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降雨現象のスケールと災害

中島暢太郎

1. まえがき

昭和42年8月末に新潟県北部から山形，福島県にかけて，雨域の中心での

日降水量が 600nunを超え，日降水量 300mm以上の面積でも 3,000km2に

及ぶ大雨が降り，死者，行方不明 140名を出した。この大雨は比較的大雨の

頻度の少ない地方に起こったことが近年の日本付近の異常な気圧配置に関係

しているという点で気候変動的に注目すべきものであり， 2年連続して起こ

ったことやそれ以後この種の大雨が起こりやす〈なったことも重要な事柄で

ある。いし、かえれば西暖東冷型の気候が近年夏に多くなって来たことの一つ

の副作用ともいうべきである。

しかし羽越豪雨と呼ばれるこの大雨は水災害という観点からも一つの教訓

を与えた。この時の日雨量や時間雨量には新記録が続出したが，その分布を

よく調べてみると臼雨量の大きいところが必ずしも時間雨量の最大記録が出

た場所とは一致していない。 阿賀野川流域にある早出では日雨量が 273mm

しかなかったが，時間雨量の最大は 73mmにも達している。 この事実に対

応して全体の降水量の大きかった地域で、は洪水災害が，そして時間降水量の

大きいと ころでは土石流災害が集中的に被害を大にしたといえる。 このこと

から降雨現象のスケールと水災害のスケールには密接な関係があることが再

認識された。

わが国で、は日降水量の極値は l,OOOmmあまり，時間降水量の極値は 150

mmぐらいであるが， 一方空間的広がりについては， 1959年9月26日の伊勢
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湾台風時には日降水量 lOOmmを超える地域が四園地方から東北地方北部に

まで広がるほどスケールが大きかったが， 一方， 1971年7月18日の兵庫県相

生の旅館崩壊事件の場合には，わずか 100km2ぐらいの地域に豪雨とそれに

伴う水災害が集中した。

豪雨時の降水強度を10分間雨量や 1分間雨量の強度の推移として観察して

みると，一様に降っているのではなくて， L、くつかの周期現象が見出され

る。しかも崖の崩壊や土石流の発生などの発生時刻はそのように細かく解析

された降雨変動のピークと一致していることがし、くつかの例で・示される。し

かし多くの場合．災害の発生時刻は被災者の記憶をもとにして知られる場合

が多いので一致性の検証の困難な場合が多い。

このように降雨現象は非常に局地性が強く， また時間的変動が大きいが，

そうかといって全然規則性がないわけではない。日本のどの部分に大雨が降

るかということやと、の部分に干舷が起こるかということは， 500mb天気図上

で北からの寒冷トラフの南下の位置と太平洋高気圧の張り出しの位置との相

対関係によって大体説明することが出来る。このこ とは台風の発生数，コ ー

スや冷害など、気象現象全体について共通的にいえることである。日本だけで

なく世界的な気候の変動も大気大循環の変動と して説明がある程度は出来，

したがって世界中の降水量の気候変動もお互いに関係がある。

つぎに高度と降水量の関係であるが， 一雨ごとについては風向や山の形，

大気の安定度などによって複雑な変化をするが，年降水量や一冬全体の降雪

量になると地域ごとに比較的簡単な関係式が成立する。たとえば西日本では

海抜高度が 400mぐらいまでは高度が lOOm高くなれば年降水量が 200mm

ぐらい増大するということが瀬戸内でも太平洋側でも共通的に知られ てい

る。高度B,OOOmぐらいまでは年降水量は高さ と共に増えるが，それ以上に

なるとまた減少する。これは大気中に含まれる水蒸気の量の鉛直分布に関係

するので，地域や季節によってかわり，一般に気温が低いほど降水量最大高

度は低くなる。

上に述べてきたような観点から，すなわち気象現象のスケールと水災害の

スケールとを対応させながらいくつかの実例を以下の各節に述べていきたい

と思う。最初に気象学の立場からのまとめをして，そのあとはかなり雑然と

いろいろな話題をならべていきたい。
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2. 気象現象のスケール

