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伝統と科学を活かした豊かな社会をめざして
—武内和彦さんに聞きました—

地球環境研究センターニュース編集局

地球温暖化・気候変動の研究者や地球環境問題に携わる方にその内容や成果、今後の展望などをインタビューしま
す。今回は、地球環境戦略研究機関の武内和彦さんに、地球環境研究センター長の三枝信子がお話をうかがいまし
た。

武内和彦（たけうち かずひこ）さんプロフィール

公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）理事長 
和歌山県生まれ。1974年東京大学理学部地学科地理学課程卒業、1976年同大学院農学系研究科修士課程修了。農学
博士。東京都立大学理学部助手、東京大学農学部助教授、同アジア生物資源環境研究センター教授を経て、1997年
より2012年まで同大学院農学生命科学研究科教授。2008年より国連大学副学長。2012年より2017年3月まで東京大
学サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S）機構長・教授。2013年より2016年6月まで国連大学上級副学長、国
連事務次長補。2016年7月より国連大学サステイナビリティ高等研究所上級客員教授。2017年4月より東京大学
IR3S機構長・特任教授。2017年7月より公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）理事長。中央環境審議会会
長、日本学術会議副会長（国際活動担当）、Sustainability Science誌（Springer Nature）編集長、ナイロビ大学ワ
ンガリ・マータイ平和・環境問題研究所名誉所長、などを兼任。 
専門は、緑地環境学、地域生態学、サステイナビリティ学。人と自然の望ましい関係の再構築を目指して、アジ
ア・アフリカを主対象に研究教育活動を展開している。最近では、持続型社会の構築を目指す俯瞰的な学術として
のサステイナビリティ学の世界的な拠点形成に向けて奔走している。

第五次環境基本計画は新しいものではない？

2018年4月に策定された第五次環境基本計画（以下、第五次基本計画 https://www.env.go.jp/press/files/jp/1
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08982.pdf）は、2015年9月に採択された持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）
と、同年12月のパリ協定などの新しい国際的取組にも対応し、分野横断的な6つの重点戦略が設定されまし
た。会長として中央環境審議会（以下、中環審）の議論をリードされ、第五次基本計画の策定に向けて重要
な役割を果たされた武内さんに、この計画のポイント、重点戦略の実現によって期待される社会の変化など
をお聞きしたいと思います。

第五次基本計画は新しく作ったものというより、第一次基本計画のスピリッツを継承したものです。第一次
基本計画にはすでに炭素循環と資源循環を統合する「循環」の概念が入っていました。その後、地球環境政
策が大きく発展し、低炭素政策と資源循環政策が個々に推進されるかたちとなってしまいました。

2007年6月に閣議決定された「21世紀環境立国戦略」の策定過程で、私は特別部会の委員として参画し、低
炭素社会、循環型社会、自然共生社会の3つの社会像の統合による持続可能な社会づくりを提案しました。
この提案は、戦略のなかに組み込まれたのは良かったのですが、低炭素社会は地球環境政策、循環型社会は
資源循環・リサイクル政策、自然共生社会は自然環境政策というようにバラバラに議論されることになって
しまいました。

それではまずいので、私は中環審の会長に就任した際に、各部会を束ねるだけのやや形式的な役割しかなか
った総会を利用して、環境の全分野の専門家が参加するかたちで、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会
の統合化と一体的推進を目指すべきだとする見解をとりまとめ、環境大臣に意見具申しました。第五次環境
基本計画は、基本的には、この意見具申を基礎に、プラネタリー・バウンダリー [1]やSDGsといった近年台
頭してきた国際的な共通概念や共通目標を取り入れ発展させたものです。

3社会像の統合とともに、SDGsをローカル化し地域で展開していくのが「地域循環共生圏」の概念です。
もともと私は中環審循環型社会計画部会長として第二次循環基本計画をまとめたときに、「地域循環共生
圏」という概念を提案しました。そこでは、それぞれの資源ごとにふさわしいスケールで循環的に利用し、
全体として階層的な循環圏を形成するという資源循環のあるべき姿を示しました。また、中環審自然環境部
会長として、生物多様性条約愛知目標の採択や東日本大震災からの復興を反映すべく改定した生物多様性国
家戦略2011-2020では、自然と人が生態系サービスと資金・人材などでつながる「自然共生圏」という概念
を提唱しました。「地域循環共生圏」は、地域循環圏と自然共生圏をさらに統合したものです。

地域の資源を活用し、豊かさを創造する地域循環共生圏

「地域循環共生圏」がこれまでの「地域循環」や「自然共生」と異なる点は具体的にどのようなものでしょ
うか。



武内

三枝

武内

三枝

地域循環共生圏は、第一次基本計画が謳うように、「循環」の概念でエネルギーと資源を統合しようとする
ものです。2011年3月に東日本大震災と福島原子力発電所事故が起こって以降、日本のエネルギー政策は大
きく変わりました。原子力への依存度を下げ再生可能エネルギーの推進が求められるようになりました。再
生可能エネルギー利用では、地域に賦存する自然の恵みを活かすことが重要になります。ソーラー、風力、
バイオマス、地熱などすべて自然資源依存型のエネルギーです。一方で自然資源は、木材、食料、レクリエ
ーション空間としても利用されます。ですから、これまでの資源利用を確保しつつ、エネルギー資源として
の可能性を付加していくことが重要です。最近では、大規模ソーラー開発がもたらす自然環境破壊などの問
題も生じていますが、そうした矛盾を解消しつつ、人と自然が共生する地域の豊かさを創造していく必要が
あります。「地域循環共生圏」の構想には、それを実現するための未来像という思いを込めたつもりです。

