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《座 談 会》

台風予報官のなやみ［ 2J

（
出席者）

田 辺 三 郎 （気象庁予報部予報官）
宮 内駿一 （
田村邦雄 （
大塚竜蔵 （

/
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/

/
/

/
/

武 藤博 忠 （ 水 利 科 学 研 究 所）
（
司 会） 荒 川 秀 俊 （気象研究所 予報研究部長）

荒川

昨年もやりましたけれど も
， 「予報官のなやみ」第 2固とし て
， 田辺 ・大塚 ・

宮内予報官，それに新顔の田村予報官にお願し、し まして，こ れから座談会をやらせ て
いただきますc
今年 l
土第 2室戸台風などと L、う非常にでかし、台風がきて，相当な被害を出しており
ますが，そのほかにも関東地方にくるかこないかといわれた大きな台風がありました
し 真夏に西日本に仁がった台風が 2つほどあり ましたね。それから 中部地方に ，い
わゆ る集中豪雨な んかもありまし て
， かなり気象災害の起こった年でござ います。つ
きましては，防災のために，日夜働いておられるみなさんのご苦心談，裏ばなしとい
うようなものを，聞かせていただきたいと思 L、ます。まず，田辺さんから，どうで −
r
力、
。
田辺

だいた い今年
（
土 L、
ろ いろ異常な年ーだった んですね。年のは じめに北陸（こ大雪

があり，とくに新潟県の平野部にたく さん冨が降 って
， 国鉄をはじ めと して，交通機
関：二大混乱を起こした。それからいま荒川さんが， 台風と雨の ことをお話しになりま
したけれども，大阪へきた台風が第 2室戸台風というふうに，昭和 9年の室戸台風に
くらべられるほどの台風であった。しか L死者が少なかったという こと で，気象庁も
おほめを いただ いて おります。 これはこ のあと いろいろ お話が出て くるよ うな点で ，
防災対策がよくし 、
ったということですけれども，そのなかにまたわたく しどもの悩み
があるわけです。
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防災気象官
荒川

それで防災対策というんですが，防災予報官というのが，今年はじめて発足

したんですね
田辺

防災気象官ですね。

荒川

防災気象官は，どんなふうに配置されていますか。

田辺

気象庁の本庁；こ 2名，それから各地方予報センターに l名ずつ配属されてい

ます。それでもう一つ の今年の特徴は， 6月末：こ梅雨前線豪雨 という ，非常に大きな
雨がありましたが，そのほかにも，そのころから夏，秒、を通して，北海道から西日本
まで非常に大雨があり，これらの多くの部分が台風とか熱帯低気圧；ニ関係してい る守
つまり今年は全国的に起こった大雨の原因 の一つは台風である，ということと，それ
からこれは災害ではな L、んですけれども，今年（−；：非常に暑い夏だ った。春から秋とで
暑かったということですね。 こうし寸非常に特徴のある年だ ったと思うんです。
今年の台風
荒川

それではまず，災害の王様である台風から始めたいと思うんとすが，日 ？
↑
に二

上陸した のは，夏から初秋にかけて西 日本にきたのは 2個でしたね。
宮内

3つといえば 3つなんですけれども，

荒川

それから例の第 2室戸台風，最後：こ 24号台風ですが（第 l図参照） ，
第 2と
き
戸

lつはほとんど名もないやつです、

台風に焦点を絞って，大塚さんからひとつ
大塚

わたくしは去年のこの座談会で最近，台風には 2年周期がある，それでおそ

らく今年は大きいのが出てくるんじゃないか，ということをお話ししましたね。去年
の『水利科学』に載ってし、ますが，たまたまそれが幸か不幸か的中 Lまして，今年は
第 2室戸といった大きなものが出た。この 2年周期というのは，去年り『水利科学」
を読んでいただけば，わたくしのいったこと がわか るんですが，そ の後，予報採の館
さんが別の期聞をとって調べた調査が，学会機関誌の『天気』に載ってし、るんです 3
それは材料が昭和 1
5〜34年の 20ヵ年で，本邦l
こ死者 ・行方不明者あわせて 500名以上
l個あった。 20ヵ年で l
l
の被害をもたらした台風を調べたものですが，それが全部で l

個ですから，だいたい 2年に l回の割合で，大きい台風がきているということをいっ
ているわけです。わたくしが去年，述べたのはわたくし個人の材料で調べたんですが．
だいた L、同じようなことをいわれて L、るわけで，たまたま去年は大きいのがなくて，
今年第 2室戸が出たとし、う結果になっている。
この第 2室戸台風の規模が，どの くらいのものであったかということをわかりやす
く説明しますと，こういうことになるんです。それは第 2室戸台風で，注意報，警報
を出した気象庁管下の地方気象官署が 65ヵ所で，この 65ヵ所は全部，注意報，警報担
ままでにない んですね。
当官署です。全官署が注意報，警報を出したと し
、
う 台風は L、

座談会台風予報官のなやみ（ 2〕

1
2
7

第 1図

（
注
）

・印は 9時
， O印は 6時間ごとの位置を示す

第 2室戸に関しては全部出しております。これは伊勢湾台風のときはどうかというこ
とで，たとえば暴風雨警報だけについてみますと，伊勢湾台風については 48ヵ所，そ
土1
9ヵ所，これに対して，第 2
れから狩野川台風については 27ヵ所，今年の台風24号 l

室戸で暴風雨警報を出したのは， 57ヵ所になっている。これは調査係で調べた確実な
資料です。こういった点からいっても，第 2E
l
[戸が非常に大きな規模をもっていたと
いうことがわかると思 L、ます。
それから別の面でみますと，日本付近の台風で，陸上観測して最低気圧を観測した
ベスト・テンというものが，いろいろな本に載ってし、ますが，そのベスト・テンのな
かで，第 2室戸がどのくらいのところ；q 心、るか，これはあくまで上陸時の最低気圧
ですが，上陸時の最低気圧だけとってし、うと，第 2室戸の場合は，室戸付近に上陸し
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たときは 9
3
0
.
9 ミリパー／レで， わたくしの調べによりますと第 6位です。第 5位が一
昨年の伊勢湾台風で，これは潮岬の西に上陸したときが 929.5ミリバーノレ，これについ
で第 2室戸が上陸時の最低気圧を観測した。こういった規模をもってい たわけです。
暴風雨警報の発令区域が非常に大きかったということからいっても，記録的な台風で
あった。しかしそのわりには，伊勢湾台風の 5,000名近い死者に くらべて，死者 ・行
方不明者 200名たらずで，非常に被害が少なかったという点においても，これはし、ろ
いろ話題になる大きな台風の一つだというように思っております。
荒川

第 2室戸台風が，気象庁の歴史では第 6番目に強レという 台 風 で あ っ た の

に，死者 ・行方不明者が 200名たらずとしうわけで，非常に少なか った。 200名たら
ずという のは，幸いであ ったんですが， その一つの理由は， とにか くみなさん予報官
の努力で ，適切な警告をかなり前から出していたこ とによるんだろう とい うわけで ，
わたくしもおよばずながら朝日新聞にけなすばかりでなく，ほめてやってくれという
投書をしたわけです。（笑）ところがそのつぎの日，そのためかどうか知りませんが，
政務次官が酒を何本かぶら下げて，慰問にきてくれたのを知って，気をよくしている
んです。（笑）どうですか宮内さん，第 2室戸台風の防災にあたって，どんな苦心がら
りましたか。それをお話し願えませんか。
宮内

わたくしは第 2室戸の防災面が非常に徹底したということのいちばん大きな

朝というものに対する関心が非常に強まっておったことが，
原因は伊勢湾台風で，高i
土台ではないかと思います。というのは，高潮とし、う観念がこれまで強くはいってお
.
;
:24号の問題にもな るん ですけれど も，伊勢湾台風で非常にいたい経
ったのは，後で 1