小さいスケールから話をはじめていきたい。俗に 「馬の背をわかっどしゃ

降り」といわれるよ うに，夏の雷雨時にはある瞬間の雨の強いところは水平

スケールにして lkm以下である。これは対流現象に相当し発達した積乱

雲の高さはlOkm以上に達し垂直気流の速度もlOm/secを超える。このように

水平運動にくらべて垂直運動の方が卓越する現象は気象現象としては特異な

ものといえる。烈しい対流雲の中では上昇気流によ って多量の顕熱とそれに

も増して多量の潜熱が上方に運ばれ，急速なポテンシャルエネルギーの蓄積

と同時に急速なポテンシャルエネルギーから運動エネルギーへの転換が行な

われる。対流圏上部に寒気が存在し，大気下層で十分な水蒸気の補給が可能

な場合には，適当なスケールの対流現象が著しく発達し得る。

このような対流現象の中でのポテンシャノレエ不ルギーと運動エネルギーの

急速な輸送と変形は対流現象自体の維持にとって重要で、あるだけでなく，そ

れより大きなスケールの気象現象にとってもエネルギーの源となり得る。対

流によるエネルギーの輸送を，そのもっとも基本的なエネルギー源と してい

る気象現象に， メソスケールと呼ばれる水平スケールが数十から lOOkmぐ

らいの大気波動現象が知られている。これは重力波の一種ではあるが，乾燥

大気中では波動の発達が見られず，対流現象を通じての潜熱の供給がその発

達の重要な要因となっていると考えられている。しかし気象力学的に理論が

完成された段階には至っていなL、。現象面では集中豪雨と密接な関係がある。

現象解析ではこの場合地形の影響が重大であることが知られているが，理論

的には地形の導入は取り扱いが面倒となる。メンスケール現象はまた中規模

じょう乱という名前でも呼ばれている。

近年それよりも う少し大きい波長 1,OOOkmぐらいの現象を中間規模じよ

う乱として区別する人が多くなって来た。これは大気下層に著しく目立つ現

象であって極東地表天気図などでも判別出来るが，対流圏上層ではそれほど

はっきり見出し得なし、。 昔から前線低気圧といわれていたものの中の比較的

発達の弱L、ものとも考えられていて，そのエネルギー源は前線の北側の寒気

と南側の暖気のコントラストによるポテンシャルエネルギーと対流現象によ

るエネルギー輸送と両方であろうといわれている。土佐沖低気圧や二つ玉低
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気圧などとL、われているものがこの種類に入り，現在行なわれている数値天