もう一つ考えたのは、日本のこれからの大きな課題である少子高齢化問題を環境問題と切り離して考えてい
いのだろうかということです。コンパクトな集住地区にお年寄りと子どもが一緒に暮らすと、子どもたちと
触れ合うことが高齢者にとっては楽しみとなり、子どもたちは親が働いている間はお年寄りに面倒を見ても
らうことができます。このような、環境政策と高齢化政策、少子化対策、福祉政策を統合化する地域づくり
のあり方を考える場合にも「地域循環共生圏」の概念が活用できます。SDGsと結び付けたことで、環境基
本計画が、環境のみならず、経済や社会との統合的向上を目指す、いわば「サステイナビリティ基本計画」
という位置づけができるようになったのではないかと考えています。

サステイナビリティ基本計画とも呼べる第五次基本計画を実現していくために、市町村や都道府県で活動す
ることと、もう少し空間スケールの大きな構造、最後は地球規模に結びついていくビジョンも同時におもち
でしょうか。

地域循環共生圏は、国際的な展開を視野に入れながら広めていければいいのではないかと思っています。第
五次基本計画を環境大臣に答申したときに、環境省にすぐに英訳してくださいとお願いし、2018年7月にニ
ューヨークの国連本部で開催されたハイレベル政治フォーラム（HLPF）で公表しました。地域循環共生圏
では、自然システムとその上にのる人間・社会システムをいかにマッチングさせるかが重要です。21世紀
環境立国戦略のなかでは、世界にある自然と共生する智恵と近代的な科学技術や新しいガバナンスの仕組み
を融合させて自然共生社会づくりを目指す取り組みとしてSATOYAMAイニシアティブ（ http://www.env.go.j
p/nature/satoyama/initiative.html）が提案され、生物多様性条約COP10でその国際パートナーシップ
（IPSI）が発足しましたが、いまでは国際的にも重要な取組となっています。このように、地域のさまざま
な資源を最大限活用しながら、自立分散型の社会の構築を通して、人々が生きがいをもてる豊かな生活の創
造につなげていくことが必要だと思います。

第五次基本計画では、6つの重点戦略が総合されて社会全体を変えるという考え方が反映されています。
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これまでの基本計画は、環境省の各局、各課から提出された戦略を取りまとめた感がありました。今回の重
点戦略は、そうした個別課題では対応しきれない、横断型の国家的課題を統合的に解決する方策を示そうと
しました。

伝統的な知識が課題解決のカギ

武内さんが考える、変化を起こして作るべきグローバルな社会像というはどういうものでしょうか。

温故知新になると思いますが、超未来社会ではなく、伝統的な社会の利点を活かしていかに近代社会がもつ
問題点を克服しながらポスト近代社会に向かうかを模索すべきと考えます。とくに開発途上国は、先進国が
通過した近代的な成長というパスを通らないで、直接ポスト近代的な社会に移行することが望まれます。地
域循環共生圏は、そういう社会像として提案したという面もあります。

先進国が経験した課題を途上国、新興国がバイパスしてポスト近代をつくる原動力になるというイメージを
もう少し具体的に教えていただけますか。

ひとつのカギは伝統的知識の再評価だと思っています。近代化の歴史は、伝統的知識を無視して近代的な知
識体系のもとに合理的な社会を築こうとしてきました。しかし、伝統的なものを古臭いと切り捨てずに、伝
統的な知識体系の中にこそ問題解決のカギがあるという考え方が、日本でも世界的にも広まりつつありま
す。「緑の革命 [2]」と伝統的な農業の関係が好例です。とくに私が影響を受けたのが世界的に有名なイン
ドの農学者のMonkombu Sambasivan Swaminathanです。彼はインドの緑の革命の父としてよく知られて
いますが、「緑の革命を推進した私は間違っていた」と断言しています。農地を拡大し、化学肥料や農薬を
大量に使用して農業生産性を上げて人々を飢えから救えると思っていたら、それが生態系の劣化や砂漠化な
ど環境破壊を起こし、結果的に農業生産性も低下してしまったのです。今彼は、世界農業遺産（GIAHS）の
取り組みを積極的に支援するなど、伝統的な農業を守って、それを現代社会のなかで再生させようとする運
動の旗頭の一人になっています。

伝統的な知識は、英語でindigenous knowledgeといいますが、今いろいろなところで聞きます。2018年秋
に京都で地球観測に関する政府間会合が行われ、その本会合のパネルディスカッションで、日本の伝統的な
知識としてこれからの地球環境に活かせるものがあるかという質問を受けたのですが、残念ながらうまく答
えられませんでした。

SATOYAMAイニシアティブが一つの答えだと思います。伝統的な知識を活かし、それを近代的な科学技術
と融合させ、そこに経済的な付加価値をつけて、多様な主体が参加するような新しいビジネスモデルを提案
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するのです。

