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日進キャンパスは雨が多いか：星が丘キャンパスとの気象観測値の比較

1 ．はじめに

　筆者は，2003 年より，学園研究費をいただいて気象観測装置を本学星が丘キャンパス内文
化情報学部棟の屋上に設置し，同年 7 月より地上の気象観測とそのネット配信を開始した。観
測項目は，気温，相対湿度，露点温度，気圧，雨量，風向・風速であり，さらに 2005 年より
計器をグレードアップして日射量と有害紫外線量（UVindex）を観測に追加し，現在に至って
いる。その間，UVindex について緯度の高い東京との地域差を確認している（山根，2007）。
翌年，筆者自身が人間関係学部に異動となり，日進キャンパスに勤務することとなったため，
再び学園研究費をいただいて日進キャンパスにおいても 2007 年 12 月より星が丘キャンパスと
同型の観測装置によって同内容の観測とそのネット配信を始めた。これにより，両キャンパス
での気象観測体制が実現した（ちなみに，日進市内で気象観測データを蓄積・配信しているの
は，本学の筆者のみであることから，日進市より日進市史編纂にあたって筆者の日進キャンパ
スでの気象観測データの提供を希望されたので快諾し，ここ数年分のデータを提供した）。
　両キャンパスにあえて同じ観測器を設置した理由は，近距離ながらも両キャンパス間で異な
る天気を幾度も体験したからである。筆者は文化情報学部在職時から人間関係学部に兼担の授
業をもっており，週に一度，星が丘キャンパスから日進キャンパスに通っていた。その際，星
が丘では雨でなくても日進に行くと雨ということが幾度かあり，「日進は星が丘にくらべて雨
が多い」という印象を抱いた。この印象は日進キャンパス在勤の教員にも共有されていた。た
だ，実際には移動中に星が丘も雨になっていたかもしれず，また人は幾度かの経験だけでそれ
を一般化する傾向があるので（行動経済学でいう“少数の法則”），上の印象が事実であるか確
認するには客観的なデータによる検討が必要である。そこで，雨量を含めた両キャンパスの気
象観測データを比較することにした。

2．設置場所とその特徴

　まず，星が丘・日進両キャンパスの観測器の設置場所を記述する。
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星が丘：文化情報学部棟屋上の北東端，北緯 35 度 9 分 31.3 秒，東経 136 度 59 分 12.08 秒（国
土地理院サイトで計測）にあり，設置面の海抜高度 は 90m である（Nielsen-Kellerman 社の
携帯気象計 Kestrel4000 による実地計測）。 温度計は床上 1.5m，風向風速計は床上 1.8 ｍに設
置してある。これらの観測値を無線で受信して集約する装置（コンソール）とそこからデータ
をネット配信するパソコンは，文化情報学部教授会の許可を得てメディア棟 235 室の窓側に置
かせてもらっている。
日進：人間関係学部１号棟屋上の南西端，北緯35度9分11.42秒，東経137度2分4.94秒に設置し，
設置面の海抜高度は 97 ｍである（計測は同上）。温度計は床上 1.5m，風向風速計は床上 2.2 ｍ
に設置してある（図１）。無線コンソールとネット配信用
パソコンは，筆者の個人研究室（1 号棟 304 室）内に設置
してある。以後，本稿では両キャンパスの観測地点を「星
が丘」，「日進」と表記する。
　両地点の緯度（南北）差は約 20 秒（約 500m）とほとんど
なく，「星が丘」が若干北に位置し，経度（東西）差は約
３分あり，「日進」がほぼ真東に位置している。両地点の
直線距離は 4.4km ほどであり，高度は「日進」が 7m 高い。
　次に両地点の周囲環境について記す。
星が丘：北西側に向いた斜面上にあり，東から西までの南
面を通して標高 100 ｍを越えた東山丘陵が背後に控え，森
林に覆われた頂稜部が約 100m 南に近接しているため，南
風は完全に遮