験を積んだためです。予報を出すわれわれの側も，

般の予報を使って防災する人に

も高潮の恐ろしさが渉みこんて、おったのが根本でそれが幸いしていた と思 うんです。
実は第 2室戸もある時期にはかなり予報がはずれておったんです。というのは，沖
縄心少 し南から ，名瀬， 九州の南にかかる！日j
の予報が，ほとんど東シナ海のほうに も
ってし、ってまして，北東に曲がるという線は弱かったのです。しかし，これが海の上
で，まだ直後本土にかかるとし、う段階でなしに，はずれても影響のない時期にはずれ
が起きておったから，あまり問題にならなかった。その後ふ台風が名瀬の南付近か
ら，こん どずっと 東：こ進む傾向が出たころには予報はまた実際よりかなり東向きの予
報が出ていたんですげれども，ちょうど四国の沖にかかり，木土に影響が大きくなる
ころから予報が軌道にのり，当たりはじめたとし、うわけで，予報者にとっては，かな
りラッキーな点もあったとわたくしは思います。四国南からずっと北東に進むという
進路ですと，台風のノーマノレ・コースになりますので，予報者の側からするとやりい
いし， 予報の乱れもほとん どなく なります。実際被害の起 きる ころに，割合にう ま く
いったのは台風の進路がノーマノレ・コースにはいったためとわたくしは考えておりま

九
それからいろんな台風がありますけれども，台風をみておって ，われわれの予報が
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むずかしくなると Lづ 段 階がある わけです。一般に 台風は太平洋の ほうから北西に進
んで，本州の南で北東に転向するというコースをとりますが，そのうちでも，予報の
やさしい区域と ，非常にむずかしくなる区域がある。第 2室戸台風ですと，ちょうど
沖縄から九州南側ぐらいにかけてが，むずかしい区域であったんです。 これはわたく
し個人の考えでは純熱帯的な台風が，だんだん北のほうに上がって き ζ，温帯低気圧
の性格を帯びてくると L、う性質の変わる時期にあたっていて，性質の変化する付近の
予報がむずかしいんだというふうに考 えておるんですが，第 2室戸は幸い台風の性格
が変わってくる時期が，かなり南のほうで起こって，上陸するころは予報の当たりや
すい時期にはいっていたので，われわれにと って は，割合すっきりした形で，内地に
上陸する時期を予報できた と
， L、えそう に思う んです。
荒川

そ うする と
， 第 2室戸台風の特徴としては ，どん なことが挙げられるでしょ

うか。非常に強い台風であ った ということが，まず第ーでしょうが，予報が割合しよ
いような径路をとってきたという こと も，一つでしょうね。高潮のほうはどうでした
/
J
。
＞

田辺

特徴ということの意味合いが，ちょっとわからないんですが，台風自体でい

し、ますと，さきほど大塚さんからお話があ ったように，昭和？年の室戸台風，終戦の
年の枕崎台風，それから一昨年の伊勢湾台風につぐ相当強レものであったということ
が一つ ，第 2番目は これは結果の話ですけれども ，径路が非常に室戸台風に似ておる
んです。そして大阪湾 l
こL、ちじるしし、高潮が出たということ，それから高潮以外で
も，近畿地方，新潟県に非常に大き な被害があった ということ で
， 全体として室戸台
風：ニ似ている。そうしづ点で第 2室戸台風とし、う名前をつけたわけです。
宮内

それから，台風にな ったのが エニウェトクですが，東経 160度よりまだ東で，

台風になっていま すね。発生はク エゼリン の東のほう で
， 非常にはるばるときたとい
うのも，一つの 特徴だろうと思うんです。
荒川

はるけく もきっ るものかな

田村

さっき の予報がうまくいった，やりよかったという話に，ちょっとつけ加え

ですね。

ますと ，こ の第 2室戸台風は，こんど完成したレーダ ー網に非常によくかかった。そ
れ C適切につかまえることができたわけです。
荒川

それで田村さん，現在のところ，レーダー観測所はだし、たい西日本に多いん

ですが，どことどこに ありますか。
田村

(l）沖縄にありますね。それから（ 2）名瀬，（ 3）穂子ヶ島，（4）福岡，それ

から非常に大きい レーダー のある（ 5）室戸，（ 6）大阪にもありますが，そ ういうのへ
全音防ミかつてきたわけです。毎時間の位置が正確に追えて，また台風が温帯化しなく
て，非常に目がはっきりしていたので，レーダーできれいにつかむことができたとい
うことも ，安心して予報が出せたということになる わけですねc
荒川

いま新鋭観測器械として ．レー ダーの話が出たんですが，予報官が L、ちばん
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頼りにしている観測はレーダーと，そのほかなんでしょう。
田 村 飛 行 機 で す ね 。 北 様 30度線より 南のときは ，だし、たい飛行機，それからだい
たい北緯30度線を越えますと，レーダーの観測網へは L、ってくる。室戸のレーダーは
400キロまできくわけです。だからいちばん頼りにレC
,
¥、るのは，米軍の飛行機観測，

そして近くへくるとレーダー，こういうふうに使い分けしているんです。
田辺

その点，第 2室戸のときはとくによかぺたんです。リレー式：こ沖縄，名瀬，

種ヶ島，室戸岬と L、うふうに観測網にはい行た。
荒川 結局，そういうふうにつぎつぎはいるほど，台風のスケールが大きかったわ
けですな。

田辺

そういうこともあります。

宮内

コースもレーダー観測に都合の L、
L、ところへきたわけです。

田辺

とくに田村さんはそのころ，レーダーを使って，いろいろやっておられたん

ですよ。
荒川

これは予報が非常に

7まくいった例ですが，最後に日本ヘ上陸せずにし、 f
二台

つ

風とじ亡， 24号台風がありますねc この台風の動きはどうでした c 田辺さんからひと
田辺

24号は 1
0月 1
0日の朝，房総半島をかすめて通った台風で，全体としては進路

予報がよかったと思いますけれども，東京の南；こきましたときに，多少よろめきがあ
ったというふうにいわれております。もともと台風予報には，進路予怨というものと，
それに対する防災対策がからみ合っているわけですねc これは予報官の久米さんがよ
くいわれるんですけれども，南方海上にありますときは，船舶に対しては， 40度避航
法といって，台風が北西に進んで L、るとき，船舶はその方向から左右40度の幅をもっ
て，待避する処置を考えて進めている O 実際，フィリピン航路とかオーストラリア航
路の船が南方で台風が前面にきたときには，気象庁の出した海上警報；こ対して，台風
の速度なり，自分の船の速度なりを考えて，待避の処置を講じますc 船は動くもので
すから，台風の移動を考えながら，自分の位置を変えることができるげれども，陸上
では動きがとれなし、 c したがって防災対策がまた違ってくるわけです。
伊勢湾台風以後，し、ちばん問題になりますことは，東京湾，大阪法，伊勢湾の高潮
ということが，非常に関心の焦点です。これは東京にもしも高潮がきたら，江東地区
に大きな災害が起こるだろうということが，よくいわれて L、ます。それで気象庁では
一般に扇型の幅をもたせて予報を出し ますけれども，そのなかで，関東の南に台風が
きた場合，東京の東を通るか西を通るかというのが，防災対策上，非常に大きな問題
になります。
荒川

それでこの点ははっきりうかがし、た L、んですが，防災対策として，気象警報

ばオーバーに表現すべきか，あるいはひかえ目に表現すべきかとし、う根本的な問題が
ありますねc 最近の気象庁予報部における警報を出す考え方としては，用心しろとい
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うために， 事実以上：こお どすーー とい っちゃ悪いですが，そうし、うつもりで 警報を出
す のか，あるいは少 しぐらい子遅れになってもひかえ目に警報を出すのか，どっち つ
つもりなんですか。
宮内

それがいちばん問題だと思うんです。わたくしの考えでは，気象庁一本勺全

c やはり防災対策を やる種別によって， 動きゅ
部に号令するようなゆき 方はでき な L、

遅いとこ ろだっ たら， 早めに出すとか， 短時間で動かせるものなら， ぎ りぎりまで待
っとか，いろいろ区別して出さなきゃいけないのを，なにもかも一緒；こ出していると
L、と思えば，片っ方からくいつかれると しう現象がしょっち ゅう
ころで，片 っ方がし 、

.
n、かと 思うんです。
起こる んじゃ t

24号の問題の

とき， 八戸の航空基地｛二 L、
る円城守

君が意見をい ってきま して，これ （主おも；こ飛行機関係の防災 を担当 しているん ですけ
れども，こ の人の意見ですと，第 2室戸のとき ，気象庁で台風は北東｛こし、くといっ C
L、るのを，もっと 北上すると悪めに解釈して，何機か編隊を鹿屋まで逃がした u

