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１．はじめに
この度は，日本農業気象学会学術賞を授与されることになり，大変光栄に感じるとともに，恐
縮しております。推薦研究の題目は「局地気象の把握に関する研究」です。ここに至るまで，大
勢の方々のお世話になりました。特に，研究を指導していただいた歴代の研究室長であった真木
太一博士，林陽生博士，菅谷博氏，大場和彦博士に心から感謝いたします。また，今回推薦者と
なっていただいた鈴木義則博士，ならびに受賞を支持していただいた審査委員の先生方に厚くお
礼申し上げます。
受賞の対象となった研究は，私が農林水産省の試験研究機関に配属されてから続けてきた研究
です。局地気象の研究を振り返ってみると，研究室長の指導の下，研究の方向性が定まり，さら
に，細かい領域に収束しがちな視点を助言や一緒に調査・観測することにより，視野を広げさせ
ていただきました。私の年齢が当時室長だった方々の年齢を追い越す時期になり，ようやく室長
の方々が高く，広い視点から私の研究を見守られ，指導してくださったのが判るようになりまし
た。ここでは，局地気象の研究を指導していただいた方々との関わりを中心に，研究を紹介させ
ていただきます。

２．局地気象研究のスタート
昭和 60 年 4 月に農林水産省に研究職として採用され，半年間の行政研修の後，四国農業試験場
作目立地研究室に配属されました。その時の室長が真木太一さんです。作目立地研究室は真木さ
んが四国に着任された時，非実験系の研究室から実験系の研究室になりました。そのため，測器
と呼べるものが無く，研究設備に関してはゼロからのスタートでした。唯一の観測装置が，昭和
61 年に導入されたサーモトレーサ（サーモグラフィー装置）です。そのため，作目立地研究室で
はサーモトレーサを使った研究を中心に行いました。当初，植生と表面温度との関係を中心に測
定を行っていましたが，たまたま 9 km 離れた讃岐富士がサーモトレーサの画角に入り，山の中腹
に温暖な場所があることに気付きました。これがサーモトレーサを使った斜面温暖帯や冷気湖の
研究の始まりであり，局地気象研究のスタートです。サーモトレーサを使った研究において，夜
間，樹木の表面温度と気温とが良い対応を示し，樹木の表面温度から面的な気温を求めることが
出来ることを示しました。さらに，熱画像から求めた斜面温暖帯が，斜面下降風の強弱によって
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その位置が移動することを示し，斜面温暖帯と斜面下降風が密接な関係にあることを示すことが
出来ました。この研究は，当時あまり使われていなかったサーモグラフィー装置が局地気象の観
測に有用であることを示し，その後，斜面温暖帯や冷気流の観測にサーモグラフィー装置が多く
利用されるようになりました。
真木さんの研究に局地風アラセがあります（真木・黒瀬，1988）。局地風アラセの観測を手伝っ
たとき，アラセと呼ばれる局地風が吹き込むか吹き込まないかによって，僅か 2〜3 km の範囲内
で気温や霜の付き方が大きく違うことを体験し，ホウレンソウの産地として成立するか否かを左
右していることを知りました。局地気象は地表面に接した現象であり，その現象を体感できる研
究分野だと思います。局地気象の研究において，初めて驚きを経験したのが局地風アラセの観測
だったと思います。局地風アラセの観測では，真木さんと一緒に移動観測を行い，そのテクニッ
クを身に付けることが出来ました。このことは，その後の中国トルファンオアシスでの観測や盆
地霧，局地風の観測で非常に役に立ちました。また，サーモトレーサを使った観測では，液体窒
素とフロッピーディスクを 4 時間毎に補充・交換しながら，交代で徹夜観測を続けました。この
経験が冷気流や盆地霧など夜間の気象現象を観測する上で，役に立ったと思います。
学部卒の私にとって最初の室長の影響は非常に大きく，真木さんの下で研究員として過ごした
3 年間で，研究の方向性，研究スタイルが出来たと思います。また，真木さんは転勤された後も，
いろいろと手をさしのべてくださいました。例えば，私が海外で初めて研究するチャンスをくだ
さったのもそうでした。中国新彊ウイグル自治区トルファン，ウルムチ，フーカンで 1 ヶ月間，
研究を行うことが出来ました。中国に持ち込める観測機器は限られており，その中でどのような
研究ができるかを考えたとき，真木さんに鍛えてもらった移動観測を使う研究テーマを考えまし
た。すなわち，砂漠からオアシスを縦断する移動観測を行い，オアシスが砂漠という劣悪な環境
をどの程度緩和しているかを調べる事にしました。特に，防風林の効果を確かめるため，防風林
が密に配置されているルートと粗なルートで観測を行いました。観測で１番苦心したのが，移動
観測中の車の位置をどのようにして割り出し，ロガーの温湿度データとリンクさせるかでした。
今では GPS で簡単に位置を計測できますが，トルファンでの観測では自動車のトリップメータの
値をもとに 1 km 毎に時刻を記録し，移動観測ルート上の位置と通過時刻を割り出しました。さら
に，観測時刻の情報をもとに，車上で測定した温湿度のデータと位置情報とを関連付けました。
この観測により，オアシスを縦断する温湿度分布が得られ，オアシスにおける防風林の重要性を
示すことが出来たと思います。

