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■ はじめに

山では地上 とは異なる気象条件があ ります。山特異の気象を知ることにより、より安全

な登山が出来るようにな り、また楽 しむことができます。山岳気象については各種の参

考書が発行 されていますが、このたび会員が手軽に使えるように「山岳気象の基礎知識

その 1」 としてまとめました。不十分な内容ではありますが、今後更に内容を充実 して

いきたいと思っています。 ご意見など頂ければ幸いです。

2014年 10月  かが りび山の会 山行部教育係

野田久生

■ 目 次

1.一般事項

1‐ 1.気象観測の歴史

1‐2.気温と標高の関係

1‐ 3.風速 と体感温度の関係

1‐ 4.日 の出、日の入時間

1‐5.気圧について

1‐ 6.紫外線について

1‐7.天気予報用語

2.雲の種類と前線

2‐ 1.雲の種類

2‐2.前線の種類

3.雷について

3‐ 1.雷の発生

3‐2.雷の大きさ

3‐3.雷からの防護

4.観天望気について

5。 四季の天気    (約 半年後 その 2と して発行予定)   ・ 。・ 。 8
5‐ 1.春の天気の特徴

5-2.夏の天気の特徴

5‐3.秋の天気の特徴

5‐ 4.冬の天気の特徴

6.その他

6-1.山岳天気の情報サイ ト紹介

6‐2.参考文献、資料一覧

【当資料の無断コピーを禁止します。]

・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ 。・・ 。・ 。 7

4

●● ● ● ● ● ● ● ● ●・・ ・ ・ 。 ● ● 8



1.一般事項

1‐ 1.気象観測の歴史

明治 8年、ドイツの気象学者クニッピングの勧めで気象機械を手に入れ、東京気象台

が発足。明治 17年に初めて全国の天気予報が発表された。その後の三度の大戦は、

軍艦のための海洋気象と軍用機のための上空の気象の予報技術を、飛躍的に進歩させ

た。第二次大戦後はラジオやテレビの普及にしたがつて、一般家庭でも簡単に天気予

報が手に入るようになった。1965年には富士山頂にレーダーが設置され、制度の高

い広域情報が手に入るようになった。1974年 には、地域気象観測システムはMeDAS)、

1977年には静止衛星 「ひまわり」の運用が開始され、観測情報の多彩さと正確さは

飛躍的に高まった。更に 1994年に気象予報士制度がはじまリインターネットでの情

報提供が進み、気象情報に容易に入手が可能となつた。 (山岳気象の基礎知識  P8
抜粋 )

【山岳気象に関する小説紹介】

芙蓉の人 新田次郎 富士山頂にて初めての気象観測の物語

明治 28年 12月  野中至、千代子 富士山頂にて気象観沢1開始

平成 26年 8月 ～9月 ⅢヽKで いrド ラマ化放映

富士山頂 新田次郎 富士山頂にレーダー建設の物語 (現在は撤去されている)

レーダー 直径 5m 円形パラボラ (映画化 石原裕次郎主演)

l…2.気温と標高の関係

気温は 1,000m上 がると概ね 6℃下がります。

平地が 30℃ の夏の場合でも、3,000mの山頂の場合 12℃ となります。

【例】 平地 (夏季) 30℃
1,000m

2,000m

3,000m

24℃  奥多摩、丹沢

18℃  雲取山、日光

12℃  北アルプス、南アルプス

その場所の温度を想定した衣月艮の準備が必要。更に、風、雨などの天候により体感

温度が下がることが考えられます。日本の場合南北に長いので、北と南では温度差

が大きく季節の始まりも随分と異なるので注意が必要です。

1‐3.風速と体感温度の関係

風速が lm上がると体感温度はおよそ 1℃下がります。

山頂の温度が 10℃の場合、風速 10m/秒 の風がある場合体感温度は 0℃ となりま

す。特に冬の場合は、風により体感温度がマイナスになるので注意が必要です。

服装についても風を通さないものを着るなど配慮が必要となります。



1‐4.日 の出、日の入時間

季節によって日の出、日の入時間が随分異なつてきます。この時間を把握 して山行

計画をしましょう。東京の場合の例を下表に示 します。

東京千代田区役所 東経 139° 45′ 、1ヒ緯 35° 41/(柏市もほぼ同等です )

