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　国立環境研究所では、「地球温暖化問題」を重要かつ喫緊な対応がもとめられて
いる環境問題のひとつとして取り上げ、重点研究プログラムとして研究を進めてい
ます。地球温暖化とそれに伴う気候変化は、地球上のさまざまな側面に大きな影響
を与えると考えられています。しかも、影響がはっきり現れてから、対応策を講じ
ていたのではまったくの手遅れになる、やっかいな問題です。
　いささか旧聞に属すると言うべきかも知れませんが、2007 年に気候変動に関す
る政府間パネル（IPCC）の第 4 次評価報告書が公表されました。同報告書では、「気
候システムの温暖化には疑う余地がない。このことは、大気や海洋の世界平均温度
の上昇、雪氷の広範囲にわたる融解、世界平均海面水位の上昇が観測されているこ
とから今や明白である」と述べています。これに合わせるかのように、それ以来、「地
球温暖化研究は『実態解明』や『予測』よりも、今や『対策技術』や『対策効果の
評価』に重点を置くべし」、「温暖化問題は、もはや行動あるのみ」というような声
を聞くことが多くなったように感じます。対策技術や対策効果の評価が重要である
ことは間違いのないことですが、IPCC 第 4 次評価報告書の発行をもって、はたし
て地球温暖化問題に関する科学的な理解はもう十分なレベルに達したと言えるので
しょうか。　
　化石燃料の使用や森林破壊による二酸化炭素の排出の増大が地球温暖化のおおき
な原因のひとつですが、一方で森林生態系や海洋は二酸化炭素を吸収する場でもあ
ります。人為起源の二酸化炭素排出量の約半分は森林生態系や海洋が吸収しており、
その残りが大気中に蓄積していくと考えられています。それでは将来、森林生態系
や海洋は現在と同様に二酸化炭素の吸収を担ってくれるのでしょうか。それとも、
気候変化の影響を受けて吸収量が減ってくるということはないのでしょうか。これ
は、地球温暖化の科学がまだ十分には明らかにできていない課題のほんの一例です。
　私のそんな素朴な疑問を出発点として、地球温暖化研究に携わってきた研究者た
ちは何を次なる問題として捉え、何を明らかにしようとしているのか、そして、そ
れは地球温暖化問題に関する理解を深める上で、どういう意味を持っているのかを
詳しく知りたいと思い、第一線の研究者たちにインタビューすることを思い立ちま
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した。そこで、私の若き同僚である国立環境研究所の研究者たちをインタビュアー
として、第一線の研究者たちに、自らが取り組んでいる、あるいは取り組もうとし 
ている研究について、思う存分語って（語り合って）頂くこととしました。
　本書は、そのようなことをきっかけに、当所地球環境研究センターが毎月発行
している「地球環境研究センターニュース」2009 年 5 月号にスタートしたインタ
ビューシリーズをもとに編集し直したものです。2009 年 5 月号から 2012 年 9 月
号までに掲載した、第一線研究者の方々へのインタビュー記事をもとに、その後の
展開が大きかったものについては事態の変化を補遺し、できるだけ最新の情報とな
るよう気をくばりながら、取りまとめたものです。
　さて、この期間中にインタビューに応じて下さった 21 名の研究者の方々の専門
分野は、極めて多岐に渡っています。一方、インタビュアー役を務めてもらった国
立環境研究所の 5 名の研究者の専門分野は、国際政治学、大気物理学、大気化学、
微気象学、地球環境工学でした。このシリーズでは、できるだけ異分野の方にイン
タビューしてもらうことにしました。これは、異分野の研究者間で対話することで、
読者の方にとってはより理解しやすい話が聞けるのではないかということ、さらに
は異分野間コミュニケーションを通して研究者同士の間でも新しい研究展開の発見
につながるような、よい相互作用が期待できるのではないかと思ったからです。
　このインタビューシリーズは幸いにして、地球環境研究センターニュースの読者
には好評を得たようです。当初に想定していた今後の地球温暖化研究のあり方と
いった固い話だけでなく、研究者とはどういう人種なのか、どうやって研究者に
なったのかなど、自然に接した子供時代の思い出や研究者を志した動機など、イン
タビューならではの楽しいお話もうかがうことができたからでしょう。
　こうした研究者たちの生きざまを、そして地球温暖化研究の今後の方向性を、よ
り多くの方々にも是非知って頂きたいと考え、本書を出版することにした次第です。
地球温暖化問題の専門家というよりも、むしろ社会で生活している一般の皆様、そ
して将来、研究者になりたいと考えている若い世代の方たちにも読んで頂けたら望
外のしあわせです。