とい

うのは ，まだ室戸付近 （こさしかか る前で，気象庁でに北東に進んで八戸の南を通ると
L、う予報のとき，すでにもっと感めに考えてそう 1
，、う処置をと

ったということですご

それか ら24号のと きは， 気がらく だった そうです。 東へ寄 ってし、て西ヘス、レ る心配が
なし、から，三保へ逃がした。 いずれも君、め；こ解釈して早く子を打った。ですから気象
庁のやり方は．あまりこまかし、ところにとらわれちゃって，防災対策に一本クギが抜
けてし、るんじゃ ：
亡いか， とL、う意見なん− c
す。
飛行機のように 機動力 のあるも のであ ったら，そ れも 一つの方法かなと 忠うんです
けれ ども，わた くしは L、まの気象庁のやり方は，少し新問， ラジオに ウェイ トがかか
りすぎてレるんじゃないかと思うんです。新聞なんかとしては，こうだと書いたのが，
翌 日こ っちへレっ ていたというのは，非常に気になること なんでしょう c ですから絞
って， しかも親切に親切にもっていったところが，ちょ っとよろめい た という感じを
初対策をやる 東京都の当事者 心みなさん
与えて，たたかれましたけれども ，実際に高i
はああし、うことに対して，それほとやには思ってないんぐすね亡ですから防災対策をや
る人の動きに応じて，この種の仕事はこの時期でないと手が打てないんだとしづ時間
的なへだたりと，台風進路の幅というものを，種別：こよって加減してもらわないこと
には， 一部から くいつかれ， 一部からはほめられると L寸現象になると思うんです。
この円城寺三佐の意見ですと，少し悪め に大筋で一本線を決めて， それの 範囲を早く
j
壁けてしまうとし、う処置をとらない と
， 実際勤きが とれなくなるんだ ということなん

ですが，飛行機関係だからそういうんで，船は船，陸上の高潮対策は高潮対策という
ように，いろいろサジ加減があると思うんです。それがないために，こんどは暦 乃よ
うにぴったり 当たらなければなら ないとこ ろに ，追いこまれち 平 うんですね。

田辺 全般的に は，いま宮内さんがい たよ うに ，いろい ろ批判されることも あり
＇
）

ますけれども，あれでよかったという声も相当多いんです。
荒川

ええ，そ うでしょうね。
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田辺

もともとこれは予報の問題ですから，まずーっには，予報技術の問題がある。

それからこんど宮内さんがし、ったように，それぞれに防災対策というものがあるわけ
う 制度も できて処置しているわけ
です。そういうもののためにこそ ，防災気象宮と L、
で，今後，一つにはわたくしどもの予報技術そのものの問題と，そう L、う予報なり警
報をどういうふうに使うべきかとし、う防災対策をもっともっと発展させなきゃならな
L、
c しかし，これでよかったという芦のあることも事実です。

荒川｜

古いことを申し上げて，失礼かもしれませんけれども，わたくしも前に予報

官をやってし、たことがあるんです。昭和 6年ごろで，わたくしが気象庁にはし、ってま
もなくです。ちょうど昭和 6年 l
l月 1
4日に，房総をかすめた台風がきて，東京も暴風
雨になり ました。 そのと きにわた くし，予報 の当番をして L、たんですが，当時，暴風
雨警報というものは，数年に 1回しか出していないんです。それでわたくしはまだ予
報官としてホヤホヤですから，その数年に 1回の暴風雨警報を出すのには，ちょっと
ためらって，外出してし、た藤原先生に電話をかけて，
か」と，

『暴風雨警報を出すがよろしい

うかがし、 をたてた。そした らもう l
l月 14日で，季節もはずれておるか らでし

ょうが，ほんとうに上陸するまでは，暴風雨警報を出すなと L、う。しかしどうもつっ
かけてきそうですから出しちゃったんです。 出したあげし藤原先生は出先から帰っ
てこられないほどの暴風雨になった。かなり，ひどい暴風雨になったんです。
そういうように，昔は暴風雨警報というものを非常に出し惜しみをしたんですね。
ひどい暴風雨にな ることをほんとうにたしかめてか らでな ければ，出 さなか った。こ
のごろはいろいろ社会情勢が複雑にな／〉てきて，早く暴風雨警報を出してもらわなけ
ればならんことも多いでしょうから，暴風雨警報を出すのに，どうし、う政策になって
いるのかと思ってお聞きしたんです。しかしこれは一本、／ンが通っていてもし叫、と思
うんですね。

田辺

、／ンはありますよ 。要す るに気象警報とい うやつ は，重大な 災害が起こるお

それのあることを警告してやる予報ということですから
荒川

それは定義ですがね。予報官の心の持ち方としては，（ l）こなくてもし叫、か

ら用心して出すのか，（ 2）少し遅れてもた しかに暴風雨になるのを見定めてから，出

すのか
田村

i

。

いや， L、まは音と違って，災害の規模が大きいんですね。社会情勢が変化し

ていると忠うんです。それが一つ，それからタイミング，たとえば東京の下町の者を
避難させるのに，最低 6時間ぐら L、かかるのです。だから 6時間前には決心しなきゃ
ならないということも一つです。最後まで待って，

1時間前に正確な予報を出すか，

ある程度はずれを予想して早自に予報を出すかということになると，こう L、う社会情
勢ではある程度のロスというものを考えなければ，どうしてもいけないんじ平ないで
すか。たとえば，おどしておいてこなかったときの被害とぜんせoんなにもいわないで
おいて起こった被害とは非常に違うと思うんですよ。予報官の心理としても，いろい
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ろの社会情勢を考えて，どうしてもさきに出すような考えになってくるわけですね3
この間も東京都へいって話したときに，響報を出す前の段階のいろいろこまか L、見込
みを別に知らせてくれ，警報は最後に出すようにして，その心づもりを流してくれと
し、うわけです。心づもりというと，やはり予報になりますからロスになる C くるぞと
おどしておいて，こない場合があるが，それで L、し、ですかといったら，むこうでもそ
ういうことは十分考えているから，さきに教えてくれというんですね。一刻も早く情
報を知りた L、。だからわたくしたちの考えとしては ，ある程度のロスを考えてやらな
きゃならないと思うんです。
大塚

気象庁で発表する注意報，それからその後に，重大な被害が予想されて出す

警報の問題は予報官として，非常に考えなければし、けないんですけれども，純技術的
に考える場合，これはあくまでも精度のし、 L、ものを出さなきゃならなし、 c 受取るほう
の立場としても ，個人個人の意見を聞いてみると，なるべくあたったものが欲しいわ
けです。はずれちゃ困る。予報ですから，はずれてもやむをえない場合があるんです
が，やはりしっかりした精度のし、 L、ものを出してもらいたい c しかし一方対策を議じ
る機閣になりますと ，個人の意見とはだ L、ぶくい違ってきて，対策を講じる以と，そ
こに為る程度の時間的余裕が欲し L
。
、 1時間後にこうくると予報して，それがあたっ
たとしても，それでは対策がとれないわけです。東京都の河川部の関係者とも話した
んですけども，たとえば高潮注意報，替報の場合，結果的にははずれたことになって
も，早めに出してもらったほうが，予防措置が講じられるとし、うわけですc 人民を配
置するとか，水門開閉の管理者に待機の姿勢をとらせるとか，そういうことが，さし
迫った警報では，まにあわないとしう意見が強かった
G

ですから体系からいえば，非常に精度の高いものを十分予防措置を講じられる時間
を考慮して早めに出すということが，いちばん理想的になってくる。しかし技術的な
立場と防災面の利用者の考え方と，現状はマッチしない面があるわけです。アメリカ
のある研究所の人が書いたものを読むと，その人は L、ろいろな警報を災害面から重視
して，その心理的効果を実質的な防災面から論じているわけですけれども，結論とす
るところは精度の L、し、ものを出すにこしたことはない， しかしある程度はオオカミ的
な内容になってもやむをえないんじゃないか，あたって大きな被害が生じるよりも，
はずれても防災処置を講じて，災害がなくてすんだほうが，経済的にいっても，十分
な効果があがるんじゃな L、かと L、う結論をしているんです。

田辺

だいたレ防災機関などに接触した範囲で、は，みなさんのお話のようなんです

けれども，武藤さん，いかがでしょうか，第三者として。
武藤

わたくしどもしろうとの受け取り方一一一わたくしぐらいのしろうとが，世の

中にはいちばん多いわけですね。これがどう受け取るかとし、う問題なんですが，さき
ほど宮内さんが，さまざまな情勢から結局，予報というものは，きっちりした狭い範
囲に追いこまれざるをえないというお話をされた。そこでいちばん記憶に新しい 24号
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台風のことを思い出してみますと， 24号台風は 10月 P 日の午後 8時に「今後も北上を
つづけて ， 10日朝，東海道から関東東南岸に接近する Jとし、
う 発表があった。こ れは
田辺さんが N H Kで発表 したもので，覚えてい らっしゃると思い ますけれど も，この
1時 5分
場合，大き な筋が示されてちゃんとあた って L、るわけなんですね。そ れから 1

