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立正大学環境気象学分野助教の重田祥範博士が転出
～「気象学概論」「大気保全学」等担当として公立鳥取環境大学講師に就任～

立正大学地球環境科学部環境システム学科環境気象学分野助教の重田祥範（しげた・よ
しのり）博士が、平成 27 年 3 月 31 日付けで退職し、翌 4 月 1 日付けで公立鳥取環境大学
環境学部環境学科講師に就任した。
重田博士は、岡山大学大学院自然科学研究科先
端基礎科学専攻博士後期課程修了直後の平成 23 年
4 月に立正大学地球環境科学部環境システム学科
環境気象学分野助教として着任し、現在に至って
いた。平成 23 年 3 月に学位請求論文『都市ヒート
アイランド現象の形成メカニズムに関する観測的
研究』により岡山大学から博士（理学）の学位を
授与されており、都市気象学が専門である。
重田博士は、独自の現地気象観測を伴わない統
計処理や数値計算主体の研究手法が趨勢をなす近
年の気象学界にあって、独自開発した測器による
現地観測に基づく研究手法に重点を置いた観測・
研究活動を積極的に推進してきた。また、立正大
学着任後は、都市ヒートアイランド形成メカニズ
ム追究一辺倒だった院生時代の研究テーマを生気象学的研究にも幅を広げるとともに、都
市気象よりスケールの大きい愛媛県大洲市肱川嵐や、長野県長野市裾花川谷口ギャップ流、
上信越山岳域山越え気流の研究にも着手した。それらの研究成果は立正大学着任後の４年
間で 15 件に達した：
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更に、上記のような活発な研究活動を基盤として、2013 年 4 月 1 日～の 4 箇年計画で、
科学研究費補助事業「裾花川谷口冷気流の形成メカニズムと人体温冷感に与える影響（研
究課題番号：25750116）」に採択されている。また、立正大学環境気象学分野が平成 23 年
度から立ち上げた上信越山岳域高密度気象観測プロジェクトにおける観測機器の開発・整
備と 24 地点にも及ぶ現地観測網の展開・維持において、重田博士は常にキーパーソンであ
った。
重田博士は、公立鳥取環境大学着任後は、環境学部環境学科において「気象学概論」「大
気保全学」
「物理学概論」
「地球科学概論」等の授業科目を担当するとともに、同学科初の気
象学担当の専任教員として新たな気象教育・研究室の構築・発展にその手腕を発揮するも
のと期待される。また、科学研究費補助事業や立正大学環境気象学分野上信越山岳域高密
度気象観測プロジェクトは現在進行形であるため、重田博士と立正大学環境気象学分野と
の教育・研究上の連携は今後も継続されることとなる。
重田助教の転出により、立正大学環境気象学分野はスタッフが１名減って教授２名、准
教授１名の 3 名体制となり、環境気象学分野のみならず、環境システム学科全体としても、
教育・研究体制が弱体化され、教育・研究活動の停滞の発生が懸念される。このため、立
正大学では、現在、重田助教の後任となる助教（平成 27 年 9 月 1 日着任予定）を、平成 27
年 4 月 24 日必着で公募中である。

背景
重田助教が所属していた立正大学地球環境科学部環境システム学科環境気象学分野は、
個々の教員の教育・研究活動とともに、熊谷～高崎・前橋にかけた関東平野北西部猛暑の
発生メカニズム解明を目的とした観測的研究やコンピュータシミュレーション解析研究を
推進してきた。ヒートアイランド等の地表面熱収支の差に起因する比較的小規模な現象を
専門とする中川清隆教授および重田祥範助教と、組織的な積乱雲による中規模の現象を専
門とする吉﨑正憲教授、およびロスビー波砕波等の大規模な現象を専門とする渡来靖准教
授により構成される立正大学地球環境科学部環境システム学科環境気象学分野はバランス
よく各分野の研究者 4 名が揃った私立大学としては屈指の気象教育機関であった。
立正大学地球環境科学部環境システム学科の卒業要件総単位数は 126 単位だが、環境気
象学分野で卒業論文を執筆して卒業する際における気象学関連のカリキュラムにおける必
修科目および選択必須科目は以下の通りであり、卒業までの修得単位数は最低 30 単位、最
大 40 単位に及ぶ。

学部１年必修科目
気象と水の科学（2 単位）
環境気象学概論（2 単位）
環境調査の基礎および実習（2 単位）
専門科目 A 群（学部 2 年 8 単位必修）
気候・気象学（2 単位）
総観気象学（2 単位）
大気大循環論（2 単位）
環境気象学実習（2 単位）
専門科目 B 群（学部 2～4 年 6 単位選択必修、それ以上の単位もすべて卒業要件単位）
気候変動論（2 単位）
微気象学（2 単位）
大気環境モニタリング（2 単位）
大気環境シミュレーション（2 単位）
温暖化と酸性雨（2 単位）
都市大気環境（2 単位）
----以下 2 科目は気象分野選択必修科目ではないが、気象分野教員が担当---環境流体力学（2 単位）
シミュレーション技術（2 単位）
----------------------------------------------------------------------学部３年必修科目
セミナの基礎（2 単位）
セミナ（4 単位）
学部４年必修科目
卒業研究指導（卒業論文含む）
（4 単位）
重田助教は、上記の授業科目のうち環境調査の基礎および実習（2 単位）および環境気象
学実習（2 単位）を担当するとともに、物理学実験（2 単位）
、地学実験（2 単位）
、伊豆八
丈島におけるフィールドワーク（2 単位）および中国ホルチン砂漠における環境保全活動実
験（2 単位）も担当した。