国家プロジェクトとしてトップダウンでサイエンスプランを作り、お金をかけて進めていく巨大科学の対極
にあるようなもののなかに、答えがあるということでしょうか。

両方が必要だと思います。科学的な根拠なしに迷信みたいなことを言っては困ります。私は近代科学を否定
はしていません。たた、国家などが進める大型科学も重要ですが、ローカルな場所で直接人々の幸せにつな
がる社会を実現するには、やはり土着型の知識を活かした科学的なアプローチが有効だと思います。私自身
が観測機器に依存せず現場に長期滞在するという研究活動を長年してきたものですから、そういう性格が抜
けないのでしょう。また、土着型の知識を活かした科学的なアプローチはお金があまりかからないので、い
ろいろな人が参加できます。

この3月に、フランスの科学アカデミーでG8アカデミックサミットが開かれますが、そのテーマの一つが
citizen scienceです。市民が参加型で研究を行った結果をいかに科学的に保証するかがポイントです。科学
者が市民の研究成果を保証するだけですと、市民参加は単なる手段になってしまいます。したがって、市民
が積極的に科学に参加することが、科学そのものの質的な向上に貢献するような方法論を確立しないとなら
ないのです。市民科学のあり方を突き詰めて考えると、簡単なものではありません。

データを取ることに協力していただくだけではなく、それを超えて科学の一部になるということですか。

たとえば、IPCCは科学的なデータの集大成による統合的知見を提示しています。そのなかで伝統的知識が
どう位置づけられているでしょうか。

気候変動対策などの手段の一つとしてしか今はとらえられていないようです。

二酸化炭素（CO2）を減らすためだけの科学ではない、人間の幸せや豊かさを追求する科学という観点で気
候変動研究を捉え、indigenous knowledgeやcitizen scienceが近代的な科学的知見と対等に評価されるよう
な新しい枠組みが必要なのではないでしょうか。IPCCでは伝統的な知識はまだ科学的な知識体系の脇に置
かれていますが、生物多様性版のIPCCと呼ばれている生物多様性と生態系サービスに関する政府間プラッ
トフォーム（IPBES）はNature’s contributions [3]（自然がもたらすもの）という概念が提案されました。
「自然の恵み」ですと自然のネガティブな面が無視されてしまいますが、自然は恵みであり脅威でもあるわ
けで、Nature's contributionsは伝統文化に代表されるような非経済的な価値も含めて、自然が人間にもたら
すものを包括的にとらえていこうとしています。

このときに人間の価値観は一つの方向に収れんしていくでしょうか。それとも多様な方向に発散していくの
でしょうか。

少なくとも一つの規範的な価値観によって決めつけるべきではないでしょうし、研究者や行政が価値観を地
域に押しつけるべきでもありません。今の民主的な社会の中では、地域住民の合意によって地域が主体的に
選び取っていくものになると思います。この概念には地域住民が価値観を変革（transform）していくこと
も当然含まれています。ストックホルム大学のThomas Elmqvistが筆頭著者となり私も著者に加わって、最
近、学術雑誌Nature Sustainabilityに受理された論文では、サステイナビリティ（sustainability）とレジリ
エンス（resilience）の関係性が明確にされました。レジリエンスという概念には、サステイナブルな社会
に変革できる能力が含まれているというのが結論です。
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若い人たちへ：答えを作るような勉強を

変革可能（transformable）な社会をつくる原動力になるのが、若手研究者、これから社会に出ていく学
生・大学院生、地域で活動しようとしている人たちなどです。彼らは地球環境研究センターニュースの読者
でもあります。こういった人たちに何かメッセージはありますか。

今の研究者のなかには、地球環境に対する危機意識をあおって、特定の問題解決を訴える人がいます。たと
えば、温暖化対策でも、人々が求めるのは、結果としてCO2の排出が大幅削減される社会であり、脱炭素化
のみを目指した社会づくりを望んでいるとは思いません。危機意識をあおることで自分たちの学術分野の重
要性を訴えるというやり方から、危機を克服することを通じて、いかにより豊かな社会づくりにつなげるか
をもっと検討するように、若い人たちを励ますべきだと思います。

日本の学生や研究者は自分の発想を超えたところに自分の行きたい未来を想像する能力がどこかで抑えられ
ているような気がします。

2月2日に東京大学で「第3回イオン未来の地球フォーラム」が開催され、「いま次世代と語りたい未来のこ
と—自然の恵み—」をテーマに中学生や高校生とディスカッションしました。彼らからのいろいろな質問に
対し、パネリストの一人が、「もう少し自分で考えなさい」と厳しく叱責しました。生徒たちはすぐに誰か
から答えを求めようとする傾向にあります。しかし、答えは自分自身が考えなければならないのです。今の
若い人たちは私たちの世代には真似できない情報の収集や発信の方法を知っていますから、今までとは違う
新しい研究者像がこれから生まれてくることを期待します。

脚注
1. ストックホルム・レジリエンス・センター前所長ロックストロームらにより開発された概念。地球の環境容量を科学的
に表示し、地球の環境容量を代表する9つのプラネタリーシステム（気候変動、海洋酸性化、成層圏オゾンの破壊、窒素
とリンの循環、グローバルな淡水利用、土地利用変化、生物多様性の損失、大気エアロゾルの負荷、化学物質による汚
染）を対象として取り上げ、そのバウンダリー（臨界点、ティッピング・ポイント）の具体的な評価を行ったもの。

2. 主として開発途上国の人口増加による食糧危機克服のため、多収穫の穀類などを開発して対処しようとする農業革命の
こと。

3. あるいは、Nature’s Contributions to People (NCP) 自然が人にもたらすもの

＊このインタビューは2019年2月19日に行われました。



＊第五次環境基本計画については、社会対話・協働推進オフィスのウェブサイトにも掲載されています。【連載】審
議委員に聞く—新環境基本計画が目指すもの—（http://www.nies.go.jp/taiwa/jqjm1000000bg2lu.html）
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自然と人間社会にまたがる炭素循環研究の動向
EGU 2019出張報告