になりまし て，
「台風は午後 P時ごろから，進路を北から北々東；こ変えて ，上陸の可能
性はかなり簿くなった」これもちゃんとあたっている。さらに 10日午前 1 時 41 分に
は，「台風は午前 3時，八丈島を経て， 10日朝房総半島をかすめ，北東進する見込み」
これは正確無比の予報でありました。その後途中
：こ3時間ばかり，例の世間でよろめ
いたという批評のあった予報が 2回出たのですが，それはのけま して ， 10日の午前 8
時 こなりますと，「急速に台風は衰弱し，房総半島の前線に沿って，北上する見込み」
5分後に「関東上陸の公算はなくなりました Jこれだけとってみると，いわゆる， よ
ろめきの 3時間 を除外 しますと ，まニとにみごとにあたって L、るわけですね。その 関
心よろめきといっ て
も
， 要（主房総半島をかすめ るか，三浦半島に上陸するかと L、うこ
とで，これは被害の側からい うと，突に重大な 問題なんですけれ ども ，予報のほ うと
してみます と，あの房総の先端と三浦半島の先端と ，何キロある か知りませんが，こ
ことをいわれたら予報官はたまら んだろうと思 うんです。ここまで精密
ん，工こまか L、
にぬやりになる 必要がめるのかどうか，もしこの 聞を大さっぱ、こやっておけば， 24号
台夙の予報； z
完 全．ニあたってし、るということになるんですが，宮内さんのいわれた追
いこまれるという ことなの
宮内

c
すね。

−

−

実際使って し、るものからすれば，防災対策／）

ε

つの作業をやるには， 何時間

か前から ，それだけの予報をもらって動いてし、るわけで句こんどの場合も P日の晩ぐ
らい J）予報 三，実際（土動いてし、たと思うん寸すがね。その問ちょっとよろめいたとい
オコれたわ：十ごすけ れども
田辺

L、
三Lつことは， 要するに台風（
立巾心付近で J
試が強 L、
。したがって束示な り名

古屋心：り沢民へ くれ If, it~］ i明が起こるというこ とですね。高潮が起こ るか起こらな い
かということにつな がるわげです c＇、まお話しの ように，大局で予想すれば非常にし、い
わけですけれども入、ざ泊った場合には，とにかく中心部で風が強くて被害が大き L、
c
第 2室戸台風では，大阪：ニ大きな高j
朝がありましたし，進路の東側の京都府，奈良県，
和歌山県にも大きな災害がありました。電力会社の高圧送電鉄塔がだいぶ倒れて，電
力供給にかなり支障をきたしたョですからそう Lづ段階になりますと，高潮が起こる
か起 こらんかということ二 関連して，やは り絞った予報ということ が，重要なポ イン
ト：こなってくるわけです。大阪でも第 2室戸のと きはさきほ ど宮内さんが L、われたよ
主主主報，情報でト分知らしておりまし て。ほんとうに警報が出た
号；ニ，はじめの間は i
のは ．室戸岬につっかけたと きですね。その ころでなければ，ど っちを通るかと いう
きわど L ところはなかなかむずかしいわけて、すc ですから三浦半局か房総かというの
e

は台風の渦からみましたら距離はわずかなものですけれども ，中心がどっちを通るか
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という こ とがキ ー ・ポイントなもので，苦心するんです。
荒川

こうしづ大きな台風が 一発ま ともにきます と，何百億円はおろか， 1
,
0
0
0億，

2
,000億としづ被害が出るために，世間が非常に神経質なんで、すね。新聞にも出るし，

ラジオ ・テレヒーでも，

じゃんじゃん報道される c この点はみんなが気にしていればこ

そ報道 されるわけ で，それにつづいて事後になって か ら，いろ んな批判と か
， おほめ
の言葉とかが出るんですけれども ，マスコミ機関について，予報宮がこうあってほし
し
、
と L、うご希望があったら，お聞かせ願いたし、んですc
宮内

あると思いますね。 わ たくしは解説をやる 人がもっと マスコミにはいってい

った らし火、と思うんです。つまり，ほんとうの解説ですね。受けうり解説でなしに，
技術をもった人が解説をやってくれれば L六、んですが，結局よろめきというのも，ち
ょっと ひね っただけで，新聞なんかですと ，すぐよろめいたというほうにもっていっ
てしまうんですねc そしてはずれたのはあんたの責任だというふうにもってくる。
（笑）しかし受け取る側のマスコミに技術屋がはいっておれば，たとえばあのよろめき
の場合で も，わたくしだったらこう解釈す るんですc ず っ と 東 風 だ か ら ， つ っ か け
てさて も，高潮という のは まだの段階なんですね。あれが南風になってし、たら，よろ
めいたこと自体にあわせて，高潮対策も大きく変わるんでしょうけれども

。 です

からこちらで出すものの本質をみて，臼分の発表態度を決めるといったようなこと
が，こ れは理想かもしれませんが，ほしいと思うんですc それがなくて，スブのしろ
うとをひっぱり回しているような感じですね，マスコミとし、うのは。
荒川

これは非常にむずかい、こ と
カ aもしれないけれども，新聞記者とかそういう

方々に ， もう少し勉強して書いてくれと L、うわけて、すな
宮内

そう なんです。結局わたく しど もがし、うことは結絞患者と医者との関係のよ

うなもので結核患者だって，半年で治りますといわれて，＊年で治ることはほとんど
なレ。 l年とし、われて， 2年になることはしょっちゅうだし， 3年といわれても，

l

年で治るかも しれない。しかし患者は医者なしでは回復困難ですね。専門家の助言を
し、れながら， 自分でカジを とって L、司て治る。防災対策も似たようなところがあると
思うんです。
大塚

それから新聞記者の取材のしかたというのは，競争意識というか，各社独自

の線を出した L、ところが，非常に強いわけですね。たとえばタイトノレにしても，ほか
の新聞に見られないようなタイトノレをつければ目だっとか

。毎年，新聞をみてい

ると，気象庁の予報がうまくいったとし、う記事はほとんどなくて，はずれた，はずれ
たということばかり，それでうまくあたると，被害のほうが大きくなるものだから ，
被害の記事がいっぱいで，予報官があてたということは山て L、
な L、
。したがってはず
れたほうが強く社会；こ出てし、くわけです。それはそれでかまわなし、と思うけれども，
最近の状況をみてし、ると ，マスコミ の濃度が高くなって， しか も取材の期間がひんぱ
んになってきて L、るせいか，逆に報道関係から，いまどこに台風がきて L、るとか，ど
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うなんだというふうに，予報官があおられちゃうんですね。予報官自体は逐次はいっ
てくるデータを監視して，判断して L、くわけですから，やはりそこには一定の判断材
料を集める時間なり，思考判断する時間があるわけですよ 。 ところがそういうものを
考慮、しないで，新聞記事を書く。ですから台風みたいな社会；こ大きな影響をおよぼす
ものの記事を扱う場合には，やはり科学的な冷静な判断力で取材してもらわなければ
因る，興味をさきに立ててやってもらっちゃ因るということをわたくしは強く感じて
いるんです。
因辺

新聞が政府とか政府機関の窓口を L、うのは，あたりまえ C しょうけれども，

まともな批判ならし、 L、ですよ。 L、
L、かげんなことをいわれちゃ因るんですね。
回村

いろいろの報道がみんなアヤをつけておもしろくする 。しかし台風の進路予

想なんていうものは，そんなにおもしろいものじゃなくて，結局一つの線があるわけ
です。だからこんどの場合も，各社がみんななにか特色を出そうと思って，いろいろ
の人をつかまえて聞くわけですが，出るところは一本ですから，そういうものは つ
にして，昔の大本営発表のような形式じゃまずいんですけれども，そういうものでな
くて，ある程度の筋をつけて共同取材みたいにしてもらう 。 これはプロ野球なんか，
監督の最後の話は全部共同取材にしていますがね。そういうような形式でし、かない
と，ラジオやテレビ、の応待に気象庁が追いまくられてしまう。
大塚