2013 年 3 月
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I.
地球温暖化
関する研究者

町田敏暢さん     （専門分野：温室効果ガスの観測）
河宮未知生さん（専門分野：地球システム科学）
阿部彩子さん     （専門分野：気候システム科学）
山中康裕さん     （専門分野：海洋物質循環モデリング）
竹村俊彦さん     （専門分野：微粒子の気候影響評価）
プラビール パトラさん
                       （専門分野：フォワードモデル／インバース
                           モデルによる温室効果ガスの収支推定）
川村賢二さん     （専門分野：氷床コアの気体分析）

科学に



見えない
ものが
見えてくる
面白さ

見えない
ものが
見えてくる
面白さ
インタビュアー  亀山 康子
　専門分野：国際関係論

町田 敏暢町田 敏暢
( 独 ) 国立環境研究所 地球環境研究センター
大気・海洋モニタリング推進室長
専門分野：温室効果ガスの観測

MACHIDA       toshinobu
さん

1965年　
　埼玉県寄居町
   生まれ

1993年　
　東北大学大学院
　理学研究科
　博士課程修了

1993年　
　国立環境研究所
　研究員

2006年より
　現職

趣味など
  高校まではバスケの（控え）選手。
  就職してから軟式野球に打ち込み、真冬の寒風吹きつ
  ける日も真夏の猛暑日であっても昼休みの練習を続け
  ている。2011年度にはチームが筑波研究学園都市野
  球連盟の１部で優勝するという快挙を達成する。

趣味など
  高校まではバスケの（控え）選手。
  就職してから軟式野球に打ち込み、真冬の寒風吹きつ
  ける日も真夏の猛暑日であっても昼休みの練習を続け
  ている。2011年度にはチームが筑波研究学園都市野
  球連盟の１部で優勝するという快挙を達成する。

2

＊このインタビューは 2009

年 4 月 9 日に行われました。

■手作りのおもちゃから地
球物理専攻へ

【亀山】町田さんはシベリ
ア上空における温室効果ガ
ス（p7 豆知識参照）に係
る航空機モニタリング（以
下、シベリア観測）や、日
本航空の協力による民間航
空機を利用した温室効果ガ
スの定期観測（以下、JAL 観測）により、温室効果ガス濃度の観測や炭素循環の研
究をされています。地球温暖化の将来予測を行ううえで重要な研究テーマですが、
研究のお話の前に少し個人的な質問をさせてください。大学進学時に大学や学部を
どんなふうに選びましたか。
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【町田】子どもの頃に自分で作ったおもちゃで遊ぶのが好きで、自分でラジオを組
み立てたりしていたのが出発点だったかもしれません。大学進学のとき、学科とし
ては物理を学びたいと思いました。また、埼玉県の地方の町で育ったせいでしょう
か、漠然と東京などの大都市で暮らすのは気後れがあり、東北の仙台を選びました。

【亀山】環境に興味があったというわけではないのでしょうか。
【町田】特に興味があったわけではありません。入学して最先端の物理を学びまし
たが、目に見えないものはイメージが作れないのでなじめませんでした。自分の生
活に身近なものを研究したいと思い、大学院では地球物理を専攻しました。地球物
理のなかでも大気と海洋のどちらを専攻するか迷ったのですが、海のない埼玉県で
育ったので海洋に関する直感的な考え方に欠けているかなと思い、大気を選択しま
した。さらに、講座のなかではコンピュータを使って計算や解析をする分野と観測
とがありました。こちらは迷わず野外で観測する方を選びました。研究室にずっと
いるのは苦手だったので。

【亀山】身近なものにふれたいという気持ちが、観測につながったのかもしれませ
んね。大気中で観測する対象やテーマは変わっていくと思いますが、それは先生か
ら与えられたのですか。

【町田】私が所属した研究室では二酸化炭素（CO2）の観測を行っていました。い
ろいろな観測方法がありますが、私と入れ替わりで大学院の修士課程を卒業する先
輩が面白い測定法を行っていました。それを引き継がせていただきました。

