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高い防災意識が︑命を救う

石原良純
局地的な大雨や豪雪︑竜巻など︑
これまでに経験したことの
ないような自然の脅威にさらされることが多い昨今だが︑
災害から命を守るために︑
どんな心構えを持つべきだろうか︒
気象予報士の石原良純さんに︑気候変動の現状と
私たちが取るべき行動や備えについて伺った︒

それを優に超える量の雨が降っ

︱︱ 今 後︑日本でもさらに災害

と予想されます︒

今年９月に報告された国連の

が増えるということでしょうか？

石原 それは︑とても危険なこと

年︶
の伊勢湾台風で約５０００人

﹃気候変動に関する政府間パネル

生まれ育った湘南で︑幼い頃か

だったという石原良純さん︒お天
の方が亡くなりました︒元来︑日

石原 今年９月の台風

ているのです︒

気好きが高じて︑超難関の気象予

︵ＩＰＣＣ︶
﹄
によると︑十分な対

も怖いことです︒最近は︑台風や

号で京

本は気象災害に見舞われやすい

今後ますます気候変動が深刻

竜巻などの災害が増えたことで︑

雨が増える可能性が非常に高い

これによって︑世界中で熱波や豪

大４・８℃も上がるのだそうです︒

しょう︒数十年前と比べて竜巻や

を受けた人も多かったことで

吹き飛ばす映像を見てショック

はんらん

報士試験に挑戦し︑１９９７年に

予報︑情報伝達︑さらには土木技

都の桂川が氾濫し渡月橋が濁流

近年は︑ゲリラ豪雨や爆弾低

術まで︑全ての分野で研究︑対策

策が行われなければ︑今世紀末の

気圧︑竜巻などによる災害が多

が進み︑随分と平穏に暮らせるよ

風土であるため︑かつては雨風で

発していることから︑その原因

その一方で︑自然への畏怖の心

うになりました︒

して意見や解説を求められるこ

化 す る こ と が 予 想 さ れ て お り︑

気象に関心を持つ人が︑徐々に増

を忘れている人が多いのは︑とて

﹁想像を超えるような災害がどこ

えているようですが︒

★

とが増えているという︒

で起こってもおかしくないとい
うことを認識し︑命を守るため

★

象予報士』
（小学館文庫）
などがある。
★

︱︱ ニュースで
﹁これまで経験し
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白い碁石を敷き詰めたような雲で、い
わし雲やうろこ雲とも称される。
「 秋空
に浮かぶ巻積雲が好き」と石原さん
も絶賛する美しい雲だが、
この雲が現
れると徐々に天気が崩れていく

巻積雲

の防災意識を高めてほしい﹂
と注

の温度が上がり︑海面から大量の

筆で絵の具を伸ばしたような模様の、
すじ状の雲。すじ雲と呼ばれることも
ある。巻雲は空の高い位置でできる
ため、雲粒は氷の粒。高気圧に覆わ
れたようなときによく現れるので、天気
は比較的良い

巻雲

たことがない雨﹂
などと報道され

︱︱ 近年︑異常気象が顕著に増え

水が蒸発し︑空気中の水分量が増

ちがつくられていますが︑最近は

夏空に浮かぶ積乱雲は白く輝いて見
えるが、雲の底は黒く不気味に見え
る。急に冷たい風が吹いてきたら、積
乱雲が近づいてきたサイン。激しい雨
や雷に見舞われる恐れがある

積乱雲

意を呼び掛ける︒

るのをよく耳にします︒いま︑地球
上では何が起きているのでしょう︒

ているのを感じます︒ただ都会に

えているのです︒日本の都市は︑

石原 地球温暖化の影響で海水

暮らしていると︑雨や風が命にか

１時間に ㎜ の雨を想定してま

自然への畏怖の心を忘れず︑
謙虚に受け止めることが必要

かわるということがピンとこない
人も多いようです︒

空を見上げれば天気が分かる!?