気予報でも捕えがたく，在来の天気予報でも発見が遅れて降雨予報を誤らせ

る大きな原因となっていた。

つぎに大きなスケ ーノレの現象はシノ ブチック じょう乱とかパロクリ ニック

じよう乱などと呼ばれている現象で，普通の高気圧や低気圧である。そのエ

ネルギー源は大気中の極方向の寒気と低緯度の暖気の聞に存在するポテンシ

ャルエネルギーである。特に中緯度前線帯（これはジェ ット気流の軸とも一致す

る）に沿ってこのエネルギーの波動運動への転換が盛んである。中間規模じ

よう乱と大き く異なる点は， これは対流圏全体の現象であって地表にもその

一部が見られるという点である。この規模のじよう乱については理論的研究

もよく進んでおり，実際にも数値予報としてかなりの精度で予報が可能であ

る。水平スケールは 3,000～4,OOOkmである。

地球上でもっとも大きなスケールの波動現象はフラネタリ一波またはパロ

トロピック波と呼ばれている。この場合はエネルギーを得て発達していくじ

よう乱とい うよりは，回転している地球の表面をうすく覆っている大気中の

安定な固有振動ともいうべきものである。地球だけでなく太陽や火星などに

も同種の現象が観察される。じよう乱の進行も遅く，その変化も緩慢ではあ

るが，地球表面の熱収支の分布の変動に従って長い間には大きな変化が起こ

り，季節変化や気候変動の原因となるので水資源や水災害の立場からはも っ

とも重要な大気現象といえる。

3. 降水強度の変化と水災害

京都大学防災研究所では奥田節夫教授が中心となって土石流研究グループ

を編成し筆者も気象班としてその一員に加わっている。このグループでは北

アルプス焼岳から上高地の大正池へ向かって流れる上堀沢および上々堀沢で

土石流発生率が比較的大きいことに着目して，ここに暖候期を通じて常設の

土石流観測システムを展開した。1970年と1971年の秋にそれぞれ数回の土石

流を捕え，その性格を解析することに成功し，また流動状況をフ ィノレムに収

めるこ とが出来た。ここでは気象学的な面からのみ得られた興味深い結果を

紹介する。この観測では土石流の発生時刻が精確に知られたことおよび多 く

の例について土石流の発生と降雨状況を統計的に論ずることが可能であるこ
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第1図 10分間降水量の変化と土石流発生時刻の関係
（焼岳上堀沢下流 （1971年9月6日〉）

一辺盟主単一I6. Sep. 1971) 
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とが大きな気象学的（水災害の科学としての）成果である。われわれの最初の

予想では，このような土石流はかなりの大雨でないと発生しないと思われて

いた。しかしここでの多くの例について調べてみると， 日雨量 50mmぐら

いでもかなりの発生率があり，日雨量 lOOmmぐらいではほとんど 100%の

発生率になることがわかった。しかしさらに時間雨量との対応をしらべて見

ると，も っと対応が良いことがわかった。第1図には1971年の 1例について

10分間雨量の変化と土石流発生との対応を示す。数回の土石流発生が降雨強

度のピークとよく一致していることがわかる。土石流発生の条件としては発

生日の前に数日間の初期降雨が必要なことと，発生の引金作用としては10分

間雨量で lOmm，その前後 20～30分の聞に 20～30mmの降雨があれば十分

ではないかと推察される。もっとも他の場所にこの結果がそのまま適用出来

るとは限らない。このことは土石流の予報上重要な点であろうと思われる。

また水災害の科学としての気象学の一つの特色が浮かび出たといえよ う。

1971年7月18日の兵庫県相生の災害時の10分間降水量の変化を調べてみる

と，1時間ぐらいの周期で 15～20mmのピー クが数回現われている。災害

発生時刻の正しい検証が困難ではあるが，かなりよい対応をしていたので、は

なし、かと思われる。今後の災害調査には崖崩れや土石流の発生時刻の正しい

判定が重要だと思われる。

4. 降雨域の規模

昭和32年7月24日長崎県諌早の日雨量 l,OOOmmとし、う大水害の頃から集

中豪雨とし寸言葉がしばしば新聞紙上を賑わすようになった。集中豪雨とい
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第 2図 1953年8月15日南山城大水害の
日雨量分布図（京都府内の分布）