地球環境研究センター 物質循環モデリング・解析研究室長 伊藤昭彦

1. はじめに

欧州地球科学連合（European Geosciences Union: EGU）は、分子レベルから惑星探査まで地球科学を網羅する研究
集会として、米国地球物理学連合（American Geophysical Union: AGU）に匹敵する規模を誇っている。4月8～12
日、ウイーン・オーストリアセンターで開催された2019年大会には、16273人が参加し16000件以上の発表が行われ
た。日本からの参加者は235名だったが、これは欧州各国、米国、中国、さらには韓国や台湾よりも少ない。筆者は
2006年を最初として3回目の参加であり、この13年間でEGUが大きく発展してきたことを実感したとともに研究のあ
り方について色々考えさせられた。筆者が参加・出席したセッションを中心に、EGU参加で得られた成果を報告す
る。

写真1 最寄り駅から会場のオーストリアセンターへ

2. 気候-炭素循環の相互作用

発表を行ったセッション（Carbon budgets and climate-carbon response: governing mechanisms, limitations, and
implications for the Paris Agreement）は初日午後にPICO形式（科学の国の「はて、な」のコトバ参照）で開催さ
れ、Damon Matthews博士（カナダ・Concord大学）による基調講演から始まった。本セッションは中長期的な炭素
循環変動と気候変動との間の相互フィードバックが主題であり、特に「CO2排出に対する漸移的な気候応答
（Transient Climate Response to Emission: TCRE）」に関する解析が多く見られた。TCREを象徴する、積算排出量
と温度上昇の緊密な関係の図は、IPCC第5次評価報告書のハイライトの一つとしてしばしば取り上げられている（図
1）。産業革命前からの温度上昇幅をパリ協定で目標とされた2°C（さらには1.5°C）までに抑制するには、どの程度



までCO2排出が許容されるかなども見て取れる重要な図である。Matthews博士は、シンプルな数理モデルを用いて
TCRE関係に関する分析結果を報告した。過去の人為起源CO2排出量のうち海洋や陸域に吸収されて温暖化に寄与し
なかった分も相当あり、その量的な不確実性がTCREの不確実要因の1つであることを示した。Matthews博士のグル
ープは、複雑詳細な気候モデルを使う代わりに、最小限の要素のみを抽出した数理モデルや、EMIC（Earth-system
Model with Intermediate Complexity）と呼ばれる比較的シンプルな地球システムモデルを用いることが多い。今回
の発表も、社会経済や生物など複雑な要素は省く代わりに、簡略なモデルによる計算で示唆に富む結果を出しており
参考になった。

筆者の発表は、中長期的な炭素循環フィードバックで特殊な役割を果たすと考えられる陸域生態系に関するものであ
った。実は当初、別の陸域炭素循環にフォーカスしたセッションに発表申込みをしたが、調整を経て、炭素関係は上
記セッションにまとめられた。結果として、学際性が高まり良かったと感じている。人為起源CO2排出のうち3割程
度は陸域に吸収されるため [注]、TCREの不確実性を減らす上で陸域炭素収支の長期的な変化を把握する意義は大き
い。今回の発表では、陸域生態系の炭素収支において、空間的に不均質で短期的には無視されがちな規模だが、長期
積算すると見過せないほど大きな影響を及ぼす小規模フロー（撹乱（科学の国の「はて、な」のコトバ [8]（地球環
境研究センターニュース2010年12月号）参照）に伴うものを含む）に着目した。取り上げたのは、土地利用変化、
バイオマス燃焼、生物起源揮発性有機物質（Biogenic Volatile Organic Compounds: BVOCs）放出、大気とメタン
（CH4）の交換、土壌エロージョン（土壌浸食）、溶存性有機炭素の流出、森林での木材伐採、農地管理による炭素
移動、である。それぞれの規模は年間0.1～1Pg C程度（1Pg = 1015g）であり、光合成や呼吸によるCO2交換と比べ
ると2桁ほど小さい。そのため、多くの炭素収支評価やモデル推定では省略されてきたが、今回それを生態系モデル
にフルに取り入れたところ、平均的な陸域生態系の炭素ストックは10%程度抑制され正味のCO2交換量にも相当の
影響が生じることが分かった。重要な結果は、これら小規模フローを加味することで生態系の構造や機能が影響を受
け、光合成や呼吸によるCO2交換量もあわせて複雑に変化することである。これまでのモデルは、光合成による炭素
の固定と、呼吸による炭素の放出、それに土地利用の影響を加えた程度の詳細さで炭素収支を評価していた。しか
し、土壌エロージョンやBVOC放出により炭素が生態系の外に運ばれているとすると、生態系の炭素ストックはどん
どん減少してしまう。それを補填するため植物の光合成による大気からのCO2固定がより多く必要になる。これらの
要素を含めたモデルと炭素収支評価の精緻化は、現状を理解するだけでなく、将来の収支とそれに伴う気候へのフィ
ードバック効果を推定する上で有効性を発揮するはずである。

図1 産業革命（1870年）からの積算排出量と温度変化の関係図（第1作業部会・政策
決定者向け要約 Fig. SPM10など）．異なる大気中濃度シナリオと過去の観測結果が含
まれている