【亀山】CO2 の観測手法はいろいろとあるとおっしゃいましたが、簡単に説明して
いただけますか。

【町田】大気中の空気を船舶や航空機を使って採取して緯度別や高度別の分布を測
定する研究や海水中の CO2 を測定する研究、南極昭和基地での変動を測定する研究、
などがありました。私の場合は、氷床コアから過去の CO2 を測るもので、これは
先輩が基礎固めをし、装置の原型を作成してくれました。いよいよこれからサンプ
ルを解析するところで引き継いだので、責任も重大でした。

■学生時代も現在も変わらない研究テーマ
【亀山】CO2 観測というのは、温暖化研究としての位置づけですよね。
【町田】当時は今ほど地球温暖化が国民的な関心事ではありませんでした。しかし、
キーリング（Charles David Keeling）が 1958 年にマウナロアで CO2 の測定を開始
してから 30 年くらい経っており、CO2 濃度の増加は明らかになっていましたし、そ
れにともない地球が温暖化するというのも確かだといわれていました。また当時は、
人為起源による CO2 の約半分が大気に蓄積していることは観測から正確にわかって
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いるのですが、残りの半分をすべて海洋が吸収することはできないと言われる一方
で、陸上の生態系は森林伐採まで含めると CO2 を吸収していないとされ、CO2 の収
支が合わないことから“ミッシングシンク”と呼ばれて大きな問題になっていました。
将来の CO2 濃度レベルをより正確に予測するためには、このような地球上の炭素循
環のメカニズムを解明していかなければなりませんでした。目的は今と同じですね。

【亀山】当時と比べて、測定精度は向上しましたが、解明されてない部分について
はあまり変わってないということですね。

【町田】これまでの観測により解明されてきたことは多々ありますが、ゴールは相
変わらず同じなんです。今では陸上の生態系は CO2 を吸収しているとされていま
すが、植物がどれくらい CO2 を吸収しているかについては精度よくわかっていま
せん。地球が温暖化したとき植物や海洋がどう応答するか、エルニーニョやラニー
ニャ現象のとき、平均気温はどう変化し CO2 はどう応答するかなどを理解するこ
とは将来の気候変動のヒントになります。

【亀山】ところで、国立環境研究所（以下、国環研）に入所されたきっかけは何だっ
たのですか。

【町田】実は研究者になろうとは思っていませんでした。教師になろうと考えていました。
【亀山】向いていると思いますよ。
【町田】今でも教師をやってみたいという気持ちはあります。分岐点となったのは大
学院の修士課程から博士課程に進むことを決めた時でした。家庭をもち社会に出て
働いている郷里の友人たちをみると、まだ学生を続けるのは自分が社会から離れてし
まっているような気になり、大変悩みました。教師になりたい気持ちは大きかったの
ですが、氷床コアの実験がうまく軌道にのり結果が出てきたので、ここでこの研究を
手放すと将来後悔すると考え、博士課程に進学することにしました。博士課程 3 年
のとき、国環研の研究者がシベリアで温室効果ガスの調査を行っていて、CO2 を測定
する専門家を求めていました。私が所属していた研究室ではたまたま私が博士課程
の 3 年生でしたので、必死になって学位を取り、国環研に就職することができました。

■誰も見たことがない CO2 の変動を伝えたい
【亀山】現在の研究内容は学生時代の継続でしょうか。
【町田】分野も最終目標も同じです。ただ、学生時代は氷床コア中のほんのわずかな
量の空気を測定していたので毎回神経をすり減らして実験をしていました。国環研に
来てからは最初にシベリアで航空機観測をやらせてもらい、氷床コアと違って大量の
空気サンプルを使える幸せを感じました。世界には上空のデータが少ないので、それ
からずっと航空機観測を中心に温室効果ガスの観測にかかわる研究を続けています。
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【亀山】分析結果から何を伝えたいですか。
【町田】観測結果が語る変動の事実を伝えたいですね。シベリアの森林は CO2 を吸
収していると思われがちですが、工業国からはるかに離れたシベリアにおいても CO2

濃度は着実に増えていますし、夏と冬では大きな差があるのがわかりました。JAL 観
測では上空の CO2 の季節変動が場所や高度によってそれぞれの特徴をもっているの
がわかりました。こういったデータを解析すると地表面での植物の活動など、CO2 の
吸収・放出の様子がわかりますし、モデル研究者と協力してさらにそれらを定量的
に明らかにすることが可能になってきます。こういう貢献をしたいと思っています。