さえぎ

られている。また地下鉄東山線星ヶ丘駅の谷部（標高 60m 弱）をはさんだ北側
には平和公園の丘陵（標高 80 ｍ）と緑地が広がっており，東側は名東区打越への上り坂があ
るため，北西側のみが開け，濃尾平野西端の伊吹山（冬の季節風の風上）まで望める。
日進：南北走行の台地上にあり，間近に遮るものはないが，東側約 600 ｍに谷を隔てた標高
130 ｍ台の残丘（御嶽山と奥の院）が南北に並行している。また約 2km 南に天白川が西に流
れており，下流から伊勢湾の海風が吹走してくる可能性がある。

2.1. 観測器の特徴
　観測器は双方とも Davis 社の Vantage Pro Plus である。そのため両地点の器差は最小とみ
なせる。設定も同一であり，毎時０分から 10 分ごとの値を記録している。温度計は本体内の
直射日光の当たらない空間に設置してある。雨量計の感度は 0.25mm/10 分である。風速計は
３杯式で，風速の最大値，最小値は秒単位で計測している。日射計と紫外線計（UV センサ）は，
水平全天直射量を測っている。日射計と紫外線計については山根（2007）に詳しく述べてある。

3 ．観測結果

　2007 年以降，現在まで両キャンパスでの観測は継続しているが，ここ数年それぞれの観測
器に故障が発生しており，複数の項目間で観測値の照合ができなくなっている。1 年を通して
両キャンパスでデータが最も揃っているのは 2008 年だけである。そして別の観測地のデータ
との照合の便からも，いささか古いが 2008 年のデータを採用する。ただ単年だけでは傾向を
一般化しにくいため，一部の月間データについては集計値レベルで比較可能な 2010 年の結果
も適宜紹介する。

図 1　日進キャンパス屋上の観測装置
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　観測値は毎時 0 分における値で，風速は 10 分間ごとの平均風速である。本稿での月平均や
年平均は，これらの 10 分ごとの観測値による算術平均値を示す（気象統計上の“平均値”と
は定義が異なる）。

3.1. 気温
　2008 年の年間平均気温は，「日進」
が 15.94℃，「星が丘」が 15.87℃で，

「日進」の方が 0.07℃高い程度で，
差があるとはいえない（ｔ =1.17 で
n.s., 効果量 d<.001）。相関係数も .999
でほぼ直線的に共変動している。ち
なみに日進の方が 7m 高いので，気
温減率（0.65/100m）をあてはめれ
ば，日進の方が 0.05℃低くてもおか
しくない（その意味では日進の方が
高めの結果は数値以上に評価でき
る）。
　図２は「日進」と「星が丘」の月ごとの最高，平均，最低気温の差である（符号の正は「日
進」の方が高く，負は「日進」の方が低いことを意味する）。最高気温は年間値で「日進」が「星
が丘」より0.37℃高かった（元データが月ごとの集計値である場合は検定せず）。月別でも「日進」
が高い傾向にあり，差が比較的大きかったのは 7 月（1.1℃），3 月（0.9℃），4 月（0.8℃）で，「日
進」より「星が丘」の方が高かった月は 8 月（-0.2℃）と 2 月（-0.1℃）であった。最低気温は，

「日進」の方が年間で 0.26℃低く，特に寒候期に低くなる傾向があった。ただし 2 月は「星が丘」
の方が 0.1℃低かった。月別最高気温と最低気温の差（月格差）は，「日進」の方が大きい傾向
にあったが，8 月だけは「星が丘」の方が大きかった。
　以上から，「星が丘」より「日進」の方が，最高気温が高く最低気温が低いという，寒暖差
が大きい傾向が示された（2010 年も同様の傾向）が，8 月と 2 月は逆に「星が丘」の方が高く
なるという現象も含まれる。