写真2 会期中には個別の研究発表だけでなく共通テーマに関するディベートも盛んに行わ
れた.これはプラネタリーバウンダリーに関するパネル討論

3. 土壌に関するセッション

EGUは22の研究分野を設定しており、その中に「土壌システム科学（Soil system science）」が含まれることは特
筆に値する。つまり大気科学や海洋科学と同等のレベルで土壌科学部門が別立てされており、30分野を設定する
AGUでさえ土壌はBiogeosciencesの一部分に過ぎないことを考えると、EGUがいかに土壌を重視しているかが分か
る。欧州で土壌研究が盛んなことは、土壌炭素のグローバルな詳細マップとして公開されている4種類全てが、オラ
ンダなど欧州の研究機関が中心となって開発したものであることからもうかがえる。それは歴史的に欧州で農業・畜
産が重要な産業であることに加え、約2万年前の最終氷期の影響（氷床で土壌が削剥された）など土壌形成に関わる
要因の多様さも原因と考えられる。土壌は炭素循環においても重要な役割を果たしており、将来の気候変動下におけ
る土壌からの炭素放出量変化は気候フィードバックの1つとなりうることは広く認識されている。

EGU期間中には土壌関連セッションが継続的に開かれており、その中で参加した「土壌物質循環モデルに関するセ
ッション（Soil biogeochemical modelling - from empirical description to emergent behavior）」の概要は次のよう
なものであった。先ずEleanor Blyth博士（英国・水文生態研究センター）の招待講演では、土壌表面を介した大気–
陸域相互作用に関するレビューが行われた。土壌中の物理的過程だけでなく炭素循環など生物地球化学的過程を扱う
場合、土壌中の水分動態を考慮する必要があるが、透水係数や保水性などのパラメータを広域で決定することが課題
となっている。講演では水循環を強化した陸域モデル開発プロジェクト（Hydro-JULES）などが紹介された。続い
てMarkus Reichstein博士（ドイツ・マックスプランク生物地球化学研究所）により、「生きている土壌パラダイム
（Living soil paradigm）」が示された後、データ駆動型のアプローチによる土壌パラメータ推定の試みが紹介され
た。現在の炭素循環モデルや地球システムモデルにも土壌はパーツとして組み込まれているが、微生物や植物の根の
作用までを詳細に組み込んだものはない。また、長期的な土壌生成（例えば土壌の深さが変わる、など）を正しく表
現できない静的なモデル構造となっている。そのようなモデルの不十分な現状を打破し、より動的で高度な土壌モデ
ルへと進化する上で「生きている土壌パラダイム」は一考に値する指針であった。今後も、このような研究の最新状
況を注視しつつ、自分のモデル開発への参考としていきたい。



写真3 出版社や機器メーカーによる展示ブースにも多くの人が訪れていた

4. 国地域スケールの温室効果ガス（GHG）収支

地球環境の人間社会的側面は、EGUのような大規模国際学会でますます取り上げられる比重が増している。国地域
スケールのGHG排出量を正確に把握することは、パリ協定における国ごとに定めた削減目標（Nationally
Determined Contributions: NDCs）が達成されているかを確認する上で不可欠な作業である。そのため従来手法を応
用するだけでなく、新たな科学的手法（例えばGOSATなど温室効果ガスを測定する人工衛星）が開発されている。

国地域スケールのGHG収支把握をテーマとしたセッションでは、CO2とCH4の2部に分かれて各国の最新動向が報告
された。Sara Mikaloff Fletcher博士（ニュージーランド・国立水大気研究所）の発表は印象的で、高分解能な大気逆
推定モデルを用いてニュージーランドにおけるCO 2収支を評価していたが、それは同じような島国である日本にも応
用可能な先行例を見る思いだった。Euan Nisbet博士（英国・ロンドン大学）は最近20年の大気CH4の変動を、濃度
と安定炭素同位体比の精密観測データに基づいて検討しており、地域こそ特定されなかったが熱帯湿原の寄与など注
目される結果が得られていた。最後に、Aki Tsuruta博士（フィンランド・気象研究所）により、国環研GOSATグル
ープとも共同で行われた地域-全球スケールのCH 4逆解析に関する研究報告が行われた。現在、自分が携わっている
事業・プロジェクトにも、国地域スケールのGHG収支を対象とするものが複数あり、このセッションの発表は最新
動向を知る上で非常に有意義であった。

5. おわりに：EGU会場での雑感など

秋のAGUと春のEGUは、この分野の研究者にとってスケジュールとして定着したと言える。日本の研究者は5月頃に
日本地球惑星科学連合（Japan Geoscience Union: JPGU）大会も開かれるのが悩ましいところではあるが、多様性
と質の面で間違いなく参加を検討する価値のある会合である。

EGU会場では持参したボトルに飲料水を自由に汲める蛇口が多数設けられているなど、環境への配慮が随所に見ら
れた。ポスター発表で使用されるボードは全て木製であったが、それぞれデスクと電源が備えられており、ノート
PCを用いた動画表示や資料配布などに有効利用されていた（写真4参照）。自然の素材と技術の調和の好例であろ
う。ポスター発表の会場は、筆者が最初に参加した2006年はやや閑散とした感じであったが、今回は常時活発な議
論が行われる場になっており、上記のような工夫もその一因と考えられる。一方、参加者に対して口頭発表会場はや
やキャパシティ不足が目立ってきた。それも当然で、総参加者は2006年の7732名から倍以上に増加している。プレ