う言葉の定義ははっきり しない。ど

のぐらい集中すればそう いうのか。

時間スケールなのか空間スケ ールな

のか，もともと新聞用語として生ま

れたのだから定義がはっきり しない

のが当然であるが，台風の場合には

あまり使われないで梅雨末期の豪雨

の場合によく使われるようである。

集中豪雪という言葉も里雪型によく

使われ， 山雪型にはあまり使われな

い。何とな く対流性の豪雨に使われ

るようである。

さて定義は別として空間的にどれ

ぐらい集中した例があるのであろう

か。最近の例ではすでに言及した

1971年7月18日の相生地区の豪雨では3時間ほどの聞に 250＝ ぐらい の

降雨量に達したが，50mm以上の降雨域で 500km2,200mm以上になると

100km2以下に限られていた。 おなじ兵庫県下でこの間青空の見えていた地

域の方が雨の降っていた地域よりはるかに広い。

もっと ドラマチックな悲劇は1953年8月15日未明に京都府南端部で起こっ

た。6時間ほどに400mmの雨が集中し，死者，行方不明336人を出したが，

京都地方気象台では晴夜で集中豪雨の気配も感じられなかった。中心部では

恐ら く時間雨量 lOOmmを超えていたと推定されるが，総雨量 lOOmm以上

のところは京都府の面積の 1/10以下であった。第2図に京都府内の総雨量

分布図を示す。

一般には集中豪雨域は細長い形をしていることが多い。一例として1965年

9月14日夜福井県と岐阜県の境界付近で日雨量 844mm,400mm以上の降雨

域 1,000km2に達した豪雨の最盛期の20時から 21時までの 1時間降水量分

布を見てみると，1時間 lOmm以上の降雨域は滋賀県南部から富山県北西部

まで延長 200kmに及んでいるが，その幅はわずかに 20kmしかない。

このよ うに集中豪雨域が細長くなる原因はいろいろ考えられる。大気中に
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含まれている水蒸気の総量を雨量に換算した値，すなわち可降水量は 20～30

mmぐらいであり，しかもその全てが降水になり得なし、から数百 mmという

雨が降るためには水蒸気を他所から補給しなければならない。首ーから湿舌，

下層ジェッ ト，集風線などと呼ばれているように，水蒸気量の多い大気下層

3,000m以下に空気が収束しながら水蒸気を大雨地域まで運ぶ輸送方法が必

要である。 台風時を除けば大気下層の風系で強い輸送力，すなわち強風が存

在するのはかなり細い帯状域である。さらにこのような湿舌が内陸部まで入

りこむためには，豊後水道，紀伊水道，伊勢湾などの細長い地峡部を通過す

るためなおさら細く収束する。紀伊水道を入ってくる場合について考える

と，南風の時はこの細長い降雨域は大阪府と兵庫県の境界付近を北に延び，

六甲山地や大阪府北部に停滞性の集中豪雨を引き起こす。また南西気流が紀

伊水道から入って くると，大雨域は淡路島付近から京都府南部をへて滋賀県

方面へ延び、る。

一方大雨域が広い範囲にわたる場合もある。上にも述べたように水蒸気の

補給が必要であるので，そういう観点から考えると大別して 2種類の場合が

ある。一方は 1959年9月の伊勢湾台風の場合のように大型台風が日本列島

を速い速度で縦断 し その聞に流線パタ ーンは刻々と変化ししかも台風が

大型であったため，わずか 1日の聞に広範囲の太平洋側と日本海側とから水

蒸気をつぎつぎと日本列島に収束させ，1日の聞にほとんど全日本に豪雨を

もたら したような例である。

もう一つの代表例は梅雨末期にしばしば見られる例で，個々の雨は集中豪

雨的な性格をもっているが，西日本から関東にまで東西に延びる梅雨前線が

1日ぐらいの周期で日本海側へ出たり太平洋側まで南下したりして，しかも

前線上を中間規模じょう乱が つぎつぎと 東進する場合である。 1961年 6月

（昭和 36年）の 36・6豪雨はこの好例で， 6月24日から29日にかけて四国か

ら関東に至る各地でいつ果てるかと思われる ような豪雨が降りつづいた。 日

本の水害史に残る明治29年の全国的な大水害もまた規模の大きいことでは代

表的であろう。

5. 太平洋高気圧と大雨

何度もくりかえして述べて来たように，大雨の予報というのは非常にむつ
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第 3図 日本各地の大雨域， 湿舌流入方向と
500mb天気図型との比較