春分 夏至 秋分 冬 至

日の出 05:43 04:26 05:26 06:44

日の入 17 54 19:00 17 45 16 Ｏ
υ

日の出、日の入 :太陽の上辺が地平線に一致する時刻

1‐5.気圧について

気圧が周囲よりも高い所を「高気圧」、低い所を「低気圧」と呼びます。1020Pa

以上が高気圧 と言 うわけではなく、周囲の気圧 と比べての表現となつています。

気圧の単位  hPa(ヘク トパスカル)以前は mbar(ミ リバール)と 呼んでいたc

l気圧 =1,013hPa=lkg/cポ =750mmHg
気圧の等圧線は 4hPa毎に線が引かれています。

・ 標高による気圧 :10m高 くなる毎に約 1.2hPa低 くなる。

Om  1013hPa   平地

1,500m  850hPa  丹沢山 (1567m)、 日光高山 (1667m)

3,000m  700hPa  白馬岳 (2932m)、 槍ヶ岳 (3180m)、 甲斐駒 (2967m)

3,776m  600hPa  富士山 (平地の 2/3程度となる)

1‐6.紫外線 にⅣ :ULra viOlet)

紫外線は波長の長さにより3種類に分けられます。

雪山、高山では紫外線が強いので、紫外線対策が必要となります。新雪の場合、

雪面の反射率は 80%程度になります。通常の地面では 10%程度です。

【参考】

lIV‐A 315～ 400nm

生活紫外線 と言われ、大気圏ではほとんど吸収されないが有害性は低い

UV‐ B  280～ 315nm

レジャー紫外線と言われ、日焼けや皮膚ガンを引き起こす有害な紫外線

い π‐C  100～ 280nm

大気圏で吸収され、地表には到達 しない。

nm:ナノメー トル 10億分の lm

可視光 0.38～ 0.77μ m(マイクロメー トル )

９
“



1‐7.天気予報用語

普段何気なく耳にしている用語にも定義があります。これを覚えておくと天気予報判

断の役に立ちます。

・表現

晴一時雨 24時間の内で 1/4未満、最長で 6時間未満、雨が降り続ける状態

晴時々雨 24時間の内で雨が降つている時間の合計が 1/4以上 1/2未満の状態

6時間以上、12時間未満、合計なので降ったり上んだりする状態

晴後雨  時間の長さにかかわらず、その日の中の前後で天気が変化する状態
。天候とシンボル

快 晴  ○ 雲の量が 0～ 1割以下

晴 れ  ① 雲の量が 2～8割の時

曇 り  ◎ 雲が空の 9～ 10割 を覆っているとき       
｀
ヽ

雨    ● 濃い層雲から降る

。降水量 (1時間当たりの降雨量 mm/時間)

やや強い雨 10～ 20  歩いていると地面からの跳ね返 りで足元がぬれる。

強い雨   20～30  傘をさしていてもぬれる。

激 しい雨  30～ 50  道路が川のようになる。

非常に激 しい雨 50～80 傘は全く役に立たなくなる。

猛烈な雨  80以上  恐怖を感 じる。大規模な災害が起こる恐れがある。

【参考】都市部の雨水排水設備は現在 50～60mm程度の降水量を想定した排水

設備 となっています。 (地域によつて異なる)

最近 100mmを超える雨も観測され、災害が発生しています。

・風の強さの定義 (気象庁 10分間の平均値 m/秒 )

やや強い風  10～ 15  風に向かつて歩きにくくなる。

強い風    15～ 20  風に向かって歩けない。 (山行活動の限度の風速)

非常に強い風 20～25  しっかりと身体を確保 しないと転倒する。

25～30  立っていられない

猛烈な風   30以 上  立っていられない。

・台風

熱帯性低気圧のうち最大風速が 17.2m/秒 以上になつた物を「台風」と呼びます。

最近の台風では、最大瞬間風速 60m/秒超 (沖縄等)も観測されている。

【雑学 :空の種類】 風 と人びと 1999年 7月 15日  吉野正敏著より

大空 (おおぞら) スジ雲、イワシ雲が出ている空  5000m程 度の空

中空 (な かぞら) 鯉のばりが泳いでいるような空  数 10m～数 100mの空

うわの空     羽衣伝説がかかわる空間。人間の背丈くらいから松の梢くら

いの空間 (古謡での表現)