や対策について︑気象予報士と

見事に合格︒以来︑ニュース番組

中。著書に『石原良純のこんなに楽しい気

にのまれた映像や︑関東平野で発

取得し、ウェザーキャスターとしても活躍

世界の平均気温は１９８６〜

降、舞台や映画、
TVドラマなど、幅広いジャ

命を落とす人が多かったのです︒

ンルで活動。97年に気象予報士の資格を

などでの親しみやすい天気解説が

卒業。84年『 凶弾 』で俳優デビュー。以

生した竜巻が運動会のテントを

1962年神奈川県生まれ。慶応義塾大学

２００５年の平均値に比べて最

です︒例えば１９５９年︵昭和

いしはら よしずみ

それを克服するために気象観測︑
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好評を博している︒

ら空に浮かぶ雲を眺めるのが好き

取材・文＝宇治有美子

Yoshizumi
IshiHARA
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★以外の写真＝吉澤咲子

interview with

突風の数が増えているし︑これま
です︒
石原 そう思います︒特に一人暮

ないような災害が起こり得るし︑

ても従来の経験則では測りきれ

これからは︑どこに暮らしてい

後も増えていくと考えられます︒

変動による災害は︑残念ながら今

の水害も多くなっています︒気候

をコンクリートで固めました︒そ

奈川県は︑地盤の緩い地域は地面

がありました︒その対策として神

私の家も門が半分埋まったこと

土砂崩れがしょっちゅうあって︑

は︑土砂災害が多かった︒小さな

７０年代ごろまでの神奈川県で

することはもちろん︑意識的に近

いた頃は︑毎朝近所の方に挨拶を

りません︒僕も一人暮らしをして

知らなければ︑誰も助けようがあ

まってしまったとしても︑存在を

ない︒万が一︑土砂災害で土に埋

知っておいてもらわないといけ

で暮らしていることを誰かに

らしをしている人は︑自分がそこ

それによって命を落とす危険が
のおかげで最近では︑土砂災害は
所の方々とコミュニケーション

僕は神奈川県出身ですが︑１９

あることを一人ひとりが認識し
ほとんど起こらなくなったのです︒
を取るようにしていましたよ︒

で大雨の被害がなかった地域で

なくてはいけません︒
古くから住んでいる人はこう

とても難しい問題です︒僕にも明

年に１度の災害にどう備えるか？

石原 １００年に１度︑１０００

備えて︑
何ができるのでしょうか？

高めておくことが重要になる︒

は︑日ごろから防災への意識を

害を最小限に食い止めるために

象災害が避けられないいま︑被

気候の変動によって起こる気

から近隣の人々とコミュニケー

に積極的に参加するなど︑日ごろ

ントがありますが︑そうした行事

住宅が主催する防災訓練やイベ

︱︱ マンションや団地などの集合

思います︒

〝知ること〟が防災の第一歩だと

災害が起こりやすいかを︑まずは

な地質でできていて︑どういった

が多い︒もし知らなければ︑どん

むまちの成り立ちを知らない人

く移り住んできた人は自分の住

した歴史を知っていますが︑新し

た︑伝言サービスや避難場所︑昼

用袋などを用意しています︒ま

石原 食料と水︑懐中電灯︑非常

な災害の備えをしていますか？

︱︱ 石原さんは︑家庭でどのよう

す︒

助かるケースがとても多いので

近隣の人たちと連携することで︑

自身の身を守る︒その上で地域や

１割ほどのようです︒まず︑自分

自助が５割で共助が４割︑公助は

に公助と言いますが︑その割合は

災害は１に自助︑２に共助︑３

テレビやラジオのほか携帯電

きたり︑変わった雲が近づいてき

なくても︑突然冷たい風が吹いて

晴雨のマークを示すだけでした

石原 昔の天気予報は︑地図上に

ることにつながるでしょうね︒

心を持つことも︑災害から身を守

︱︱ テレビなどの気象予報に関

くことがあります︒リアルな情報