かしいが，年々の暖候期の極東付近の対流圏全体の平均的なパタ ーンによっ

て大体の発生域を分類することは可能である。 第 3図には 500mb天気図の

型と大雨域の大体の位置との相互関係を示している。①や②の型は近年夏に

増えてきた北海道冷害，西日本干魅型のパタ ーンで前線は日本海から東南東

へ日本を横断している。この型は新潟県付近に大雨となる型である。③④は

前線が山陰海岸沿いに走り， 山陰から北陸へかけて大雨が起こりやすい型で

ある。⑤は前線が西南西から東北東へ延ひ、る型で、九州から西日本の太平洋側

にかけて大雨が集中し， ⑤は西日本から東海，関東地方の太平洋岸に大雨が

集中する型である。北方から日本付近に南下してくる寒冷低気圧と太平洋高

気圧の相対位置によって大雨域あるいは湿舌の流入方向が決められることを

示している。 普通夏季の 500mb天気凶では等圧線の走行はも っと東西に走

っており ，特に日本付近に著しい低圧部が現われることは少ない。大雨は大

気の安定度が悪い時に起こるので，日本のどこかに上層の寒冷低気圧が近づ

くことが条件となる。このよう な現象は北半球の極をとりま く大きな西風の



中島 ：降雨現象のスケールと災害 9 

流れの中で日本付近で著しく波動の振幅が増大するブロッキング現象といわ

れる場合に生ずる。したがって集中豪雨の発生の精密な位置はメンじよう乱

によ って定まるが， 太平洋側か日本海側かとい うような第 3図に示される分

類は北半球全体のノくロトロピック波の状況によ って定ま るのである。それぞ

れの型は10日くらいはつづく ことが多く ，場合によってはある年の暖候期を

通じて大体同 じ型が持続することがある。台風もまた太平洋高気圧の周辺を

通るので，太平洋高気圧の消長や位置を大気大循環の立場から予報すること

は大雨の起こり やすし、場所を統計的に予報することになる。しかし大雨の可

能性のある場所でも実際に大雨が起こるかとうかはも っとスケールの小さい

気象現象によって支配される。

6. 皐魅

前節で、述べたように大雨は大規模の気象現象から小規模の気象現象までの

影響を複雑に受けるが，雨の少ない地域というのは大規模の気象現象に主と

して支配されるとしづ特色がある。たとえば第3図の①，②の型では西日本

は高気圧に覆われてほとんど雨が降らない。瀬戸内海地方は日本では降雨の

少ないので有名で司普から塩田が栄えたが，夏季この方面が早魅となるのに

は二つの型がある。一つは今述べたように，太平洋全体から見ればむしろ太

平洋高気圧が分断された形で西日本の上空だけに小規模の高気圧が居すわる

型である。もう 一つは太平洋高気圧の勢力が広域から見ても強く ，日本全体

が皐魁となる型である。

今前者の型は小規模だといったが，それでも西日本を覆う ぐらいの規模は

あり，瀬戸内だけでなく 山陰側も皐魅となる。ただ太平洋側は台風の接近な

どでこの高気圧の弱まった時にはやや雨が降り やすし、。一方，冬になると季

節風で山陰側には雪が降りやすい。したがって，瀬戸内海の年降水量が少な

いのは主として冬季の山陰側との相違に原因しているc

気象現象からはなれて水資源とし、う立場から早魅について考えてみよう。

日本の災害史をひもとけば， 皐魅という文字が非常に限につく 。しかし近年

すなわちこの20年ほどあまり 聞かれないのは何故だろうか。日本が農業国で

あったこと，交通が不便だったこと，大名ごとに地域が分割されていたこと

などがその被害を大きくしたものといえる。早魅の被害は水稲に重要な梅雨
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期から初夏にかけての水不足が問題にされて来た。しかし近年になって品種