３．日射量と霧の研究を始めるきっかけ
平成元年に林陽生さんが室長として着任されました。林室長の時代に日射量や盆地霧に関する
研究をまとめることが出来ました。これらの研究を始めるきっかけは，林さんからの一言でした。
日射量の研究は「黒瀬君，これやってみない」という一言から始まりました。当時，林さんは局
地気象研究会の幹事をされており，
「メッシュ気候図の利用に関する研究会」の話題提供者を捜し
ておられました。
「これやってみない」とは，気象利用研究会で話題提供してみないかということ
です。当初，斜面温暖帯での話題提供を考えていましたが，研究会のテーマと合わないことから，
地形情報を使って日射量分布を計算することを試みました。研究会では，国土数値情報から得ら
れる 250 m グリッドの標高データを使って周辺地形を再現し，周辺地形による直達光や散乱光の
遮蔽量を考慮して日射量を推定する手法を紹介しました。その後，数値地図 50 m メッシュが使え
るようになると，50 m グリッドの標高データから日射量が計算できるようにバージョンアップし
ています。この成果は通産省のデータベース白書に「地域に根付くデータベース」として紹介さ
れ，県の試験場では果樹の適地判定などに利用されました。
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盆地霧の研究は林さんからの「黒瀬君，これも買ったら」がきっかけです。
「これ」とは，大洲
盆地に霧がかかっているときのランドサットデータです。前述の日射量の研究を進める過程で，
日射が良く当たっている場所とそうでない場所とで温度環境にどの程度の違いがあるかをランド
サットの熱画像から明らかにしたいと考えました。そこで，日射量の分布に大きな違いが現れる
太陽高度の低い時期（冬季）を対象に，解析に使えそうなランドサットデータを探していました。
当時は，雲量の情報をもとに使えそうなシーンを抽出し，そのシーンをクイックルック写真で確
認し，データを購入する手順を取っていました。10 枚程度のクイックルック写真の 1 枚に大洲盆
地が霧に覆われた写真があり，これが林さんの目にとまり，
「これも買ったら」となったわけです。
私自身は，霧がかかったデータでは温度環境の解析に使えないため，きれいな写真だとしか印象
がありませんでした。しかし，このデータの購入がきっかけで盆地霧の研究が始まり，まとめる
ことが出来ました。盆地霧の観測では，定点観測による温湿度や日射量の長期連続観測，気温の
移動観測，インターバルビデオカメラによる霧の消長の連続観測，ランドサットデータを使った
面的な解析など，いろいろなアプローチで実態の解明を試みました。このような研究が出来たの
は，人の繋がりのおかげと思います。盆地霧の観測の過程で，林さんと交友のあった愛媛大学深
石一夫教授と知り合うことが出来，観測データの共有や助言を頂くことが出来ました。特に，イ
ンターバルビデオカメラを設置させていただける人を紹介していただき，大いに助かりました。
AC 電源を使わせていただいたおかげで，5 ヶ月間にわたって欠測の無いビデオ映像を得ることが
出来ました。また，林さんの薦めにより，国内留学の制度を使って 2 ヶ月間，北海道大学堀口郁
夫教授のもとで衛星データの解析方法を学ぶことが出来ました。これらの方々の協力と指導によ
り，盆地霧に関する観測・解析を行うことができたと考えています。