ましている人が意外と多くて︑驚

いって言ってたから大丈夫﹂
とす

な顔で
﹁天気予報では雨が降らな

雷の音が聞こえているのに︑平気

黒い雲が近づいて︑ゴロゴロと

そう︑空です︒空は一番身近な大

のが︑もっと身近にあるのです︒

実は︑海より広く︑山より高いも

では︑
人は安らぎを感じますよね︒

石原 海や山といった自然の中

の最大の気分転換でもあるとか？

︱︱ 空を眺めることは︑石原さん

知しているのです。頭上の空を眺めるだけで、1000km南の台風に

近隣との共助が欠かせない

石 原 〝奇麗な花にはトゲがある〟

私たちが災害から身を守るた
話など︑いまはさまざまな手段で

たら警戒が必要です︒１年ぐらい

が︑その後レーダーなどの観測網

がすぐ頭上にあるのですから︑天

自然だから︑眺めるだけで人間を

雲がとても奇麗なんです」
と話し始めた。
「
『いつもの空とは少し様子

︱︱ 私たちにはいま︑気象災害に

長線上で防災意識を高めてもら
と言いますが︑実は空も自然の一

めには︑気候に関する正しい情
情報を手に入れることができま

毎日空を見上げていると︑天気図

が発達し︑情報量も増えてきまし

気予報と現実の空とを照らし合

落ち着かせる力があるのだと思

が違う』
と思ったら、
やはり台風が近づいている。空は早くも異変を察

自分や家族の身を守るために

確な答えが見つかりません︒

と夜それぞれの避難経路など︑非

話し合っています︒家族の身を守
えるような〝プラスα〟の情報を
部だからでしょうか︑奇麗に見え

報を得ることが欠かせない︒石
す︒だ か ら 毎 日︑ 天 気 予 報 を

が読めなくても︑そうした空の異

た︒そんなとき︑僕が師匠と仰ぐ

わせる習慣も一緒に身に付けて

います︒それに下を向くより︑上

取材当日の天気図を熱心に見ていた石原さんが、
「今日の空は、

ただ︑防災意識を高めるなど︑

るためには人任せにはせず︑自分
伝えようと心掛けています︒最近
るときこそ︑危険な兆候が潜んで

災害は︑１に自助︑
２に共助︑３に公助︒
まずは自分の身を守り︑
その上で近隣の方々と
助け合うことも必要です
ションを取っておくことも大切

常時の行動についても家族間で

まで思いをはせられるってすてきなことでしょ」
。

でしょうね︒

たちで考えて行動することが大
の天気予報はそんなふうに変

自衛策を取ることはできるはず

切です︒

原さんをはじめとした気象予報
チェックしてほしい︒それと同時

変に気付くようになるものです︒

いることが多い︒
いま雨が降ってい

士の活躍の場は︑今後ますます
に︑自分が住んでいる空を見上げ

わってきていますよね︒

広がりそうだ︒

気象予報士の森田正光さんは︑視

ほしいと思います︒

がとても大切にしている言葉で

取材当日の天気図につ
いて目を輝かせながら解説
してくれる姿から 天気好
き の素顔がこぼれる
画像提供：気象庁

ることも大事です︒

聴者の目線で生活に密着した情

︱︱ 専門的な知識がなくても︑毎

す︒皆さんも︑空を身近に感じて

空を見上げましょう﹂︒これは僕

を向いた方が︑ぐんと視野や思
考も広がります︒
﹁１日に１度は

﹁洗濯指数﹂や
﹁ビール指数﹂など

報 を 分 か り や す く 伝 え よ う と︑

毎日空を見る習慣を付けたら
気象の異変に敏感になる

キャスターをするようになって

日空を見るようにすれば︑危険を

を伝え始めたのです︒僕も天気

からは︑まず視聴者の方に天気予

ほしいですね︒

取材当日は台風が関東に接近中でした！
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察知できるようになるものですか？

け取れるようになる。気象災害を回避することにもつながりそうだ。

interview with

報に興味を持ってもらい︑その延

自分の住むまちの空を見上げれば、
空が知らせてくれるサインを受

Yoshizumi
IshiHARA