の改良，農薬の改良，水の計画的使用， 交通の便などによって状況は著しく

改善されて来た。

ところが一方，日本の工業国と しての発展，人口の飛躍的増大によって水利

用のパタ ーンは一変して来ている。飲料，工業用水，電力用水としての水資

源の問題は年ごとに緊迫の度を加え，皐魁という言葉から潟水という言葉に

変わって問題は重大化して来ている。このため水資源は昔日のように 5～7

月より秋から冬，春にかけて重要視されるようになった。その上さらに近年

気象パタ ーンも異常を示しはじめ，台風が滅り秋の降雨不足が気象学的にも

目立って来ている。

7. 砂漠の気象

皐越の話から砂漠の話に飛躍してみよう 。砂漠といえぽ焼けつくような太

陽の下で灼熱の砂の上をい くラクダといったイメ ージが浮かんでくる。 地球

上の地表気圧の分布を見ると，赤道の南北両側に高気圧帯があり ，そこでは

沈降気流が卓越していて乾燥地帯を形成している。しかし海陸の分布などの

影響で必ずしも地球をとりまいてつながってはいないっ南米大陸の太平洋側

にあるアタカマ砂漠を例にとって考えてみよう 。

チリ 北部は南半球の中緯度高圧帯がほとんど定常的に東西に延びていて，

上述のように下降流地域に覆われている。ここでは気温も高く雨はほとんど

降らない。あるいは場所によっては何年にもわたって全然降らないといった

方が正しし、かもしれない。

もう少し北のベルーに入った部分で、は，気象的条件はやや異なってくる。

ここでは中緯度高圧帯の北端に位置しているので東風が卓越している。ここ

では 5,000mを超えるアンデス山脈を吹きおろす東風が下降気流の原因であ

る。さらに新しい条件が加わる。南米の太平洋岸沿いに北上して来たベルー

寒流はここでこの東風のために西に向きを変えている。ベノレー海岸では海流

が西に向きを変ていくため，海岸近くでは海水が表面で東西方向に発散しそ

れを補償するため湧昇流が起こっている。 水温は深いところほど低L、から寒

流の効果とこの効果が重なって表面水温が著しく低くなり，したがって海岸

地方の陸地でも非常に低温である。海岸地方では地表が低温であるため空気
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の成層がきわめて安定であり，毎日露が発生するが，雲が著しく発達するこ

とはなく降水量は年中ゼロに近い。

砂漠の話が出たついでに降雨ではないが， 蒸発の問題を少し考えてみるこ

とにする。水資源の立場から植物があるのとないのとどちらが地中の水資源

の保護に役立つか。植物に覆われていると地面が太陽熱の直射を受けること

はなく，風も弱まるので地表面からの蒸発量はたしかに減少する。しかし植物

の表面からの蒸散量はそれを上回ることが多いようである。単に蒸発を防ぐ

だけが目的ならアスフアルトのようなもので覆いをする方が有効となろう。

8. 大雪

話を日本に戻して冬に入ろう。しかし雪と雨とは昔は大変異質なものと考

えられていたのが，最近の研究ではそのメカニズムにはかなり共通したもの

が多いことがわかってきた。台風時の地形性の大雨に対応するものは強い季

節風のいわゆる山雪と呼ばれているものである。

しかし里雪性の豪雪は集中豪雨の場合と同じような大気の安定度に関係の

深い現象である。日本海の表面水温は冬でも 10°C以下になることは珍しく ，

シベリア方面から来る空気の下層から顕熱と潜熱を供給し大気の成層を不

安定化するのに大変役立っている。一方シベリア方面から日本付近の対流圏

上部に寒気をもたらすメカニスムは夏と同様北半球をとりまくパロトロピッ

ク波の極東域での不安定化に頼らねばならない。このような準備が出来上が

った上で，も っと小規模なじよう乱によって集中豪雪が起こることも夏と同

様である。

しかし水資源や水災害とし、う立場からは雪と雨は非常に異なる。雪崩のよ

うな破壊的な災害もあるにはあるけれども ，経済的な要素の方が大きい。 こ

のような観点から太平洋側の雪について考えてみよう。西日本の太平洋側の

雪には気象学的にいって 3種類がある。第一番目は極東付近のパロトロッピ

ク波の娠揺があまりにも大きくなって， 上層のトラフが東支那海方面を南下

しすぎた場合で、著しい寒冬に対応する。普通の冬では季節風が北西風である

のに，この場合は西南西の季節風となり， 九州が季節風の正面になり，日本

海側の一部ではむしろ下降気流で晴天となる。第2の場合は，琵琶湖付近な

ど日本列島の比較的低い部分を超えて日本海側の雪が太平洋側まで細い帯状
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に延びてくる場合である。たとえば三重県の一部では太平洋側にあっても冬