最近の意味は、「耳に入 らず、頭の上を越 していく」



2.雲の種類 と前線

2‐ 1.雲の種類

雲の種類は、できる高度や形によつて 10種類に分けることができます。これを 10

雲形 と言います。urMo(世界気象機関)が定めた種類。

・対流雲 (下層～上層)

①積雲 (わた雲)            ②積乱雲 (入道雲、雷雲)

晴れている日中に浮かんでいる

ことが多い。

・上層 雲 (5000m以上 )

③巻雲 (す じ雲)
⑤巻層雲 (う す雲)

刷毛で掃いたような筋状の雲   細かいさざ波のように見える

好天を約束する。      雲。 うす雲がこれに変わつた

ら要注意

中層雲 (2000m～ 7000m)

⑥高積雲 (ひつじ雲、むら雲)⑦ 高層雲 (お ぼろ雲)

ベールのように広がる薄雲。

太陽や雲に量をかける

③乱層雲 (雨雲、雪雲)

丸い塊のような雲がまだらに

並ぶ。成長 したら天気が崩れる

灰色で空全体に厚い層となつ

ている。間もなく雨となる。

暗い灰色で空全体を覆つてい

る。雨や雪を降らせる。

②積乱雲 (入道雲、雷雲)

雷や雨、雹、突風を吹かせる。

④巻積雲 (いわし雲)

上に 飩 ‐ ■三二

4



下層雲 (地表近く～2000m)

⑨積層雲 (く もり雲)

低い高さで畝のように並ぶ雲 低い所で層状に広がる雲

地表に接 していると霧

・雲の高さと気温の関係を表す説明図

|[℃
]-24- 1       11～ へ

,雨暉 ′‐,  _‐ … 員蜃雲 一ヽ、   管 6   1

※雲の出現高度と気温は中緯度地方での目安

2‐ 2。 前線の種類

寒気と暖気の境界を示す線を前線と言い、前線を境にして天気や気温が変化 しま

す。前線には温暖前線、寒冷前線、停滞前線、閉塞前線の 4種類があります。

潟眠前線

暖気団が寒気団より優勢なときに、寒気

団の上を暖気団がはい上がって雲を発生

させます。

温暖前線からの距離が 1000km以 上

離れた進行方向上空に巻雲が表れ、前線

に近づくにつれて雲が低くなり、前線か

ら 300km以 内

で雨や雪が連続

的に降ります。

|   ‐58                                                  16

1 標‐56        `:蓼話し変      _              14
1 壼_RR.                        | ■二二__     1,ぱ5さ     ―■1齊|ゃ]基警∫「:|[:非

~|~~I・
ttξ

‐

響 2牛 1 1.IIT._員
「 千「 ∵

罐 二]|1  _11_1        1、  |1  蓼魚  二■_二

| 
」
41   ′|:●1弱‐

「
「・■F零

―中「|11 11i   16                                           .
L,こ Lん

=峯 =」
■_■  ■_|_. . 11 1 ■:【 ii■ ■.:.I Ii===黒Lこ■itユ1∵ご■_■l■ ,tt、 tヽl:ヽ 1'、 (■■■4■ ‐●1● ■●■,「 :‐ 1■: ‐‐■1:=^fil : i=il■ .11

温暖前線の記号

…
「

:、 fヾ   寒気

)ヽ■

/′ ヽ

暖気      ヽ

⑩層雲 (き り雲)

5



低気圧の北～西にのびる前線です。寒気

団が暖気団より優勢なときに、寒気団が暖

気団の下にもぐりこんで雲を発生させます。

温暖前線より雲の出る幅は狭いものの、

寒冷前線の通過時は短時間に強い雨が断

続的に降ります。また、風向の急変、突風、

雷、気温の急降下を伴うこともあります。

西側にはほとん

ど雲がなく、前

線が通過すると

天気は急に回復

します。

停滞前線

||■閉塞前線

寒冷前線が温暖前線に追いついたとき

にできる前線です。低気圧が発達し最盛

期を迎えた状態であり、この周辺では強

い雨が降ります。

閉塞前線の記号

暖気は上空

1寒冷前線 ‐

暖気団と寒気団の勢力がほほ等 しいと

き、東西にのびる前線です。名前の通り

あまり動かず、長い間雨を降らせます。

前線の南側が暖かい空気、北側が冷たい

空気で、代表的なものに梅雨前線や秋雨

前線があります。

停滞前線の記号

1   寒気が地表を

機っている
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3.雷について

3‐ 1.雷の発生 (天気と気象がわかる本 抜粋 )

