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巻頭インタビュー「この人に聞く！」

異常気象と地球温暖化の関係を新手法で解明
気象庁気象研究所応用気象研究部主任研究官・川瀬

地球温暖化が影響したと考えられる異常気象に
よって、日本各地で様々な被害が出ています。今回、
異常気象と地球温暖化の関係の解明に新たな手法で
挑戦されたとの新聞記事を見つけました。こんなご
時世なのでオンラインで話をお聞きしました。
★異常気象と地球温暖化の関係に新手法で挑戦
――今回の研究はこれまでになかった新手法で挑
戦されたようですね。
川瀬 これまで異常気象に対する温暖化の影響を
科学的に証明することは難しいとされてきました。
そこで、今回、気象研究所では「イベント・アトリ
ビューション」という新しい手法で、平成30年の
猛暑と豪雨への温暖化の影響について、スーパー
コンピュータを駆使して解明していきました。地
球温暖化の影響を評価する際には、図１のような
たくさんの現象を計算する気候モデルを使います。

（図１）気候モデルで扱っている現象

宏明さん

筑波大学を卒業後、海洋研究開
発機構、国立環境研究所などを
経て、平成26年に気象庁気象研
究所に入所。現在、応用気象研
究部主任研究官。
「地球温暖化
で雪は減るのか増えるのか問
題」の著者。

気候モデルを用いて地球が「温暖化している場
合」と「温暖化していない場合」の気候を計算し、
温暖化がどう関係しているかを解析します。
★豪雨と猛暑への地球温暖化の影響
――研究で解明された異常気象と地球温暖化の関
係をご説明いただけませんか。
川瀬 まず、地球温暖化は「人間活動によって二
酸化炭素などの温室効果ガスが排出されることに
より、地球の平均気温が上昇すること」です。熊
谷市の最高気温41.1度などの猛暑にも温暖化が影
響していると考えられます。また、温暖化によっ
て海水温が上昇することで、水蒸気がたくさん出
るようになります。ところが、豪雨となると、台
風や梅雨前線など、いろいろな要因がからんでき
ます。
――平成30年の事例ではどうなりました？
川瀬 平成30年の西日本の豪雨でみますと、温暖
化によって降水量が６～７％増加した可能性があ
ります。この豪雨で多くの観測地点で48時間雨量
の記録を更新していますが、もし６％降水量が少
なかったら更新地点125か所が100か所未満に抑え
られたとみられます。
1

巻頭インタビュー「この人に聞く！」

このわずかな違いが河川の氾濫にどの程度の影
響を及ぼしたのかを調査することが課題です。
また、猛暑は、温暖化があった場合は発生確率
が約20％でしたが、温暖化の影響がなければ発生
確率はほぼ０％であったとの報告が気象研究所か
ら出されています。
★地球温暖化による豪雨の将来予測
――温暖化に伴う大雨の将来予測については、い
かがですか。
川瀬 全国的には時間雨量50mm以上の非常に激し
い雨が増加すること、平成30年７月の豪雨の時を
上回る水蒸気が頻繁に流入してくることが指摘さ
れています。また、産業革命前から気温が２度上
昇時には100年に一度程度の豪雨が1.1～1.2倍、４度
上昇時には1.2～1.5倍になることが予想されます。
――ますます豪雨が増加する！
――菅 首 相 が 1 0 月 2 6 日 の 初 の 所 信 表 明 演 説 で
「2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロ
にする」方針を明らかにして「パリ協定」の気温
上昇を1.5度に抑える方向を打ち出しましたが、川
瀬さんの豪雨研究からも地球温暖化防止が急務に
なってきているといえますね。