季だけ日本海岸の気候になるところがある。第3の場合がも っとも興味深

く， 土佐沖低気圧による大雪である。これは暖冬年に発生する。太平洋側を

東進する低気圧によって太平洋側でかなりの雨量になるが山地や内陸部で気

温が 4°Cぐ、らいより低いところではこれが時ならぬ大雪となる。

西日本では豪雪地帯でないため特に大都会や道路は雪に対して大変弱い。

大阪などでは積雪 5cmで大雪注意報が出されるほどである。 雪は雨とちが

って視程障害を起こしやすいため，海 ・陸 ・空の交通はわずかの雪で完全に

麻痔してしまう 。さらに悪いことにはこの種の雪は比重が大変大きく，日本

海側の雪の 5倍ぐらいの場合があり，わずかの積雪でも都市のアーケードや

農家のビニールハウス，杉の林などに対する破壊力はきわめて大きい。

この種の土佐沖低気圧は予報がむつかしいが，中間規模じょう乱としてそ

の一生を終ってしまう場合と，急速に発達して大気上層のトラ フと結びつい

てシノプチ ック の発達した低気圧となる場合があるc この場合は進行速度も

急に増大して三陸沖で大規模の海難を起こすことが多い。また西日本から東

海，関東，東北，北海道にかけて暖かい雪を多量に降らせる。北海道の場合

でも季節風型の雪と太平洋低気圧型の雪とは雪質が全然、異なり，送電線の被

害や漁船の着雪による不安定化などの被害はこの場合の方が大きいぐらいで

ある。

9. 温暖氷河と寒冷氷河

氷河といえば日本にはなく，われわれの生活には縁のない現象のように思

えるが，外国では重要な自然の夕、ムと してその思恵に浴している国も多く，

また全地球の気候変動を考える上で重要な役割を果たしているものであるか

ら，日本でその研究が不要であるというわけにはいかない。

きてアラスカには多数の氷河があるが，すべて同じ性質ではない。太平洋

側のカナダとの国境近くにある氷河は温暖氷河といわれ，実際付近の気温も

日本とほとんど変わらない。 しかし北極海に面した氷河は寒冷氷河であっ

て，著しく寒いところにある。氷河の中ではどのよ うなことが起こ っている

か。上流部では降雪によって氷河が次第に堆積しよ うとするが，河のように

氷が下流へ流れるためおおむね氷の量はパランスするつ一方下流部では上流
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から流れて来る氷が温度が高くて融けるため，やはり水の量は一定を保って