だからいちばんし火、途はわたくしは去年も話しましたが ，ああしづ気象災害

の大きな現象に対して，一般社会に確実な新らしい情報を知らせるんでしたら ，やは
り気象庁がボイス放送をもっていてやるのが，いちばんし、し、んじゃないか，それに相
当な人員と経費がかかるかもしれませんが，そのダイヤノレをひねれば，現 場のナマり
情報が聞かれるということになったら，関係機関はたえずウォッチしてし、れば L、
ぃ。
宮内

それから予報の本質的な性質として，いくら気象庁が最苦ーの努力をしても，

そっくりそのままで使わせるというのは困難ですね。
田辺

さきほど武藤さんが

われわれしろうとが聞いて

ということをいわれまし

たけれども，予報なり箸報を一般に知らせるには，ほんとうに一般を対象とするもの
と，それから防災機関に対するものと，多少やり方の違いがある。そうい う意 味 で
は，今年新らしくできま した防災気象官というようなものは，東京都なり江東 地区な
りのそれぞれの防災機関にはできるかぎりの解説をつけて，予報，警報を説明 してお
ります。
荒川

それで 24号台風で穫々の混乱が起こったもとは気象台のつかんだ情報の混乱

だと思うんです。田村さんがそのときのこまかし、資料をお持ちだそうですから，その
へんのことをひとつ ・
0

田村

これは純予報的にみますと，非常にむずかしい台風だっ た。という のは まず

コースが非常に悪かった，伊豆諸島沿いに北上してくる台風は観測網にほとんどかか
らなし、。ここではせいぜい烏島て、っかむことができる程度です。それからレ ーダー が
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非常に少な し、。ことにこんど使ったのは東京と名古屋の 2つのレーダーだけで，東京
のレーダーがきくのはせいぜい三宅島付近まで，名古屋もそのぐらいのところまでし
リ
かきかないのです。飛行機観測がつかんだのは鳥島の西のほうで，ここでは 945 ミ
台風だ ったわけですが，これから北上して八丈島の西に達し
ノミーノレという かなり強 L、
0キロ
た時，実際どこにあるかを決定するのに，非常に苦労したんです。この所で 20〜3

の位置決定の誤差があれば，東京と銚子ぐらいの進路の誤差はすぐでてしまいますコ
そのように観測網がなく，とくにレーダーがなかったということ，それからアメ リカ
軍の飛行機観測が悪か った とLづ話が新聞に出ま したが，これは夜間の飛行機観測に
はよくあることで，鳥島付近で実際よりかなり東の方に位置を報告してきたため．進
路を多少東にずらしたら，またすぐ酉 の方に訂正位置を報告してきたため，多少まご
つきましたが，わたくし達は夜間飛行機観測をやってくれた米軍に感謝しており，む
しろ東京の近くで観測網の少ないのをうらんでおります。こ れはそんなに決定的の混
乱ではないわけです。これがし、ちばん混乱したのは実際 i
こ夜半前まて、は台風だったん
ですが，八丈島付近から急速に温帯低気圧になっていたこと。これはあとでわか った
んです。 だから普通の場合，台風が房総付近を通ると， 東京は暴風雨圏にはし 、
っ て．
非常に強い風や雨があるわけなんですが，八丈島付近から温帯低気圧になってしまっ
ていた。進路がずれたとし、うよりむしろ台風の性格が変化したことを予想できなか っ
たわけです。温帯低気圧になりますと，低気圧の軸は北西側に傾くんです。名古屋の
レーダーをみますと，伊豆半島のほうに同かっていたわけで，実際地上では，台風は
,
0
0
0メート ノレぐらいの高いところの中心は東京の真上を
房総半島を通ったんですが， 3

通っているんです。こういうように，か しいで しまっている。またレ ーダーの電波は
直進しますので，名古屋のような距離の速い所の レーダーでは台風の 3,000メートノレ
から 5,000メー トノレの上空しかみることができないのです。 この温帯低気圧になって
しまったとし、うことが，いちばん大きい混乱を起こした。と くに季節の遅い 10月ごろ
の台風にはよくこういうことがあるわけで，最後まで警戒してし、たんですが，東京と
台風の間，とくに房総から大島付近に強い雨が降って L、て，減衰とし、 L、ますか，レー
ダーの電波がこの強レ雨でさえぎられて しまったために，東京のレ ーダーは，台風を
つかむこ とができ ず，こんどの場合はほとんど使えなか った。名古屋のレ ーダーを信
頼してやっていたら，上空の限をつかまえており，東京の真上を通った。 こういうこ
とが混乱を起こしたわけです。
L、かと L、うのはやはり予報官が前からレっておりまし
これを防ぐにはどうすれば L、

たように，八丈島とか鳥島というところに， レーダーを備えつけておけば，台風が温
帯化する過程と台風の位置が南側からはっきりつかめる 。も う一つは まだこれははっ
きりわからないんですが，台風が温帯化した場合にレーダーにどんなように映ってく
るかとレうことですね。 これは今後の研究材料ですが，そういうことも研究すると，
いろいろわか って くると思うんです。

l
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第 2図

第 2室戸台風の進路

九よ－ ＇ ~）

(i
:

／

̲J
~

←

f
ミ コ会
I
l日 マ
昨
今

コ
E

'4

（
注
）

宮内

実線が実際の径路，点線が予報進路を示す．

第 2図；士第 2室戸の進路図で，よくあたったほうですけれども，北緯 30度に

近づく付近では，実際の径路が実線，点線が予報進路でかなりはずれて L、ます。この
はずれた位置が，もう少し北：ニ上がって L、たら ，これもまた非常にたたかれたことで
し
ょ う。いつも 30度を越えるか越えないかぐらいで ，非常に予報がむずかしくなるん
ですが，東日木；二直接くる場介（土， 30度 H近の予報のむずかしい時期に予報を出すの
で．世間の風当たりが強くなる。実際，直接，東日本にくる台風の 30度付近から内地
の問というのはいつも方向を変える可能性があっ−c
，予報そのものがむずかしくなる
位置なんですね。
大塚

だいたい伊豆諸島から北上して，あたかも相模湾あるいは伊豆半島に上がる

とみせかけて ，房総半島をかすめる台風は，予報的；こはむずかしいですね。去年 8月
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の 14号台風，これは非常に進路をはずした台風なんですよ 。やはり房総半島をかすめ
てい るんです。 そしてわずか沖を通ってし、るんですけれども，伊豆諸島から北上して
きて L、
る。このときも，進路予想がほとんどはずれていたんです。とにかく非常に接
近して，行政の中心である東京をひかえているせいもあるかもしれませんけれども ，
進 路予想 としてはむずかし L、L，時期も台風予想、としていちばんむずかしい時期にあ
たることが多いんですね。
宮内

それからレーダーをつけることは必要なんですが，田村さんがし、ったよう

に，地上の中心と上の中心が，かなりズレるという こと が多くなるわけです。いちば
0片に，来大の学生が北アの滝谷で遭難しましたね。
ん顕著にズレてし、たのは， 34年 1

あの ときの台風が三宅，八丈を通っていたんですけれども，中心は富士山の北を通っ
てい るんです 3 富士山 の風が！｜慎転で，富士山 の北側j
に中心が通るような変化をしてい
るc そうい うような関係で， レーダーをつけることも必要なん ですけれども，レーダ
ーをつけて も，レ ーダー の観測が何をみてし、るかと いう，そ のつぎのむずかし い問題
が出てくると思いますc
集中豪雨
荒川

それでは台風はこのぐらいにしまして，このごろ新らしい気象災害として，集

中安雨とい うのが登場してきましたねc しかしこ れはなにも最近だけ の現象で l
主なく

て

日本の隅々まで，どんどん開発されてくると，山の中にも L、ろいろな施設ができ ，

またそ うい うところへたくさんの人が住むから，局部，局部に起こ った豪雨による洪
水ーごも，た L、へんな被害が出てくる。そのために最近になって ，世の中がやかましく
なったんでしょうが，今年起こった集中豪雨につし 、
て ，お話し願いた L、と思います。
田辺

6月の 24日から 7月 1
0日ごろまでに，全国的に雨が降りました。とくに 6月

末のものが非

ホこひどかった。これをわたくしども，通称 36.6豪 雨 と い っ て い ま す

が，その後， 散発的にひどかったのは，

7月下旬の北海道の大雨で，石狩地方にとく

に大雨が降ったと これは朝鮮付近から北東に進んだ弱 L、熱帯低気圧が，原因の一つに
なっていますc それから 8月 5日ごろ，新潟県に非常；二大雨がありました。ついで 8
月 初 日ごろ， また新潟県に大雨があり ，さらに 1
0月にな って 5. 6日ごろ，北海道 南
部の室蘭
， 苫小牧地方にひどい雨が降りました。
宮内