ナリー（全体会議）が行われたホールも、明らかに16000人に対して数分の1の収容人数であったし、部屋に収まり
きらず廊下にまで聴衆があふれているセッションもしばしば見られた。EGUが益々多くの研究者を惹き付ける魅力
ある学会なのは喜ばしいことだが、将来的には会場の問題にも解決が求められるかもしれない。

写真4 ポスター会場の1つの様子

脚注
化石燃料消費や森林伐採による人為起源CO2排出の収支は、炭素循環に関する国際プロジェクトGlobal Carbon Project
などにより詳しく調べられている。最近10年間（2008–2017）に関するまとめによると、総CO2排出のうち海洋と陸域
はそれぞれ22%、29%を吸収し、44%が大気に蓄積する（残余5%分は行方がはっきりしない）。排出量や収支の内訳
は条件によって変わりうるため、それが将来予測で考慮すべき炭素循環のフィードバック効果となる。

＊EGUの過去の記事は以下からご覧いただけます。 
MAKSYUTOV Shamil「地球科学の最近の動向：EGU2013年総会に参加して」2013年7月号

アルテ・ドナウ（Alte Donau）

伊藤昭彦

会場となったオーストリアセンターは、リングと呼ばれるウィーン中心部からドナウ川を渡った北東に位置して
いる。そのさらに郊外側にはアルテ・ドナウと呼ばれるかつてのドナウ川蛇行跡である旧流路があり、市民憩い
の場となっている。水辺の緑地・公園だけでなくボートやヨットを係留するハーバー、レストランなどが並び休
日などはさぞや賑わうのであろう。そのアルテ・ドナウ地区にはいくつかの手頃なホテルもあり、今回はその1
つに投宿した。リングのように歴史的な風情こそないが、会場から徒歩圏内であること、雑踏がなく治安の不安
が少ないこと、生活のためのマーケットなどが充実して便利、など利点も多い（市内・会場とU1線で直結する
Kagran駅周辺はショッピングモールが建設中でさらに便利に）。昼休みの散歩コースとしてもお勧めである。



写真5 アルテ・ドナウの様子
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科学の国の「はて、な」のコトバ
15  PICO（ピコ）

地球環境研究センター 物質循環モデリング・解析研究室長 伊藤昭彦

普段の生活で使われるコトバが、科学の国ではちょっと違う意味になることがあります。このコーナーでは、そうし
たコトバをご紹介していきます。

PICOとはPresentation with Interactive Contentsの略で、口頭・ポスターに次ぐ第3の発表形式であり、筆者は今回が
初めて使用する発表の方法であった。最大の特徴は、専用の会場に設置された数十台のタッチパネルディスプレイを
用いて、ムービーやアニメーションを駆使したプレセンテーションが可能なことである（写真参照）。ポスター会場
に併設された10ヶ所ほどのPICOブースでは、まず各講演者が聴衆の前で大画面スクリーンを使った2分間の口頭プ
レゼン（2 min madnessと呼ばれていた。確かにハイテンションになる）を行う。招待講演者はやや長めの時間を割
り当てられることもある。その後、講演者は各々タッチパネルディスプレイの前に移動して、訪れた聴衆に詳しいプ
レゼンと質疑応答を行う（だいたい1時間半ほど）。そのため、アピール点をまとめた2分間用のスライドと、詳し
いプレゼンの2つを準備する必要がある。タッチパネルを用いたインタラクティブなプレゼンが可能なのは大きな利
点だが、実際にやってみると最前列の聴衆と1対1になりがちで難しさも感じた。ポスターの場合、質疑中も他の
人々はポスターを眺めることが可能だが、PICOの場合、質疑中にスライドをあちこち前後させるので、なかなか2列
目以降の人には内容を伝えにくかった。また、基本的に2時間のセッション中しかディスプレイに表示されないの
で、ポスターのように1日展示することができないことにも留意すべきである。PICOは、テクノロジーを活用すると
いう意味だけではなく、本文に書いたような口頭発表のキャパ不足対策という意味もあるようなので（2019年大会
では1287件がPICO発表）、今後はさらに割合が増えることも予想される。

写真 PICOブースの概観。左の大スクリーンで2分間の口頭プレゼンを行った後、奥 + 右
側のタッチパネルディスプレイで各講演者が説明と質疑を行う
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海洋環境への温暖化影響を多くの人が知る機会に
市民向け講演会「日本海で進みつつある環境の変化～その驚くべき実態に迫る～」開催報告

地球環境研究センター 炭素循環研究室 主任研究員 荒巻能史

1. はじめに

私たちは、環境研究総合推進費（以下、推進費）「温暖化に対して脆弱な日本海の循環システム変化がもたらす海洋
環境への影響の検出（2-1604）」の一環として、日本海をモデルケースにした海洋環境への温暖化影響に関する観
測研究を実施しています。推進費では、市民の皆さまに研究活動の内容や成果を十分にご理解頂き、ご意見・ご要望
を環境研究に反映できるように、「科学・技術対話」を推進するためのイベントを開催することが強く推奨されてい
ます。そこで私たちは、日本海を取り巻く環境の変化に関する最新の研究成果をご紹介し、日本海の過去・現在・未
来の姿について市民の皆さまと共にじっくりと考え、また様々なご意見を伺える機会をもつことを目的に、環日本海
地域の中核都市で市民向けの講演会を実施しています。2016年度の金沢市（地球環境研究センターニュース2017年4
月号参照）、2017年度の新潟市（地球環境研究センターニュース2018年5月号参照）に引き続き、2018年度は2019
年2月16日（土）に九州大学応用力学研究所との共催で「日本海で進みつつある環境の変化～その驚くべき実態に迫
る～」を九州大学西新プラザにて開催しました。