４．局地風「まつぼり風」
平成 7 年から 1 年間，菅谷博室長の下で研究することが出来ました。1 年間という短い期間で
したが，この間にサーモトレーサの測定値が何を意味しているかを観測データから示すことが出
来ました。サーモトレーサを使って 300 m および 3 km 離れた樹木の表面温度を測定し，樹木近傍
で測定した気温と比較を行いました。この観測では，スポット式の赤外線放射温度計による天空
温度の測定と，定点での気温の測定を約 1 年間続けました。また，サーモトレーサを使い 2 ヶ月
毎に 1 週間の連続観測を約 1 年間行いました。この観測データの中から風が強く，かつ，放射冷
却の強かった日と弱かった日を抽出し，サーモトレーサの観測データに含まれる背景放射と中間
大気の影響を明らかにすることが出来ました。
平成 8 年に九州農業試験場に転勤となり，大場和彦室長の下で約 8 年間，研究を行いました。
この期間にまとめた研究の代表が局地風「まつぼり風」です。局地風の研究では 2 つの知見を得
ることが出来たと思います。1 つ目は，風の移動観測法を考案したことです。気温や湿度の移動
観測は既に確立された観測手法です。しかし，風の移動観測は，車が移動することにより見かけ
上の風が発生し，その風と実際に地上を吹いている風とを分離することが出来ず，実現していま
せんでした。この問題を，超音波風向風速計と GPS を用いることにより解決しました。超音波風
向風速計と GPS を車に搭載し，超音波風向風速計で測定される車上の風のベクトルから，GPS で
測定される車の移動ベクトルを差し引くことにより，車で移動しながら移動経路上の風向風速を
1 秒毎に測定できることを示しました。この移動観測法により，まつぼり風の吹走地帯からその
風下までの約 10 km 区間の風向風速を，僅か 15 分程度で測定することが出来ました。2 つ目は，
山越え気流としてのまつぼり風の存在を明らかにしたことです。気象の教科書や辞典では，まつ
ぼり風を冷気流として扱っていますが，これに一石を投じることが出来たと考えています。風の
移動観測法，冷気流としてのまつぼり風，山越え気流としてのまつぼり風を「農業気象」に投稿
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するとともに，学位論文としてまとめることが出来ました。学位は九州大学の真木教授から授与
されました。真木さんには，ここでも手をさしのべていただきました。
山越え気流としてのまつぼり風は年に数回しか発生しません。このまつぼり風を移動観測で捉
えることができたことは非常に幸運だと思います。移動観測の合間に何枚かの写真を撮ることが
出来，その内の 2 枚が黒瀬ら（2002b）に掲載している笠雲とローター雲の写真です。移動観測を
している間，ローター雲はほぼ同じ場所に留まり，かつ，阿蘇外輪山と平行に連なっていました。
同じ場所に静かに浮かんでいるような雲でしたが，目をこらして見ると風下側のローター雲はも
のすごい勢いで風下に飛ばされ，消散していました。この時の写真が山越え気流や風下波の発生
を裏付ける写真になりました。まつぼり風の風下に風の弱い地帯が形成されます。農家の方がこ
の風の弱い地帯で麦藁を野焼きしており，この煙がまつぼり風の風向とは逆方向にたなびいてい
ました。移動観測中にこの煙を見つけ，写真を撮るために寄り道するか，移動観測を続けるか迷
いました。私の判断は移動観測を続けるでした。寄り道しなかったことにより，とぎれのないデ
ータを得ることが出来ました。反面，写真を撮っていれば，まつぼり風を紹介する貴重な写真に
なっていたと思います。どちらの判断が良いのか今でも判りません。また，スポット式の赤外線
放射温度計を真上に向けて車に搭載し，天空温度を測定しながら移動観測を行っていたら，観測
ルート上のローター雲の位置をきちんと捉えることができたのではないか？，観測の合間に魚眼
レンズを真上に向けて何カ所かで撮影していたら，ローター雲の分布や高度が判ったのではない
か？，モデルを使って現象を再現したいな等，今でもまつぼり風に対する思いは尽きません。

５．おわりに

‐もう１つの道‐

菅谷さんと大場さんからいろいろな指導を受けましたが，その中で最も感謝していることは作
物を相手に試験が出来るようになったことです。菅谷さんから，
「2 つのことが出来るようになり
なさい」と言われたと記憶しています。局地気象の研究だけでなく，もう 1 つ別の方向性をもっ
た研究が必要とのことです。これまで，局地気象の研究に集中していたため，他の分野，特に作
物のことを知りませんでした。これを心配されていました。大場さんも同様の考えであり，稲，
麦，大豆の栽培を教えてもらいました。その教え方は，1 年目と 2 年目は大場さんが中心となっ
て栽培されますが，3 年目からは全て任されます。種子や肥料，防鳥網，支柱などの準備，農作
業を手伝ってくれるサポート部門との人数調整や日程調整，実際の農作業などを行う必要があり
ます。これを経験したことで，麦と大豆に関しては栽培できるようになりました。稲に関しては，
同じ研究室の丸山篤志さんが担当しており，私は播種や田植えを手伝う程度だったため，身に付
いていないように思います。実際に責任を持って自分でやることの重要性が判ります。平成 16 年
に近畿中国四国農業研究センターに転勤となり，今は，大豆の青立ちと小麦の赤かび病の課題を
担当しています。これらの課題に比較的スムーズに入っていけたのは，もう 1 つの道に導いてく
ださったお陰と思っています。
現在，私は残念ながら局地気象の研究から遠ざかっています。しかし，四国農業試験場気象資
源研究室で一緒だった佐々木華織さん，近畿中国四国農業研究センターで同じチームに所属して
いる佐藤恵一さんと植山秀紀さんが局地気象の研究を行っています。農業気象分野で局地気象の
研究を行う人が少なくなっていますが，身近な所に局地気象の研究を続けている人がいて，大変
うれしく思います。
今回推薦者となっていただいた鈴木先生には多くの指導を受けるとともに，当時の気象特性研
究室（大場さんの研究室）に多くの学生を送り込んでくださいました。農研機構で研究者の年齢
構成が高くなっている中，学生と一緒に研究できたことは，研究の活性化につながったと思いま
す。また，学生達の多くが農研機構や他の独立行政法人の研究機関，気象関係の企業に採用され，
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気象の研究者として歩み出しています。彼らに学会でお会いしたり，論文に彼らの名前を見つけ
ると，一歩一歩成長していることが判ります。
「君はいい人の下で仕事が出来たね」と言われたことがあります。本要旨を読んでもらうと判
るように，私の研究は指導していただいた方々の影響が非常に大きいと思います。あらためて，
お世話になった方々にお礼を申し上げます。
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