台風くずれでしたね。

田辺

0
そう】 ξす O あれは 23号の影響カ： 1
土L、つてくるようですO これら：ニつペi
l、
てl

J
‑
J
26日に jL
｜、
、
リ
ま（）まし t
.
：。そう L、うふうに今年は 6月末の大雨以後，全国的に何ベんも大雨があっ
たむそのなかで，わたくし感じますことは，

6月の梅雨前線では，神戸で非常に大き

にカ ケ崩れの被害がありましたが，あれは宅地造成とし、 L、ますか，ああ L、う神戸の特

殊f
ょ地勢のために起こ った。それからこの一連の雨で ， 6月 27日か ら28日にかけて，

1
40

中部地方から関東南部に大きな被害があって，とくに 27日には，天竜川流域にうんと
雨が降りました。あれはダムがあるものですから，ダム ・コントローノレという点で
，
いろいろ研究すべき問題があると思うんです。わたくしども予報関係では，大雨をど
うして予報しょうかということについて，ここ 2, 3年全国の予報官が集まって勉強
していますけれども，まだなかなかむずかしい問題がたくさんあります。ことに局地
的な豪雨と いうのが非常にむずかしし、。 しかしこれはあとから，田村さんのお話が出
ると思いますが，雨についても， レーダーがかなり有効だということが，だんだんわ
かってきたことは，大きな収穫だと思います。
荒川

いま田辺さんから，局地性の集中豪雨は現在の段階では予報が非常にむずか

しいというお話がありましたが，この局地的な非常に激しい気象災害~－；： l、ま文明病と

して文明諸国に起こりつつあると思うんです。その一つの例としてわたくしが知 っこ
j
ゴ
豪
おりま す のは，ア メリカ のトノレネードとか，あるし、はそれに関連した豪雨とか集 1

雨，これらもまた日本の集中豪雨と同じように，アメリカでも予報できなし、んです3
6時間前に予報しろといわれーてもとてもできなし、 c そのためにアメリカでは最近，ナ

ショナノレ ・シヒア ・ストーム ・プロジェクトとしづ国立の研究所を設けまして，と；二
かく，まずトノレネードとか，雷雨，集中豪雨の機構を解明して， ~；JJ も早く予報でき

る段階にしようと L、うので，たとえば研究観測用の飛行機も

3機もってし、るんですコ

臼木でも科学技術庁が音頭とりをして，集中豪雨のメカニスムを解明し，早く予報が
できるような状態にしろという段どりになりつつあるんですが，いまは田辺さんから
お話があったように，集中豪雨の際にもっとも頼りになるものは， レーダーなんです
ね。そこで田村さんが集中豪雨のときに，どういうふうにレーダーを使って L、るか，
お話し願いたいんですが
田村

日本のレ ーダー は 5セゾチの波長のものと

い 2つあるわけで，

1
0センチの波長のものと，だいた

10センチのは速くまで見えるために，おもに台風：こ非常に有効な

んです。 5センチのはこまかし、雨をつかまえることはできるけれども，そのかわり速
くへは届かな L、。ですから局地的の集中豪雨をつかまえるためには 5 センチのレーダ
ー，台風のためには 10センチのほうがし、 L、。これから全国的に レーター 網をつく るの
に，どっちがいし、かということが，いろいろ議論されるわけです。東京にあるのは 5
センチのレーダーで，これでやりますと，いまどこで強い雨が降っているかというの
がわかる。しかしこれは実況でして，その雨がどうなるかということまでは，なかな
かわか らなし、。ど うなるかを予想す るには高層の観測とか，そういうもの を組み合わ
せてやらなければならなし、。豪雨の機構をつかむというのが，いちばんいまのところ
た L、せつです。まずどういうしかけで雨が降っているか

。こ ん どの

3
6
.6豪雨によ

梅雨前線の様子がわか
って各地のレーダー写真が集 まった ので，いろいろのこまか L、
ってきたわけです。そのーっとして，いままで梅雨のときは雲の高さがどのぐらし、あ
るかというのはちょっとわからなかった んて、すが，こん どの場合，豪雨が降ると きば
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1
4
1

1万メートノレ以上の高い雲の壁がずっと木邦を東西におおっているということもわか

ってきました。 6月 28日梅雨前線が南に下がっ てきて，関東南岸へく っつき， 伊豆方
面に豪雨を降らせ，夜中に なって逆にまた北上したわけですが，その北上するときに，
いままで 1万メ ートノレもあ った雲の壁が急に崩れて，

5
,
0
0
0〜6
,
0
0
0メートノレまで高度

が下がってし主っ て，それからまた北上するにつれ高くなる 。こんなような機構もお
もしろいことだと思います。
来年は函館とか新潟とい ったところにレ ーダーが設置されますが，冬の季節風，豪
う ものが l年ごとにわ
雪の機構，それから北海道方面で発達する旋風の機構，こう L、
かってくると思い ます。レ ーダーと いうものは ，実際の豪雨とか豪雪の予報にぜひ必
要のものと恩人、ま すけれども，いまはその材料を集めて いるところで，いますぐ 100
一セント利用できるとし、う段階ではないと思います。

ノξ

田辺

いまの田村さん のお話の点は， 6月 28日に関東地方に非常にたくさん雨が降

ったんですけれども，その日，伊豆半島から神奈川県にかけて降っているときに，ち
ょう ど雨の強いところの網代，横浜付近に レーダーではっきり厚い 雲 が 見 え た んで
す。その雲は東京のすぐ南 を東北東に進んだんです。東京では それほどのひどい雨に
ならなかった。 ニういう 点に非常に利用価値が大きいわけです。
宮内

あれだけ降ったと L、うのに，わたくし，富崎へ ？月にいって驚し、たんですけ

れども，富崎では， 開所いらい何番目かの カンバツ なんです。
荒川

東京なんかもそうなんでしょう 。

宮内 そうです。富崎はとくにひどくて， 井戸がほ とんどかれてましてね。梅雨前
線豪雨のときも ，20ミリぐ らいしか降らんというんで す。
田村

あすこまで下がらなくて，木更津ぐらいまでですね。

大塚

東京 l
土？月の平均気温としては，気象庁開設以来とい ってましたね。気温が

高くて雨が少なかった。
回村

3
6
.
6の とき，

8月 28日夜梅雨前線が北上して ，横浜で非常に豪雨が降って，

ガケ崩 れがあっ たわけです。 レーダーで見ており ますと，豪雨の区域は東京湾を北東
に進んで ，東京をちょっとはずれている 。ですか ら東京湾から千葉のほうに L、けば，
豪雨が降ったんですが，東京は割合少なかった。非常に局地性 が あ る と い う こ と で
す。 20〜30キロ はなれれば非常に雨の強さが違う 。
武藤
.
;
.̲
＿
，
。

多摩川流域に降らなくて，そのために小河内貯水池の渇水が回復できなかっ

大塚

P月
；
ニ ダムが制限水量を割っちゃって ，給水制限をしなければならない段階

；ニ追いこ まれた。そこへきた 1
0月の 24号台風 というのは，恵みの雨なんです。荒川の
洪水注意報が気象庁から出て，あのと きはわたくしが当番に当た っていたのですけれ
ども ，東京都に は出さなか った。というのは ，これはむしろ恵み の雨であって， 洪水
注意報を出すような危険な雨じゃないとみたからな んですが，小河内 のほうはだいぶ
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降って，あれでうるお ったんです。
宮内

梅雨前線豪雨ではずいぶん降ったのに，富崎では 20ミリしか降らなかったコ

田辺

もともと カンパ ツと大雨の地域性はそうなんですね。中国でも去年かおとと

し洪水の被害がありましたけれども，あの地域では大カンパツなんです。 それでだ
いぶ農作物の被害があ ったらし い
。
荒川

ただいまお話が出ましたように，あるところに大雨が降

こところで｛ま，カンパツで図ってし、るというような，局部的な現象の
キロぐ らい離れf
集中豪雨を予想することは，むずかしいということなんですが，これに対してわれわ
れぜんぜん無力なわけではなくて，どっかに集中豪雨が起こりそうだというようた丸
配はわかるわけなんですね。