3.2. 水蒸気
　大気の水蒸気量は降水の可能性と
関係する。気温との関係で決まる相
対湿度では降水中は 90％を越える。
絶対湿度は観測していないが露点温
度が間接的な指標となる。
露点温度：空気中の水蒸気量の指標
として，露点温度（℃）の値を比較
してみる。露点温度が高いほど空気
中の水蒸気量が多いことを示し，降
水時はその直前から露点温度が高く
なる。年間平均では 0.02℃「星が丘」
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図 2　2008年の「日進」と「星が丘」の気温差
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図3　2008年の「日進」と「星が丘」の露点温度と相対湿度の差
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の方が高かったが有意ではない（効果量ｄ＜ .001）。相関係数も .998 でほぼ直線的に共変動し
ている。高度による露点温度の減率（0.2/100m）からすると，7m 高い「日進」は 0.01℃低く
なるので，高度以外による差は 0.01℃といえる。月別の平均値をみると（図３），「星が丘」の
方が，6 月から 10 月までの夏を中心とした期間，とりわけ７, ８月にその差が大きかった（い
ずれも p<.01）。すなわち，暖候期になると「星が丘」の方が「日進」より水蒸気量が増える（寒
候期は「日進」の方が水蒸気量が多めになる）。これは「星が丘」背後の森林の影響かもしれない。
相対湿度：さらに降水タイミングの指標となる相対湿度（%）を比べると，露点温度の傾向と
ほぼ同じで，「星が丘」の方が年平均で 0.19％高く（t=1.76,p<.05, d=.01），特に 6，7 月の梅雨
期に「星が丘」の方が１％以上高かった（６月は p<.05, ７月は p<.01）。この差はこの期間の
雨量の差を予想させる。一般に都市化が進行すると乾燥化の傾向を示すものだが，その意味で
は「星が丘」は「日進」より都市化が進んでいるとはいえないことになる。

3.3. 太陽放射
　太陽放射については可視光を中心とする日射量と有害紫外線を中心とする UVindex を観測
している。これらは毎日夜間にはともに０となり，また設置場所の関係で，「星が丘」が日出・
日没頃に日陰になるため，平均値ではなく，日中の月別最大値を比較する（図は略）。
日射量：測定帯域は 400-1100nm で，全天直達量である。毎月の最大日射量の年平均は「日進」
は 910.2 Wm2，「星が丘」は 945.3Wm2 で，2，3 月を除いて「星が丘」の方が多い傾向にあった。
ちなみに年間での最大値は「日進」は 6 月の 1080 Wm2，「星が丘」は 7 月の 1088 Wm2 であった。
UVindex：測定帯域は，280-360nm で，全天直達量である。毎月の最大 UVindex の年平均は，「日
進」で 7.92，「星が丘」で 6.38 と差が大きく，また一貫して「日進」の方が高い傾向を示しており，
2010 年も同様であった。この UVindex の差が，すべての観測項目の中で最も顕著で一貫して
いる。特に 6 月から 9 月の日射が強い時期に差が大きくなった。ちなみに年間での最大値はと
もに 7 月で，「日進」は 11.8，「星が丘」は 10.1 である。これだけを見るなら「日進の方が日
差しが強い」といいたいが，日射量は逆の傾向である点が問題を複雑にしている。この問題は
4.2 で考察する。

3.4. 降水
　本器の降水計は雨量計のみであり，別個に降雪量は測定できない。ちなみにアメダスの記
録によれば 2008 年の名古屋地方気象台（千種区日和町）での降雪日数は，1 月に５日，２月
に 13 日，12 月に１日である。その
うち 2 月の降雪には積雪 13cm を記
録した（これを降水量に換算すると
13mm）。
降水量：まず 2008 年の合計では「星
が丘」の方が 71mm 多かった。こ
れは上述した水蒸気量の差とも整合
している。月間降水量を比較する（図
４）と，特に 8-10 月の台風シーズ
ンに「星が丘」の方が多かった（気
象庁の資料によれば，2008 年は 8
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図 4　2008年の「日進」と「星が丘」の降水量
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月と 9 月にそれぞれ１度ずつ台風が
東海地方に接近している）。ただし，
寒候期は「日進」の方が多めになり，
これも水蒸気量の差の傾向と整合し
ている。暖候期の降水は南寄りの風
による雨雲によるものが多いので，