2. 講演会の概要

講演会は推進費2-1604課題代表・荒巻の趣旨説明に引き続き、本課題分担研究者から九州大学の千手智晴氏、荒
巻、海洋研究開発機構の笹岡晃征氏の順に登壇し、最後に共催の九州大学応用力学研究所から高山勝巳学術研究員に
ゲストスピーカーとしてご講演して頂きました。

「地球温暖化と海～日本海異変～」 千手智晴（九州大学応用力学研究所）

日本海は「小さな大洋（ミニチュア・オーシャン）」といわれています。それは、日本海が太平洋の面積の1%にも
満たない小さな海であるにも関わらず、亜熱帯循環と亜寒帯循環という二つの大きな循環系を内包しており、さらに
黒潮や親潮に対応する強い海流をともなっているからです。また日本海の深層には、日本海の内部で形成され、日本
海の中だけを循環する特別な海水、「日本海固有水」が分布しています。この海水の形成と循環は、南極や北極の近
くで形成された冷たくて重い海水が深海に沈み込み世界中の海へと広がってゆく過程（熱塩循環）に酷似していま
す。講演では、特に「日本海固有水」に注目し、日本海の深いところにはどんな流れがあるのかを解説し、近年、地
球温暖化によって日本海深層に生じている異変を紹介しました。日本海での事例を通して、地球温暖化と海との関係
を説明しました。



写真1 日本海深層に生じている異変から地球温暖化と海の関係について講演した九州大学
の千手智晴氏

「温暖化に伴う日本海の環境変化～化学分析が捉えた決定的証拠～」 荒巻能史（国立環境研究所）

ミニチュア・オーシャンとも呼ばれている日本海では、「ミニチュア」であるがゆえに近年の地球温暖化などの気候
変動の影響が大洋よりも早く現れる可能性があります。つまり、日本海をモニタリングすることで、将来的に地球規
模で起こる変化を、あたかもDVDの倍速再生のように観察できるかもしれないのです。これを証明するように、私た
ちの長年にわたるモニタリングの結果から、その影響が日本海の奥深くに忍び寄っていることが明らかになってきま
した。深海では、水温が上昇、海水中の酸素量は減少を続けています。試算では、今後も温暖化が加速すると100年
後には深海から酸素がなくなってしまう予測になっています。そこで、私たちは海水中に微量に存在する様々な化学
成分の精密分析を武器として、そのメカニズムの解明に挑戦しました。講演では、これを丁寧に解説し、温暖化によ
る日本海への影響について紹介しました。

写真2 海水中に微量に存在する様々な化学成分の精密分析によって温暖化に伴う日本海の
環境変化について講演した荒巻

「宇宙から見た日本海の植物プランクトン分布～人工衛星を用いた地球環境変動観測～」 笹岡晃征氏（海洋研究開
発機構）

近年、人工衛星による地球観測技術が発達し、海洋における様々な諸現象を広範囲で連続的に観測することが可能と
なっています。とりわけ、海色（かいしょく）センサーは、海洋における植物プランクトンの現存量を推定できる唯



一の衛星センサーとして知られ、地球規模の環境変動を理解するための有力な道具として注目されています。海色セ
ンサーを研究で使うためには、植物プランクトン現存量の指標となるクロロフィルa濃度等のパラメータを、いかに
精度よく推定するのかが重要な課題となっています。講演のなかで、なぜ人工衛星から海洋の植物プランクトン現存
量が測れるのか、その測定原理について説明し、衛星の観測精度を向上させるために何が必要か、今後の検討課題等
についてお話ししました。最後に、海の温暖化が急速に進行している「日本海」を例に挙げ、衛星から日本海の植物
プランクトン現存量の季節変化がどのように見えるのか、過去数十年における海の環境変化に対して、植物プランク
トン現存量がどのように変化してきているのか、最近の観測結果を交えて解説しました。

写真3 人工衛星が捉えた日本海の植物プランクトンの季節変化について講演した海洋研究
開発機構の笹岡晃征氏

「日本海深層の溶存酸素は100年後に無くなってしまうのか？」 高山勝巳氏（九州大学応用力学研究所）

日本海の深層における溶存酸素濃度は太平洋の同深度と比べて高く、このことは日本海では表層から深層への海水供
給が活発に行われていて、日本海独自の深層水「日本海固有水」が形成されている証拠となっています。しかし近年
の観測結果から、日本海深層の酸素濃度が年々減少する傾向にあることが示され、このままではおよそ100年後には
無酸素になると懸念されています。そこで私たちは、海洋の流れや物質の循環を計算する、いわゆる海洋数値モデル
によって将来の日本海の環境がどのように変化するかをシミュレートしています。今回は日本海の水温が100年後ま
でにどのように変化するか、そして日本海深層の酸素は予想の通り100年後になくなってしまうのか、そのシミュレ
ーションの結果について紹介しました。

