，いろ

いろ海水の淡水化とか，ダムの建設，その他いろいろあるでしょうけれども，私のし

ろうととしての感じでは，たとえばご承知のように1952年にロ γ ドンが， スモァグで

4,500人ぐらい死亡しておるんですよね。それで対策を始めて， 10年後の 1962年

に，正確な人数は忘れちゃったけれど数百人なくなっているわけです。

その二度の体験で，現在はきれいな都市になっているわけです。 これは冬のスモ、ソ

グのほうですけれど，現在東京では光化学スモッグで毎日綴いでいます。

水のほうは少し立場が違 うかもしれませんけれども， {l>Jとな〈われわれは， まだ水

のありがたさというのが，身にしみていないような気がするんですが，き Eうお話を

伺って，あるいはスモッグの過去の歴史を考えて見まして，やはり これから水資源の

重要性とし、いますか，そういったものの教育，あるいは PRとい うものが，非常に大

切じゃなし、かというふうに感じました。どうもありがとうございました。

(46. 7. 6. 於霞山会館）
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