「星が丘」の南隣の東山丘陵が雨雲
の発達や停滞に寄与しているのかも
しれない。寒候期は伊吹おろしの北
西流が顕著なので，「星が丘」も遮
られない。この差は風向と関連づけ
て 4.1 で考察する。
降水頻度：測定下限の 0.25mm/10 分以上の 10 分単位の降水頻度（連続した降水の場合は 10
分ごとの加算とする）を比較するため，単位である 10 分に降水があった場合を１回とすると，
年間では「日進」の方が 67 回多かった。これを時間に換算すると年間で最大 670 分＝ 11 時間
10 分「日進」の方が降水時間が長かったことになる。年間データによる相関係数も .667 と他
の観測値よりは低かったことから，両地点の降水現象には差があるといえる。個別には，もち
ろん「星が丘」だけが雨という場合もあり，月間での差をみると，２月から 6 月までと 12 月
は「日進」の方が多く，7 月から 11 月までは「星が丘」の方が多かった（図５）。以上から，
前述した相対湿度の差は降水頻度の差には反映していないことがわかる。

3.5. 風
　風速は 10 間の平均風速，風向は 16 方位である。最大瞬間風速も観測しているが本稿では扱
わない。
風速： 風 速 は 年 間 平 均 で は「 日
進」の方が 0.5m/s 強かった。平均
値でこの差は意味があるといえる

（t=41.74,p<001, d=.26。ただし月別
平均値の検定では，11,12 月は n.s.）。
高度による増加率（H/10）1/5 を機械
的に当てはめると，7m 高い「日進」
は 0.59m/s 増加する計算になるの
で，高度差が反映されたものともみ
なせる。月別の平均値をみると（図
６），地点差自体に季節差があり，
特に 5 月から 8 月までの暖候期は平均１m/s 以上「日進」が強くなる。逆に「日進」の方が
弱くなるのは冬の季節風が最も強い 1，2 月であった。台風接近があって「星が丘」の方に降
水が多かった8月と9月も平均風速は「日進」の方が強かった。年間データによる相関係数は.693
で降水量に次いで低い。
　以上の季節差は設置環境によると思われる。「星が丘」は北西に開いた形状をしているため，
冬の季節風が収束しやすい。ただし南の東山丘陵が障壁となれば，空気が抜けないため風速は
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図 5　2008年の「日進」と「星が丘」の降水頻度

図 6　2008年の「日進」と「星が丘」の平均風速
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弱まるとも考えられるが，そうなっていな
いのは，星が丘駅からの上昇斜面が緩いた
めに，風が滑走しやすいのであろうか。
風向：年間を通しての卓越風を確認するた
め，まず 10 分単位で記録された風向（16
方位）の年間比率（％）を風配図風に示し
た（図７）。それによると，「日進」では北
北西が年間で 20%と最大，「星が丘」では
北西が 34％で最大だった。これらは寒候
期の季節風の風向である。ちなみに「日進」
の北西風は年間では 5.5%とかなり低く，

「星が丘」の北北西風は 18％と北西風に次
いで多かった。これだけでも「星が丘」の
方が季節風を受けやすいといえる。月ごと
に最も卓越した風向を抽出した結果，「日進」は暖候期には南風，秋季には北北東の風が卓越し，

「星が丘」では 7 ，8 月を除いてほぼ年間を通して北西風が卓越していた。このことから，「日進」
の方が，周囲に風を遮る地形・構造物がないため，地域の地上風を正確に反映しているといえる。
　「星が丘」で東風が卓越する時は，本来は南風が設置場所近辺の地形・構造物の影響で東風
が変わることが日ごろの観測で確認されている。また，秋に「日進」のような北北東の風が卓
越しないのも，設置環境の影響であろう。いいかえれば「星が丘」は北西にのみ開かれている
ため，北あるいは西よりの風は北西風として吹いてくるといえる。このように「星が丘」の環
境要因から，冬の季節風は「星が丘」の方が強くなり，夏の南寄りの風は「星が丘」は地形的
に遮られるため，「日進」の方が強くなると解釈できる。また両地点に共通しているのは，東
西方向の風が極端に少ない点である（「星が丘」の東風の正体は上述）。