【亀山】世界中で計測されたデータをモデルに反映し、炭素循環のメカニズムを解
明していくわけですね。ところでCO2 濃度は世界中どこでも同じではないのですか。

【町田】北半球と南半球では違います。平均濃度は北半球の方が高いのです。
【亀山】排出源が北半球に多いということでしょうか。
【町田】そのとおりです。北半球も南半球も CO2 濃度は上昇していますが、南半球
は北半球に 1 年遅れて現象が現れています。CO2 は大気中で化学反応を起こさな
いので安定していますから濃度を測ることで空気の流れを見ることもできます。空
気は見えないものですが、見えないものが見えるというのは面白いですよ。

■数々の困難のなかで観測を継続
【亀山】上空のデータが少ないとおっしゃいましたが、地上と上空と両方のデータ
がそろわないと大気全体を把握することは困難なように思います。上空のデータを
取るのに障害となっているのは資金面でしょうか。

【町田】装置の問題もあります。例えば気温の測定でしたら観測装置が比較的簡単
なためデータは多いのですが、CO2 観測には比較的大きな装置が必要ですし簡単に
は測定できません。また、シベリアなど国外での観測ではそれぞれの国の事情があ
り、観測項目や観測地点を増やしたいと思ってもなかなか自由にできるわけではな
い、といった困難もあります。一方 JAL 観測など民間会社の協力を得て実行して
いる観測では、会社としてコンセンサスを得ていないと継続できないわけですから、
観測の重要性を常に発信して、協力していただいている人が働きやすい環境が作れ
るよう心がけています。

【亀山】研究協力者と意思の疎通が図れていることが大切ですね。
【町田】モチベーションをもって前向きに協力いただくためにも。

■アフリカや南米のデータ不足が課題
【亀山】今後取り組んでいきたい研究テーマについて聞かせてください。
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【町田】国環研でしかできないことをさらに伸ばしていきたいと思います。日本の
航空機による CO2 観測は世界でも進んでいますから、さらなる展開ができたらい
いと思います。

【亀山】研究コミュニティでホットな話題は何ですか。
【町田】世界ではアフリカや南米のデータが少ないので、この地域をカバーしてい
くことも重要です。JAL にはニューヨークを経由しサンパウロまで飛んでいる便が
ありますが、機材の関係で残念ながら私たちの装置は取り付けられません。次にチャ
ンスがあったら是非ねらいたい観測対象です。

【亀山】グローバルに観測網を広げていけるといいですね。

■純粋に科学的視点から観測を
【亀山】観測していくうちに、町田さんご自身は温暖化問題に興味をもつようにな
りましたか。

【町田】正直に言うと、これまで特に温暖化に関心をもって研究を続けていたとは
言えません。何度か温暖化に関する講演を依頼されて行い、将来の温暖化について
も話をしたのですが、自分の言葉で話せていないことに気づきました。将来の温暖
化についてどこまで正しいかを言えるのは観測の専門家ではなく、気候モデル研究
者です。それに気づいてから、講演では、自分の専門である CO2 などの観測事実
がもつ説得力やそこからわかる炭素循環に重点を置いて話すようにしています。地
球温暖化の将来予測のためには、炭素循環を正確に把握するのが私の仕事ですし。

【亀山】地球温暖化など環境問題はいろいろな因果関係が絡みあっていますが、研
究者は一連の過程を研究しているわけではなく、一部を専門としているわけです。
自分でもわからないことを人に話さなければならないことがありますが、町田さん
のスタンスは重要です。温暖化するぞ！という先入観のもとに観測を行うと、デー
タを客観的に見られなくなることもありますから、純粋に科学の視点から観測して
いるのはとても大切なことです。それをモデルのグループが将来予測につなげてい

くわけです。役割分担して温暖化研究は
なされているわけですね。
　最後に若い人たちやこのニュースの読
者に何かメッセージをお願いいたします。

【町田】研究者は研究以外のことも大い
にするべきですね。また、研究者に限ら
ず、いろいろなことを経験し、視野を広
げていただきたいと思います。
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　その後、JAL 観測は多くの困難を乗り越えながら継続されており、