田辺

ええ，それはここ 2. 3年，全国の予報官が集ま って，大雨のニとにつし、 c

検討会を開いていますけれども，非常に大きなスケーノレから 大雨の 降るような時期を
決めるということ，たとえば北半球のよう な大きな ところから攻めてきまして，それ
をだんだん せばめていって，最後は スモーノレ・スケーノレ の問題になる。そのスモ ー
ノ
レ
・ス ケーノレがなかなかむずかしい問題で，大きなスケーノレですと，水蒸気の源の問題
とか，雨を降らせやすいような場の問題など，だんだん予報が発展して L、ますけれど
も，荒川先生のおっしゃ ったメソ ・スケーノレと L火、ますか，ごくこまかいスケーノレの
豪雨機構についてはこれをこれからやらなき 平L、かんと思います。
大塚

どこか ある大き な地域，たとえば凶白木なら西日本 と大ざっ ぱに L、
った場合

に，そのどこかで集中豪雨が起こる可能性があると L寸予報は，かなりできるように
なったんですが，ポイントに絞っ C，どこどこで集中豪雨があるという ことは非常に
むずかしし、。
それをどうにか出そうというので， レー〆ーの観測網を適当に配置して， レー〆一
観測をもとにして，予報的に役立てて L、こうとしているのが，現状じゃなし、かと思うん
ですけれども，地点にまで絞って集中豪雨を予想するというのは，まだ困難な段階だ
に事実数十キロ離れたところ守 C
.
と思います。 というのは荒川先生が L、われたよう l
片方はぜんぜん降らなかった，一方は 3時間に 50ミリ降ったというのは，いくらもあ
るんですね。そうし、う予報になると，非常にむずかしいんです。 36.6豪雨が 6月 24日
から 7月はじめにかけて起 きましたね。あ のときの 区成は非常に広範囲にわたったわ
けです。最初は四国にあらわれ，それから近畿，中部，関東，北陸とし、うふうに，ず
っと動いてきた。
武藤

最後はまた九州でしたね。

大塚

そういうようなときは，ある程度は予想もできやす L、わけです。ところが，

独立したところに集中的に降る雨の予怨というのは，まだ非常にむずかしいと思 うん
です。
宮内

8片上旬は新潟ですね。あの狭い範囲でー−−。
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あれでかなり被害が出たんですけれども，あれなどもむずか しい段階じゃ ：
c

L、かと思います。

田辺

いままで予想がしやすかったのは，さきほど話の出ました梅雨前線豪雨の 6

月末です。 27日には天竜川に非常に雨が降りました。あれはその前
；二四国の南岸沖に
きてつぶれた台風 6号があるが， 26日に台風の東側を北上する気流が南からものすご
く湿った空気を運んできたわけです。それでわたくしども，近畿から中部地方に大雨
を予想して，情報を出したんですが，そうしづ大きな場としては，比較的やさしいん
ですね。だから台風などによる雨はおもに地形性の雨で，進路予報がよくいくとうま
くいきますけれども，そうでなし、小さな擾乱などによりますと，なかなかむずかし い
んです。
大塚

36
.
6豪雨もある部分，大きな雷をともなったんですけれども，全般に今年の

夏 7, 8月に各地で起こ った集中豪雨をみると，たいて し、雷をともなっていま すね！
コ
田辺

だいたい大雨のときは，雷が多いをすね。

武藤

荒川先生がおっしゃったように，集中豪雨は被害面からみれば，国土の文明

病といったような傾向があると思うんです。 このごろ，集中豪雨が多いような気がし
ますけれども，昔でもそれくらいある L、はそれ以上の規模の集中豪雨があって地形ま
たは流域を変動させてしまったこと がある 。天竜の伊那谷にも，かつて，このような
地形変動があった。と ころがその時分は，人間が住ん でいなし、からたいしたことはな
かった。このごろは，だんだんそうし、うところに人間が住むようになりましたから，
被害が起きるし，

しかもその被害たるや深刻なんですc わたくしは高潮は東京や大阪

を襲いますから，なるほど大きな被害が出ますが， しかし東京，大阪の人は暴風雨警
報を忠実に聞いて L、れば，少なくとも着のみ着のまま逃げられますよ c 生 命 は 助 か
る。ところが集中豪雨による 山崩れとか山津波は，ア ッというまですものね。地震津
波みたいなもので ，これが被害としてはいちばん深刻で気の毒な気がしま す。ただ死
んだ人は数が少なし、から，あまり報道されないということ なんですねc
荒川

高潮の被害というのは，非常に大きいんですが，その後の復興は以前に倍し

て，し 、
し、状態にするんですね。だから伊勢湾台風で名古屋ば被害を受けたけれども，
あの復興のために，もう，どれだけ名古屋周辺が得を してし、るか，わから んと思 うん
ですがね。 （笑）ところが，山の中はそうはし、かない
回辺

災害復旧というものは ，いままでは旧に復する・でしたけれども，こんどはそ

うでなく，もっとよくするということが，たてまえじ ゃないですか。それからただい
まのお話の点では ，狩野川台風で狩野川がだいぶやられましたが，今年の梅雨前線豪
雨 のあと，予報官が狩野川とか天竜川をいろいろ現地視察したところ，狩野川はあれ
以後，改修その他をしたために，だし、 f
こし、同じような雨が降ったにもかかわらず，被
害は ほ とん どなかった。それからさきほど武藤さんのお話にあった文明災害，これは
1
0月末に大分県で電車が山崩れで埋まったのも，雨が多かったんですけれども ，そこ
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に交通機関がなければ，災害は起こらなかったでしょうね。
大塚

たしかに最近の気象災害は，音にくらべると，半分ぐらいは文明災害の様相

を示していますね。というのは，交通機関の発達などもそうです。ガケすれすれと
リ
， 60ミリも降ったら，やられるんじゃないかとい
か，こういうところへ 1時間 50ミ
うところへ，非常に無理して，

しかも単線で線路を敷設してし 、
るというのが，かなり

出てきている 。
武藤

わたくしは山奥の仕事に 多年従事した関係もあ って ，ああいった集中豪雨式

のものの被害をとくに痛感するわけで，これも正確に予報してし、ただきたいという感
じをもつんです。
周辺

そうし 寸意味合いでは，いま気象庁では，昭和 28年の大雨以来本来の予報で

雨を予報すると同時に， 一方でロボッ ト雨量計そ のほかの雨量観測施設をつくり，そ
の速報を利用して，予報をカバーし，さらに情報や警報を出して，防災上適切な処置
ができるようにやっております。 さらにさきほども話の出ましたレーダ一利用を進め
ていますしこれは当然進めるべきだと思います。
武藤

これがさっきお話がありましたように，ほんの近距離で被害のあるなしが出

ましょう。ですから大井川で被害が出るのに，天竜川を予報しても， しょうがないん
ですね。
田辺

それについては以前に石川県に大きな雨がありまして，わたくしどもがし、ろ

いろな材料から，大雨は新潟県や東北地方におよんでゆくものと予想しましたのが，
静岡県下に移 って局地的に大雨が降ったことがあるんです。 しかもそれは観測のネッ
トにかからな L、ぐらいの局地的なものだったんですc
宮内

結局われわれの出す予報は，面で出しますけれども，実際使う人の立場にな

ると点の予報が欲しし、。そこにもともとギャップがあると思うんです。
田村

その問題はさ っき文明災害といわれたんですが，いまの予報というのは，電

力とか鉄道とか，あらゆる面に使うわけですね。 また各所でそれぞれの要求がでるわ
けです。予報官はとてもその全部に精通するわけに L、かないんで，ダム ・コントロー
ノレの問題とか，鉄道の運行の問題まで考えに入れると，予報官は何人いてもたりな
L、。結局，予報をどういうように使うかというのは，使うほうの人がもう少しいろ

いろの気象予報の使い方に習熟してもらわないと困ります。気象庁は どこまで予報を
や ったらし、 L、かとし、う問題にもなると思うんです。
高潮について
武藤

さきほど大塚さんからお話が出たんて、すけれども，マスコミも勉強してもら

い た い し マ ス コ ミならずとも，水害の多い日本なんですから，国民全体がもう少し
台風の知識を身につけ て，台風が相模湾に上陸したらば，東京はどうなるとか，ある
L、はまたさっき田村さんからお話が出た，例の 24号台風が温帯性低気圧に変わって，

座談会ー台風予報官のなやみ〔 2〕

145

そのあ とに東風が吹 L、
た
， そう L、うときはどうなるだろうかぐらいの知識が，大部分
の人にあれば，予報も非常に らく だろう と思 うんですよ 。
それでひとつ，申し上げたいことがあるんですがね。第 2室戸台風のとき，いよい
よあれが上陸して まいりまして，日本海に抜けまし たね。わたくしはわたくしなり
に，ああ，これは関東地方は安心だ，と思った。その日本海に抜けてからの東京の高
潮警報が，なかなか解除されないんですc それどころか，日本海を北上する低気圧が
こL、って
また逆に福島県に上陸するだろうとしづ予報を出されて，実際は北海道北端 l
しまった。あれなどはちにつと，