4 ．差異の考察

　3.4 の結果から，「日進」と「星が丘」では気温と水蒸気量はほとんど差が見られないことか
ら，大気状態の大枠は同一といえる。一方，ある程度の差が見られたのは，降水と風向，そし
て UVindex であった。これらについてその要因などを探ってみたい。

4.1. 降水の差
　上の結果から明らかになったこととして，「日進の方が雨が多い」という印象は，頻度とし
ては確認されたが，量としてはむしろ否定された。このような整合的でない結果は，解釈を難
しくする。
　量と頻度の逆傾向から，「日進」の方が一回の降水当りの量が少ないこともわかる。降水を
上空の雨雲の発達と直結させるなら，「日進」の方が雨雲は発生しやすいが発達にしにくい，
言い換えれば，「日進」の方が雨雲が凝集しにくく散らばりやすいということになる。「日進」
の風向が「星が丘」よりも多様であることも関係あるかもしれない。ただし，月間の降水量・
頻度では 4-6 月と 12 月は量も頻度も「日進」が上回った。2010 年の雨量データでは 1-4 月は「日
進」の方が多く， 8 ， 9 月は「星が丘」の方が多かったことからも，台風シーズン以外は「日
進」の方が降水可能性が高いといえるかもしれない。問題はその要因である。
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4.2. 風向の差
　降水現象と関係し，両地点で比較
的差があったのは風向である。そこ
で，降水時の風向に特徴はあるか（特
に「日進」）確認するため，「日進」
と「星ヶ丘」と，「日進のみ」が降
水（＝「星ヶ丘」は降水無し）の場
合をそれぞれ抽出し，10 分単位の
降水時の風向を集計してみた（図
８）。それによると，「星が丘」の降
水時の風向は年間傾向とほとんど同
分布だが，「日進」の降水時は一般
的な卓越風（北北西）よりも北北
東時に多いことがわかる。「日進の
み」の場合もその傾向に大差はみら
れないことから，「日進」は「星が
丘」よりも北北東の風の場合降水に
なりやすいといえる。では北北東の
風が「日進」に降水をもたらすのは
どのような場合（気圧配置）か。太
平洋側を通る温帯低気圧では，この
方位からの風は寒冷前線の外側で吹
くため，降水にはなりにくい。低気
圧が日本海側を通るなら終始南寄
りの風となる。太平洋側に停滞前
線（梅雨前線，秋雨前線など）があ
る場合ならありうる。その場合は気
圧傾度が緩いので，風速は弱いこと
になる。しかも伊勢湾からの海風が入ってくる日中でない可能性が高い。降水時の風向の特
徴を探るため，平均雨量と平均風速を風配図風に示す（図９）。風速（F=9.05,p<.001, 効果量
f=.75）は南寄りの風が強い。この時の降水は本州や日本海を横断する低気圧によるものと思
われる。また北東方向は風速が弱い一方で，降水量は比較的多めであることがわかる（ただし，
F=1.68,p=.06, 効果量f=.33）。北東風時の降水は気圧傾度が小さいことから，メソスケールの低
気圧性というより，ミクロスケールの前線や地形による収束性の降水であることが示唆される。