写真4 100年後の日本海の水温や日本海深層の溶存酸素に関するシミュレーション結果に



ついて紹介した九州大学の高山勝巳氏

3. ディスカッション

各登壇者が、一般向けということで難しい言葉を避けてユーモアたっぷりに解説したおかげで、市民の皆さまから多
数のご質問やご意見・ご感想を伺うことができました。特に、地球温暖化の影響を受けて日本海深層の循環が弱くな
っていることを示す最新の観測データを見せて解説した千手氏の講演や、これらのデータを組み込んだシミュレーシ
ョンモデルで日本海環境の100年後を予測した結果を解説した高山氏の講演には、「世界的な循環が止まると氷河期
になると聞いたが本当か」、「今後、日本の気候はどうなってしまうのか」、あるいは「人間活動による影響はシミ
ュレーションモデルの中でどう考えられているのか」など、将来の気候変動を危惧する声や質問が寄せられ、関心の
高さがうかがえました。荒巻や笹岡氏の気候変動と海洋環境変化に関する講演については「海洋環境に変化が起こる
ことで人間の生活にどう関わってくるのか」という質問を頂いたことを受け、荒巻は「各漁場単位で考えたときに、
例えば魚種やそのサイズが変わることが考えられるし、すでにそのような事例は多数報告されている、したがって場
合によっては水産業や周辺経済には大きな影響も現れるだろう」と話し、2018年12月に施行された「気候変動適応
法」について解説しながら、国立環境研究所を中心に地方自治体と一緒になって、環境変化の予測とそれに対する市
民の適応について研究を進めていくと説明しました。

写真5 会場の雰囲気（質問やご意見をたくさんいただきました）

4. おわりに

市民の皆さまに講演会に来ていただくためにはその内容を早くわかりやすく周知することが重要ですが、今回はやや
出遅れてしまいました。そこで、地元紙・西日本新聞のイベント情報欄に掲載を依頼したところ、これが功を奏した
ようで、直前の告知にも関わらず新聞を見たという来場者が多数いらっしゃいました。マスメディアの力に助けられ
ました。実は、福岡県は荒巻の出身地であったことから、講演会にも参加してくれた高校時代の同級生らが県南地方
を中心にポスター貼付を買って出てくれました。参加者増にはあまりつながりませんでしたが（ごめんなさい）、心
強く思いました。ここに感謝の意を表します。

推進費2-1604課題は本年3月で終了となりました。この間、市民講演会を通して参加者の皆さんからたくさんのご意
見を頂戴しました。「目から鱗。日本海は凄い海なんだね。これからも私たちにいろいろ教えて下さい」というお褒
めの言葉も研究者に大きなモチベーションを与えますが、私が一番印象に残ったのは「気候変動によって環境の変化
が起こっていることは良く理解できた。じゃ、私たちは何をしたら良いの？」という質問でした。市民の皆さんが適



応策へ関心を寄せていることを実感させる言葉です。近い将来に新たに提案させて頂く研究課題では、是非、適応施
策に貢献できるテーマに取り組みたいと考えています。
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【最近の研究成果】
2つのアプローチによる温室効果ガス排出量の差異の原因を探る～中国のメタ
ン排出量の例～

地域環境研究センター 大気環境モデリング研究室 特別研究員 Penwadee Cheewaphongphan

地域環境研究センター 大気環境モデリング研究室 主任研究員 茶谷聡
地球環境研究センター長 三枝信子

気候変動対策を検討するためには、温室効果ガスの排出量を正確に把握する必要があります。活動量 [1]に排出係
数 [2]を乗じるボトムアップ・アプローチで推計された排出量に対し、観測された大気中の温室効果ガス濃度と数値
モデルを用いて排出量を逆推計するトップダウン・アプローチによる検証が行われており、両者による排出量の差異
が報告されています。しかしながら、その差異の原因までを明らかにした研究はほとんどありません。本研究では、
中国のメタンの排出量に着目し、複数のボトムアップによる排出量推計例を基に不確実性を評価して、両アプローチ
による排出量の差異が何によるものかについて検討を行いました。その結果、主要な発生源である炭鉱と稲作の排出
係数の不確実性が大きいことがわかりました。炭鉱の排出係数は、採掘の深さや炭層ガスの影響を受けます。稲作の
排出係数は、季節、灌漑の方式、有機肥料の使用などの影響を受けます。中国内でも地域によるこれらの要因の違い
を表現できているかどうかが、差異の原因になっている可能性が示唆されました。本研究のように、温室効果ガスの
排出量を検証し問題点を見出してその解決を図ることは、パリ協定で各国が設定した削減目標に対する進捗状況の報
告が正確かどうかを評価し、温室効果ガス排出量の確実な削減につなげるために重要であると考えています。

本研究は（独）環境再生保全機構環境研究総合推進費課題2-1701「温室効果ガスの吸排出量監視に向けた統合型観
測解析システムの確立」（代表：三枝信子）の一環として行われました。

図 中国の炭鉱、家畜、稲作起因のメタン排出量と、活動量、排出係数、それら両方（全
体）による不確実性（色付きの範囲）。炭鉱と稲作の排出係数の不確実性が大きく、排出
量総量の差異の原因となりやすいことを示している。一方、稲作よりも家畜の排出量は多
いものの不確実性は小さいため、排出量総量の差異の原因としては炭鉱や家畜よりも影響
は小さいと考えられる

脚注
1. 燃料の消費量や自動車の走行量など、温室効果ガスの排出を伴う活動の量
2. 単位活動量あたりの温室効果ガスの排出量
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