（図３）高等学校向け資料１、２ページ

（図２）世界平均地上気温の変化予測

★楽しく、お得で、役に立つ温暖化防止行動を！
――では、われわれは温暖化防止にどう取り組めば
よいかとなりますが、気象研究所では、温暖化防
止のために、どんな啓発や活動をされていますか。
川瀬 例えば、若者向けには、図３のような資料
をつくって提供したり、いまは新型コロナの感染
防止で中止していますが、見学会で気象研究の現
場を体感してもらったりして、理解を深め、行動
への動機づけにしていただいています。
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――特に若者への働きかけで大切な点は、どんな
点でしょう。
川瀬 これまで環境というと、どちらかというと
省エネ、節約やがまんなどのイメージがありま
すが、これを、環境行動は楽しい、お得、ビジネ
スにつながる、というイメージに変える必要があ
ると思います。また、ツールなども、SNS、ユー
チューブなどを活用すると、効果も上げやすいと
思います。
――若者向けのヒント、ありがとうございます。
――最後に、異常気象が進む中でわれわれ市民に
対して、ぜひ、これをやってほしいということが
ございましたらご提案をお願いします。
川瀬 温暖化により日本の気候が変わってきてい
るのは確かです。ただ、すべての異常気象が温暖
化によって起こっているわけではありません。今
はネットの発達などにより、たくさんの情報が溢
れている状況ですが、できるだけ正しい情報を手
に入れることを心掛け、地球温暖化に伴う気候変
動に対して「正しく恐れる」ことが大切だと考え
ています。

私たちが取り組むエコ活動

消費者の視点で環境を考える

練馬区消費生活センター運営連絡会
環境グループ 川端 法子さん

●区と協働しながらも、
自主的に消費者問題に取り組む
「練馬区消費生活センター運営連絡会」は、区
の消費生活センターと協働しながら、悪質商法や
食の安全など、暮らしに関わる問題について活動
をしている団体です。会は５つのグループに分か
れていて、その１つである「環境グループ」は環
境問題を中心に取り組んでいます。
これまで「香害」
「プラスチックごみ」
「地球温暖化」など
の環境問題を取り
上げ、市民としてど
うしていったらいい
「香り」について聞いてみた
かを学ぶだけでなく、
暮らしに活かせる提案をしています。
消費生活展では香害をテーマに出展し、具体的
な悩みについて聞きました。「子どもの給食着に
前当番の児童宅で使用した柔軟剤の匂いが染みつ
いており、当番後、次当番に渡すため、自宅で洗
濯をしたら、洗濯機にも匂いが移ってしまい、と
ても困った」などの意見も寄せられました。
●コロナと環境
昨年より大きな問題となっている新型コロナウ
イルスの発生原因の一つに私たちが求める便利な
生活、食への飽くなき追及があると考えられてい
るのはご存知でしょうか？
そこで「新型コロナウイルスは環境破壊に原因
がある」との主張をお持ちの環境ジャーナリストで
ある井田徹治さんを講師に迎え、「新型ウイルスの
脅威－環境・生態系の破壊がもたらしたもの－」を
テーマに消費者教室を開催しました。
●練馬区消費生活センター運営連絡会
会には、「環境」の他、発酵の仕組みを学ぶなど
の「テスト」、料理教室も開催する「食と生活」、消
費者情報紙『ぷりずむ』の企画・編集を行う「広
報」、暮らしの問題をパネルで発信する「展示」グ
ループがあります。学習することはもちろん、そ
れを活かした講座の企画やリサイクルマーケット
などイベントの主催等、様々な活動があります。
楽しく学び、おしゃべりをして、高齢になっても、
もう１年、もう１年と参加してくれる人もいます！
！
ぜひ、参加していただきたいと思っています。
問い合わせ先

練馬区消費生活センター運営連絡会活動室
電話 03-3996-6351
（月・水・金10：00～15：00）

練馬のみどりを未来へつなぐ
～練馬みどりの葉っぴい基金～

練馬区みどり推進課計画係

練馬みどりの葉っぴい基金は、練馬のみどりを
守り育むために、平成16年にスタートした基金です。
令和元年12月に、応援したいプロジェクトを選んで
寄付ができるようにリニューアルし、１年間で200
件以上のご寄付を頂きました（前年比約5.6倍）。
●選べる応援プロジェクト
中里郷土の森プロジェクト
募集期間

令和３年４月 30 日まで

目標額

100 万円

生き物を呼ぶ環境づくりと展示の充実に活用
します。
特典 解説付きのホタル特別観察会に招待、
特別観察会でのホタルとの記念撮影など
寄付件数：46件 寄付金額：1,169,884円（令和２年12月末時点）
※目標額を達成しましたが、引き続き募集期間
終了まで寄付を受け付けています。
区民の森プロジェクト
みどりの拠点公園や、特色ある公園の整備な
ど、大規模で長期的な取り組みに活用します。
寄付は随時受け付けています！以下の４つの
コースから選べます。
①早宮けやきの森コース
②稲荷山の森コース
③大泉井頭公園コース
ぴいちゃん © 練馬区
④こどもの森コース
上記のほか、特定のプロジェクトを選ばずに、み
どり全般への取り組みに寄付することもできます。
寄付者様のお名前を葉っぴい基金ホームペー
ジ等で公表しています（希望者のみ）
。
●詳しくは公式ホームページもしくはお電話で！
ホームページでは、寄付の方法や各プロジェクト
の進捗状況、寄付者向け体験会の様子などを発信し
ています。また、ご希望の方にはパンフレットを郵
送しますので、お気軽にお問い合わせください。