4.3. 太陽放射量の差
　その他の特徴として，「日進」の方が日射量は低いが，UVindex は一貫して高かった。同
じ太陽放射によるこれらの違いも解釈が難しいだけに，その理由を考えてみる必要がある。
UVindex の一貫した差異は器差が原因とも考えられるが，同一製品であるのでその可能性は
最小とすると，設置環境の違いに因るとみなすのが妥当である。
　日射量に差をもたらすのは，太陽高度と雲量である。太陽高度は緯度が低いほど高くなるが，
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両キャンパスの緯度差は無視できる範囲内である。雲量は上空の気温と水蒸気量（すなわち相
対湿度）に依存する。地上の相対湿度は「星が丘」より「日進」の方が低い傾向にあり，その
意味では「日進」の方が日射量が多くなってもよいのだが，結果はその逆となっている。また
日射量と紫外線量の差の傾向が背反的であることもこのままでは説明できない。
　そもそも紫外線量に差をもたらす地上側の要因は標高と緯度である。標高が高いほど，そ
して緯度が低いほど地上の紫外線量は多くなる。確かに「日進」は「星が丘」より７m 高く，
緯度は 20 秒（およそ 500m）だけ南であるが，それらの微妙な差では紫外線量の明確な差を
説明しきれない（紫外線量は 100m 上昇するにつき 1.3%増加するといわれるので，それを 7m
に当てはめると 0.09％の増加）。
　計測上の誤差要因として，日射量も UVindex も全天量を測定しているため，地形や構造物
によって空の一部が遮へいされていると値が低くなる。「星が丘」は，北西面以外の地平部分
が森や構造物などによって遮へいされているため，太陽高度の低い時刻・季節には，散乱の効
果が比較的大きい UVindex が実際大きく下っている。ただ，本稿で示したデータは最大値で
あり，太陽高度が最も高い南中時前後のものなので，上述した影響からは免れている。したがっ
て最大値の差は，上空の大気状態の差とみなせる。
　日射量（可視光）と紫外線とで差の傾向が異なるということは，「星が丘」の上空は「可視
光を通すが紫外線を通しにくい」あるいは「日進」の上空は「紫外線を通すが可視光は通しに
くい」ということになる。日射量の割りに紫外線量が多いという場合，考えられるのは，日差
しがあって雲量が一定以上ある状態，すなわち紫外線が好晴積雲（わた雲）によって散乱して
増加する場合であり，その他に紫外線を吸収する大気中物質が少ない場合である。前者は双方
に雲量のデータがないため直接的な検討はできない。ただし星が丘の方が全天の一部が地形な
どによって遮へいされているため，散乱量の比率が直射量より多い紫外線量に関しては，全天
散乱量の差が恒常的に表現されているのかもしれない。
　相対湿度は「星が丘」の方が高い傾向にあるので，地上の相対湿度が上空の雲量と相関して
いるなら，すなわち湿度計を天気判断に用いる論理でいえば，相対湿度が低めな「日進」の方
が日射量が少なくなっているはずである。降水頻度が「日進」の方が若干多いことは，「日進」
の方が雨雲が覆う場合が多い可能性を示唆するが，それは雨天に結びつく現象であって，晴天
に積雲がたなびく状況を示すものではない。
　次に，大気中物質の可能性を考えてみる。可視光と紫外線は電磁波として波長域が異なって
いる（紫外線＜可視光）。波長の違いによって，大気中で散乱・吸収する物質（の分子の直径）
が異なる。雲の中でも好晴積雲など晴天の強い日射と同居する雲は，紫外線を散乱して地上へ
の到達量を増やす。「日進」が「星が丘」よりも快晴より晴れ（好晴積雲が出やすい）になる
傾向があるなら，日射量と UVindex との逆傾向が説明できるが，雲量のデータがないので確
認できない。
　可視光を日常的によく遮るのは，雲粒などの直径の大きな水滴である。暖候期は「星が丘」
の方が露点温度・相対湿度ともに高い傾向にあったため，「星が丘」の方が最大日射量が低け
れば整合するが，結果はそうでない。
　他の可能性として，大気中物質の濃度差がある。紫外線を大気中で吸収するのは，オゾン
層，水蒸気，エアロゾルなどである。成層圏のオゾン層は上述した緯度による差の原因となっ
ている。ただし両地点の緯度差は，高度 20km 前後のオゾン層分布の差と対応するほどではな
い。水蒸気とエアロゾルは対流圏内の地上付近に分布している。まず水蒸気の指標としての露
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点温度の差では，UVindex が「日進」
でより高くなる暖候期では，「星が
丘」の方がかえって高くなっている。
すなわち地上の露点温度は紫外線量
に影響しない。
　残ったのがエアロゾルであるが，
これらも観測していない。そこで国
土交通省の大気汚染観測データを参
照してみる。ちなみにエアロゾルは，
陸上では大気汚染物質そのものが元
となる。またエアロゾルは水蒸気の
凝結核になるため，上空の雲量にも影響を与える（都内の環状八号線道路上空に発生する“環
八雲”のように）。両地点にできるだけ近い観測所を選ぶと，「日進」に近いのは「長久手中学校」
と「五色園」で，「日進」は両者を結んだ直線上のほぼ中間に位置している。よって両者の平
均値をとる（「日進平均」）。一方，「星が丘」に近いのは，「千種区役所」と平和公園内にある「国
設名古屋」である。距離的には後者の方が近いが，公園内の緑地にあるため，大気環境が地域
を代表しているとはいえない。一方千種区役所も幹線道路沿いにあるため，キャンパスの大気
環境とは異なる。よってこちらも両者の平均をとる（「千種平均」）。
　2008 年の SPM（浮流粒子状物質）の年間平均は，「日進平均」で 0.0255（mg/m3，以下同）で，「千
種平均」は 0.0278 であった。以上から「日進平均」の方が 0.002 少ない。この傾向は月間でも
同様であった（図 10）。ついでに NOx（窒素酸化物）についても，「日進平均」の方が年間平
均で 0.007（ppm）低く，月間でも同傾向であった。すなわち，「星が丘」よりも「日進」の方が，
大気汚染物質が少なく，その結果エアロゾルも少ないといえる。この微小な差だけで，「日進」
の紫外線量の多さを定量的に説明しきるとは思えないが，要因の１つにはなりそうである。