いるのが普通である。したがって氷河が発達するためには上流部で沢山雪が

降ることと，下流部でなるべく融けないことである。大気中に含まれる水蒸

気の量は気温が高いほど多く， これは冬に雨量が少なく夏に雨量が多いこ と

からもわかる。一方なるべく氷が融けないためには気温が低いほどよい。温

暖氷河というのは，上流部で多量の降雪があるが下流部で多量の融雪がある

場合で，流動速度も大である。寒冷氷河は上流部の降雪量が少ないから，な

るべく融けないように大事にしている氷河のことである。

気候変動を論ずる場合，寒冷氷河のことだけ考えるのは片手落ちである。

筆者が数年前訪れた南米南端のパタゴニヤ地方の氷河では，年間降水量が

4,000mmもあり，日中は氷河の下流の氷の上でも気温が 15°C以上になっ

ていた。このような温緩氷河は大陸の西岸に位置し中緯度のジェット気流

の軸が大陸の西側の山脈に当るような場所に存在する。温暖氷河と同じよう

な関係は日本の中部山岳地帯の降雪地帯についても言え，名古屋大学の樋口

敬二教授の研究結果にも発表されている。すなわち冬に大雪になるかどうか

と，夏に融けやすいかどうかが万年雪が出来るかどうかに関係するのであ

る。

ところがヒマラヤ東部のネパール側の氷河を調べてみると面白いことがわ

かった。ここでは冬には雪は降らず夏にモンスーンの影響で雪が多い。した

がって積るのも融けるのも夏が勝負ではなかろうかと思われる。氷河にもい

ろいろあるものである。

さて気候変動を調べるのに，世界中の氷河が下流に延びたかどうかを調べ

ようということになり，最近は世界的に国際水文計画の一つの事業として調

査が行なわれている。ところが不思議な現象が調査をまどわせている。常識

的には世界の気温の低下と共に氷河が次第に発達すると考えられているが，

氷河の運動をよく見ていると，途方もなL、急速な前進をすることがあり，し

かも同じ地域でそれは全く不規則に発生することがわかり，これはサージ現

象と呼ばれている。筆者が訪れた南米の氷河で、も，日本を出発する前に船で

進入しようと計画していたフィヨルドの奥の部分が， lOkmも氷河の急激な

前進によって埋めつくされていて，計画の変更を余儀なくされた。近年この

現象は世界各地で発見され，ソ連やアラスカのように，そのための観測計画
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がなされているところもある。そのメカ ニズムははっきりしていないが，上

流部で氷量がある量を超えると氷河の中に烈しい波動現象が起こって，末端

が一挙に延びるのではないかと想像されている。 したがって延びすぎた末端

部は気温の高い低地にいったため長時聞をかけてゆっく り後退していくので

あろうともいわれている。

氷河や氷陸は気象条件によって作られるものであると同時に， その存在は

気象条件に対して逆に大きい影響を与える。も し南極大陸周辺の海域でサー

ジのような現象によ って氷が広がったり流氷域が増大したりすると，海面の

場合にくらべてアノレベードが増大して地球が受ける太陽熱が減少することに

なる。このように地球上の氷雪分布は地球上の表面の熱収支に大きな影響を

もっており ，したがって大気大循環の変動にも関係して来る。大気大循環の

パタ ーンに変動が起これば，ジェット気流軸の位置や強さに関係し温暖氷河

の消長に関係する。

これと同じよ うなことは海洋と大気の聞についてもいえる。冬季寒くてオ

ホーツク海やベーリング海に海氷が多く出来ると， 春から初夏にかけて流氷

の影響で北太平洋の表面水温が下がり，それがまた気象条件に関係する。

10. あとがき

以上の各節において，降雨現象のスケールと災害現象のスケールとい う観

点からいろいろの話題にふれてきた。気候変動について書かなければしめく

くりがつかないのであるが，このことについては 『水利科学』No.81に詳し

く書かれているため重複をさけたい。

しかし水資源にしても水災害にしても突発災害としては小規模スケールに

注目しなければならない一方，長期の経済対策としては大規模スケールの現

象の長期変動を経済社会の変動とも結びつけて考えることがきわめて重要で

ある。

今年も地球寒冷化が叫ばれている中で，日本は記録的な暖冬に見舞われた

わけであるが，気候変動を論ずる場合にも地球全体の問題と日本の局地的な

問題を区別することは重要である。早越のところで、述べたように，太平洋高

気圧全体としては弱まっても，西日本に小さな高気圧が居すわったために皐

舷が生じ得ることなどもその一例である。時間的スケールが大きくなる こと
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と空間的スケールが大きくなることとは必ずしも対応しない場合があり得る

のである。

南半球の場合のように，大陸が少なくて気流がほとんど東西の場合には気

候変動もまた比較的単純であって，チリの首都サンチャコはジェット気流軸

が北偏している場合には降雨量は大となり，南偏すると砂漠的気候となる。

したがってジェッ卜気流軸の北側に位置するサンチャコ’のようなところと，

南側に位置する地域では降雨量に関する気候変動は逆位相になり得る。しか

しジェッ卜気流の位置が変わらず，強さだけが変動すれば同位相の変化もな

し得る。この例からもわかるように，世界各地の降雨の変動は逆位相のとこ

ろや正位相のところが混在して複雑なはずである。ところが数十年というよ

うな比較的長周期の変動に対しては案外位相が合う場合がある。

（京都大学防災研究所教授 く災害気候部門〉理博）
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