ホームページ

問い合わせ先

ツイッター

インスタグラム

練馬区環境部みどり推進課計画係
電話 03-5984-1659
3

「練馬区民環境行動連絡会」について
「練馬区民環境行動連絡会」は、区民と区が協働して、環境を考えた区民行動にどう取り組んでいく
かを考える会です。グループや個人で、「練馬区民環境行動連絡会」に所属し、それぞれが興味のある
環境分野（通称「プロジェクト」）で活動し、連絡会でその活動を共有し、広げていく場となります。

《プロジェクト報告》

●江古田ミツバチ・プロジェクト
武蔵大学の屋上と大泉でミツバチ
の飼育と採蜜をし、蜜は区内のお店
で商品となり、販売されています。ま
た、環境に関わる啓発講座も実施中！
●環境教育プロジェクト
「若者と市民の環境会議」を毎年実施していま
すが、令和２年度はコロナの影響で中止しました。
●人と環境にやさしい商店街づくりプロジェクト
千川通りの歩道・車道の整備と「江古田映画
祭」（２月27日（土）～３月12日（金））に協力してい
ます。
●練馬まち環境倶楽部
町の環境美化を目的に、駅前清掃
をしています。
●ねりま・ごみフォーラム
会員家庭からの生ごみ回収をし、
その生ごみを区内農家が堆肥の一部
として使用しています。その他環境
教育にも取り組んでいます。
●練馬グリーンエネルギー
自然エネルギーの活用を広げるた
めの啓発活動に取り組んでいます。

●公園の自然を楽しむプロジェクト
自然観察や体験イベントを
通じて自然を身近に感じる機会
をつくり出す活動をしています。
光が丘公園バードサンク
チュアリを活動場所としてい
シジュウカラ
ます。バードサンクチュアリ
撮影：斎藤豊広さん
とは、生きものの生息地の保
全を目的として確保された区
域です。面積が2.4haあり、人が入れるのは、一角
にある観察舎に限られています。開園日は土・日
曜日と祝日。
⃝鳥の渡り
春と秋は渡りの季節です。ツバメはすでに９月
には南への渡りを終え、その後、猛禽類、白鳥類
が北からの渡りを始めます。強く大きな鳥は昼間、
小さな鳥は夜間に飛び立ちます。鳥は夜目が見え
ないと言いますが、それは誤解です。多くの鳥は
夜間でも目は見えています。
冬鳥の渡りは、北から南に餌を求めて飛翔し、
越冬をします。飛ぶためには、皮下に貯めた脂肪
を燃焼させるのです。ツグミは10月頃、シベリア
から大群で渡ってくる冬鳥の代表です。
その他に、タカの仲間のノスリや光が丘の清掃
工場の煙突にはハヤブサが餌を求めて来ていまし
た。清掃工場の煙突が完成したので、冬季は戻っ
てくると期待しています。

《お願い》－「もっと！青い空」の充実にご協力を！－
「練馬区民環境行動連絡会」は区民・事業者が策定した「練馬区民環境行動方針」に提案さ
れたプロジェクトを具体化するため、平成17年４月に結成された組織です。練馬区の支援を受
け、環境にやさしい取り組みや環境に配慮した生活を進めるために活動しています。取り組み
たい課題をお持ちの方、参加希望の方はぜひご参加ください。
当会の活動報告と皆さんが身近でできる環境行動について、年１回発行の機関紙「もっと！
青い空」で提言しています。さらに充実した内容とするため、下記のご協力をお願いします。
①「巻頭インタビュー」で取り上げて欲しい方 ②練馬区内で先駆的な環境活動や実践をされている
個人、企業、団体のご紹介、または情報をお知らせください。編集会議で検討のうえ、取材に伺います。
連絡先：練馬区石神井町 2-14-1
石神井公園区民交流センター団体活動室内・練馬区民環境行動連絡会
電話・FAX：03-3996-6351
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