4.4. 「星が丘」の特徴
　両キャンパスの気象観測値の差は，高度や経度の差，すなわち両地点の対等な貢献というよ
り，「星が丘」の特異な地形環境に起因している可能性が高い。特に暖候期の風速・風向の差は，

「星が丘」側の原因が明白で，南寄りの風が背後の丘陵によって遮へいされているためである。
7，8 月以外は北西風が卓越することも周囲の地形の影響といえる。
　8 月に「星が丘」の気温が相対的に高くなったのは，日射量の影響というより（日射量は他
の月も高いため），南からの海風が遮られることで盆地様の大気状態になったためかもしれな
い。
　一方，夏の降水量はむしろ促進されている。降水量が東山丘陵によって促進されるとは考え
にくいが，比高 100m 程度の丘陵でも地上付近の湿った南風を強制上昇させ，その分雨雲を厚
くさせて，上昇しきった地点にキャンパスがあるため，若干降水量が増えるということは，下
部気層全体の強制上昇を考えるならば成り立つ。ただし降水頻度が「日進」より少ないことは
説明できない。
　日射量が多いにもかかわらず UVindex は低いのは，「星が丘」の方が大気汚染物質の濃度が
若干高いことが関与しているかもしれない。千種区東部は，地形的に名古屋中心部の排気ガス
などを滞留させやすいことはすでに指摘されている（大和田，1994）。
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図10　2008年の平均SPM（国交省のデータによる）
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4.5. 終わりに
　直線距離で 4.4km しか離れていない両キャンパスでも，降水量と頻度のほかに紫外線量や
風向の違いが確認された。これらの違いをもたらすのは，緯度・経度・高度ではなく，設置場
所周辺の地形の違いが大きいと思われる。本稿で確認した差は 2008 年によるものであり，月
間の差異はその年固有のものといえるが，年間平均レベルは 2010 年も同傾向であるため雨量
や UVindex などの年間での差は偶然ではなさそうである。近年，「日進」周囲の開発が進んで
いるため，「日進」の環境変化の要因が今後は大きくなろう（たとえば，大気汚染物質の増加
で UVindex の若干の減少が予想される）。
　残念ながら，１年 365 日，大雨，暴風，大雪，強い日差しの中でもフル稼働している両地点
の観測器がともに故障を抱えている状況にあり，比較はもとより，観測自体を続行することが
難しくなりつつある。両地点の気象観測は研究としてだけではなく，地域防災にも活かしたい
ため（ネットで常時配信しているのはそのため），機器の性能を落してでもなんとか観測は続
けていきたい。
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