雷は雲の中であられと氷晶の衝突により起こります。湿つた空気が激 しく上昇

して上空の低い温度の層に達するとあられや氷晶が多量に発生 し、雷雲となり

ます。このため雷は上空高くまで発達 した積乱雲で発生 し、雷雲の高さは

10,000m以 上になります。雷雲の中で静電気が増大し、地面に放電 したものが

落雷となります。 (雷の発生については現在でもわかつていないことが多い)

3‐2.雷の大きさ (種類により異なる。一般的な情報 )

電流 (A) 数万～数十万A
電圧 (V) 1～ 10億 V
日寺間 (秒)  1/1000秒

3‐3.雷からの防護

上記のように雷の放電電圧は非常に高い電圧です。そのため落雷時近くに電気

を通 し易い物 (金属、人体)があると、それに雷電流が流れる恐れがあります。

人体に雷電流が流れると、それにより身体焼損、心臓停止の恐れがあります。

落雷による影響を避けるため下記に注意する。

・山小屋 (建物内)に入る。 (建物外周を雷電流が流れ、室内には影響がない)

。大きな木の下に入る。但 し木から4m以上離れる。(落雷の影響を避けるため)

・縦走時には稜線から逸れ、大きな岩陰に入る。

・金属製の、鎖、ハシゴから離れる。ピッケル、ス トックなどの金属を離す。

4.観天望気について

観天望気 (かんてんぼうき)は、自然現象や生物の行動の様子などから天気を

予想すること。またその元となる条件と結論を述べた天気のことわざのような伝

承。古来より漁師、船員などが経験的に体得 し使ってきた。また、天気占いとも

呼ばれる。もちろん、公式な天気予報に代替できるものではないが、湿度や雲の

構成などから、正確性が証明できるものも多い。海や山での天候の急激な変化や、

局地的な気象現象をつかむための補完手段 として知っておいたほうが良いもの

もある。古くから天気を予想することは漁師・農民・商人など多くの人々にとつ

て重要なものであり、世界各地で観天望気を用いて天気を予想 してきた。世界中

で広く浸透 しているものとしては次のようなものがある。 (Wikipedia抜粋)

1)「夕焼けの次の日は晴れ」

地球上の多くの場所では、天気が西から東へ移動するため

2)「太陽や月に輪 (量)がかかると雨か曇 り」

温暖前線の接近に伴 う巻層雲 のため

3)「ハチが低 く飛ぶと雷雨」 湿度が高いと、昆虫が低く飛ぶとされる



4)「ネコが顔を洗 うと雨」

湿度が高いとき、顔や髭に水滴がつきやすくなる。それを猫が拭 うため。

5)「 うろこ雲 (巻積雲)は天気変化の兆候」

6)「おぼろ雲 (高層雲)は雨の前ぶれ」

温暖前線の接近によつて高層雲が現れるため

7)「夏の朝曇 りは晴れ」

8)「山に笠雲がかかると雨や風」

低気圧や前線に伴 う風により、湿度の高い空気が山の斜面を上って水蒸気が

凝縮するため

9)「上 り雲 (北に向か う雲)は雨、下り雲 (南に向か う雲)は晴れ」

低気圧の前面は南寄 り、後面は北寄 りの風となるため。

5.四季の天気  (約半年後 その 2と して発行予定)

5‐ 1.春の天気の特徴

5‐2.夏の天気の特徴

5‐3.秋の天気の特徴

5‐4.冬の天気の特徴

6。 その他

6‐ 1.山岳天気の情報サイ ト紹介

日本気象協会 山の天気 tenki.jp  日本百名山の天気情報を提供

気象庁  「防災気象情報」レーダーナウキャス ト www.jma.gO.jp/radnowc/
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