しろうとの常識 とは反するん ですが，どうい うこと

なんですか
。
大塚

あれは武藤さんが L、われたとおり，室戸付近に上陸しまして，大阪から近畿

を通っ て 日本海に抜けましたねじあのと きたしかに気象庁の情報は その後の コースと
して，東北地方を横断するような扇：＇ Wをもたしてし 、たん とすよ。 それで結果的には北
海道だった。あの場合に，やはり高潮というものが非常に問題になるわけです。正直
な話，東京地方に高潮警報が出たなんて！司
、 うことは ，終戦後はじめてじゃないかと思
うんですよ 。 18号と 24号の 2回しか出し口、なし、。高｛朝警報というのが東京でも問題
になったのは，伊勢湾台風以後なんですι したがってあれが東京へきたら， 一挙に 40
万
， 50万の被災者の出る江東 デルタ地帯の ことを真剣に考えて ，東京を受け持つ予報
官l
之高潮警報を出 Lt
ニc
わた くしは個人的に（；J
:
l、ろいろ調べたんですが結局， 高 j
朝警報の問題の L、ちばんキ
ー ・ポイ ントになるのはなにかとレうと

台風進路ですね。上陸する場合，そういっ

たもの が問題で束 を通るか ，西を通 る か どのぐらい接近して通るか

。それでこ

れ づ 統 計 調 査 があるんですよ 。ニれは科学校術庁が気象庁に依頼して，統計的に高
潮を調査 し：たんですが，それによりますと ，気象湖，つまり天文潮とかそういうもの
を除い て
， 気圧の低下によ る吸い 上げ作用と強 L、風によ る吹き 寄せ効果：こ よっ て生ず
る気象潮が 1メートノレを越す よう な場合はほとんと、台風中心の進行方向の右側 200キ
ロ以内 ，それから中心左側は 50キ ロ以内 lこ起きている。これは第 2室戸の東京の場合
もあてはまるわけ三す。日本海へ抜けましたね。東京中心として最短距離を測ります
と
，

300キロあるんですよ 。 だから気象湖は 1メートノレ出なかった。事実， ロボット

検j朝~がござし、ますから，それによる気象潮は ω センチなんです。そう L 寸意味で武

藤さん がは てな ，と お考えに な ったのは ごも っともですけれども，実際予報の段階に

t，辰大風速をい
おいては ，結局もっとも接近 したときの場所と，そのときの中心示3
ろいろ 予想しなければならなし、。その結果を計算して，何メ ー トノレの高潮が起こると
し、う予想 を出すわけですが，実際はし、ま句 、うとおり，第 2室戸の東京の高潮は検潮 ロ
ボット では69センチ しかなか った とし、う こと です。 そう すると ，前 の統計 的な調査 と
A

L、うのは ，やはり非常に参考になってくるわけですね。

荒川

大塚さんはそういう 古 い過去の資料を集められていますが，わたくしは，最
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近，『日本高潮史料』と L、う史料集をつくった。これは有史以来明治までの日本に起こ
った高潮を自に触れるかぎり集めたもので，だいたい 300ページ，最近出版（気象研
究所刊，吉川弘文館発売）されますから，これをみなさんで防災資料に使っていただ
きたい。
大塚

それは一つ，寄贈じてもらいたいですね。

荒川

もちろん，みなさんにはかならず寄贈して活用してし、ただきます。

宮内

わたくし高潮は非常にむずかしいと思っているのは，たとえばこんど ο第

2室戸とジェーンをくらべてみますと，勢力では問題にならんぐらい，シェーン（主弱

いんです 0 960ぐらいですか，大阪付近では，たしか 80近くいったんじゃないかと思
います。それでも高潮は，第 2室戸より少し高めなんです。 それからもう一つ，キテ
ィ台風の東京湾の高潮です。これはスタンダードなんですが。 キティ台風と同じよう
3年 9月 1日の台風，このときの強さは，キティよりやや
なコースをとっている昭和 1

示度が低自であったが，若干の高潮が千葉のほうに起きたけれども，キティほどじゃ
ない。高潮の強さは台風の強さだけできまるのでなく，微妙な点があるわけて、す。
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第 3凶
（ B) 泌物線状の径路
τ
ー

／
．

大塚

高潮の災害というものが，最近大きく取り扱われて L、るんですが，高羽警報

二っ
の精度を高める根本は，進路予恕と速度予怨および台風勢力の予想と，この 3点 、
きると思うんです。
荒川

いま武藤さんや大塚さんから，第 2室戸台風が，東京を突っきらな いで北海

道沖へいってしまったというお話があり主したが，わたくし，この聞の日本気象学会
で，日本を横切る台風のうちには，普通の台風の径路のように樋物線でなくて，日本
を通ってから，逆；
こ反って，北西に進むものがかなりあるということを話したんで
す。このこともやはり頭に入れて，簡単に台風はぬ物線状の径路を通っていくも の と
するのは，まちが L、ですね。

田辺

（
第 3図
（ A)(B）参照）

それはやっぱり考えて L、ます。たとえば沿海州の西に非常に強い上層寒気が

あり，一方，太平洋側に暖気の移流があると，上層が変わりますから，逆向ぎになる
わけですねc
回村

i
同爺丸台風もそうですね。北海道へいって，ぐっと勢力を増している。

24号

明
台風でも，かなり反って L、ます。それからさっきの高潮の問題ですが，高潮は気象j
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の計算だけでなく ，タイミング， つまり満潮にあたるか干潮にあたるかを予報するの
が L、ちばん大ー切だ と思うんですよ 。満干潮の差 は 2メートノレ近く， 気象j
羽はだいたい
大きくても 1メートノレから 2 メートノレぐらいのものですから，そこをいっ通るか，こ
れが非常にむずかしいわけです。
大塚

暦の上か らい ってもそうですね 0 7
＼
.きな台風のある 9月上旬から下旬という

のは，大潮時にあたっているんです。だから非常に強く出るのは，

9月ド句の大 i
羽の

満潮時で，潮位が天文潮だけで， 2メートノレ 20とか 2メートノレ 30になりますね、
宮内

荒川先生は，北東にいって逆に西のほうに反ってくる台風があるといわれま

したけれども，もう一つ強さの問題で，ずっと強い，やっと上が~，

‑
cさて 1巨！衰えて，

寸なんかそうですc 北海道でだけ被害が起きて，ほかでは
また北日本で復活する 。 23i
ありませんで Lたね。ああい うのもあるわけで，進路と か強さとかし、うのは ， しょっ
ちゅう変わるものだとしヴ態度で，われわれは予報して L、るわけなんですけれども，
そこまできた過去の実績というものから ， リニアにどうしても考えていくことが多
く，実際に予想をやるときは急（こ発達したり ，方向 を変えることを予報するのは，な
かえよかむず点、しい問題なんです。
災害対策基本法

田辺

それでこの 10月の臨時国会で，災害対策基本法というのが成立いたしました

ね。 これは伊勢湾台風の災害にかんがみて，法律ができたわけ Eすが，日本のような
自然災害，ことに気象災害の多 L、ところでは，わたくしどもの仕事は非和二重要と考会
えておりますげれども，ますますわたくしどもは ζ うい うものに対する努力を しなけ
ればならないと思うんですc 実際に，去年から東京都でも東京都災害対策本部という
ものをつく ってし、ますので，去年の台風 14号
，

18号の場合：こも，予報官が都庁へいっ

て，いろし、ろ解説 とか連絡をして L、ますが，今年も 18号台風， それから 24号台風のと
きに，防災気象官が，いろ L、ろ情報の説明そ の他を適切にや ってL、るわけで，今後こ
うL、う線はますます発展するだろうと思いますc
荒川

さまざまのこー苦心談 をお聞かせいただいて ，あり がとうこさいました。たい

へん参考になると思います。なお今年の気象災害につきましては，『水利科学』の 36年
lO]
J号｛
こ，畠山久尚博士の集中豪雨の調査報告と，それから 12月号：二，仁科予報課長

の第 2案戸台風の調査報告が載 っており ますから， これも ごらんになって いただく
終
）
と，全貌がよくおわかりになると思います c （
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