貴重な上空における温室効果ガスのデータとして世界の研究者に利用

されています。南米やア

フリカの観測は実現して

いませんが、近く欧州で始まる同様な民

間航空機観測プロジェクトと協力して世

界の空を網羅したいと考えています。現

在は観測機の数を増やして観測頻度を

上げることに力を入れています。また、

2012 年 7 月にプロジェクトのロゴマー

クが完成し、観測機の一つにペイントさ

れました（写真）。プロジェクトの詳細

は以下のホームページをご覧ください。

http://www.cger.nies.go.jp/contrail/

プロジェクト名（CONTRAIL）を塗装した
観測機の前で観測装置とともに（写真提供：
日航財団）

温室効果ガス（温室効果気体）

　温室効果ガスとは、地表からの赤外放射を吸収・再放射して地表を温める働き（温

室効果）をする気体（ガス）のことです。

　水蒸気や二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン類、オゾンなど大気中には多

くの温室効果ガスが存在しますが、地球温暖化問題にとって重要なのは、水蒸気以外

の人間活動によりその大気中の存在量が変化しているガスです。

　水蒸気は大きな温室効果があり、地球の大気は適度な水蒸気などがあるため平均気

温は 15℃くらいとなっていますが、人間活動が直接及ぼす大気中の水蒸気量への影

響は無視できるほど小さいものです。一方で、温暖化により水蒸気量が増えることで、

さらに温暖化が進むというフィードバックの効果が考えられています。

　二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン類のように大気中の寿命が比較的長い

ガスは、地球温暖化への寄与がある程度正確に計算できますが、オゾンのように光化学

反応によって大気中で作られるガスは寿命が短く、濃度分布が複雑で時間的変動も大き

く、地球温暖化への寄与を評価するには不確定な部分が多いことが知られています。
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＊このインタビューは 2009

年11月16日に行われました。

■へそまがりの性格が研究
者向き？

【亀山】河宮さんは地球温
暖化予測、地球システムモ
デルの開発を研究テーマに
されていますが、研究者に
なったいきさつをお話して
いただけますか。

【河宮】高校生のとき化学
の先生から「あなたは性格がひねくれているので研究者に向いている」と言われま
した。なってみたら周囲にそういう人が多いので、あのときの先生の言葉は正しかっ
たのかなと思います。また、子どもの頃は賢いとかっこいいと思っていましたから、
研究者になりたいと単純に思いました。最近の子どもに将来何になりたいかと聞く
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と、サッカー選手、プロ野球選手などに混じって研究者と答える子どもが多いよう
ですね。サッカー選手より現実的ですが、研究者も人気の職業みたいです。そうい
う意味では私は今時の子どもの感情をもっていたのでしょうか。

【亀山】比較的早い段階で研究者という職業が視野に入っていたんですね。では、
温暖化研究にどう向いていったのでしょうか。

【河宮】大学、大学院と進んで、一つのことに集中して勉強していくことに魅力を
感じました。子どもの頃の単純な気持ちから大学、大学院を経て周囲の人と会話し
ていくなかで、自分が研究者に向いているのかなと思いました。地球物理を専攻し
たのは、へそまがりな性格のせいでしょう。他の分野はものごとを深く見ていく方
向性ですが、地球物理特に環境問題はマクロにとらえる視点が重要という価値観の
違いがあります。

■研究成果の社会への還元
【亀山】大学院の頃と現在とでは、研究分野のなかで何か変わってきましたか。
【河宮】海洋物理のモデリングでは理想的な系を扱う研究者や研究事例がどんどん
少なくなってきています。

【亀山】何が原因と考えられますか。
【河宮】こういう言い方をすると不満のある人は大勢いますが、大まかなことは一
通り理解できたということでしょうか。そこで現実的な条件のもとでのモデリング
に研究が移り、最近ではそこからさらに発展して、より明示的に社会に情報発信し
ていくにあたってどのような科学的知見が必要か、という観点も強調されるように
なってきました。

【亀山】理想的な問題の研究事例が少なくなってきているのは、客観的に見て一段
落ついたと思う人が増えたということですね。

■生物過程を取り入れた温暖化予測モデルの重要性
【亀山】河宮さんが現在担当されている研究について教えてください。
【河宮】気候モデルを用いた温暖化予測です。そのなかでも特に生物地球化学的循
環を含めたものをモデル化し、そのモデルによって温暖化を予測していくことです。

【亀山】物理だけを考慮したものと比較すると生物過程を加えることで何割くらい
変動が出てきますか。

【河宮】例えば気候変動に関する政府間パネル（IPCC、p63 豆知識参照）の第 4 次
評価報告書（AR4）では、生物過程を入れたものと従来型の温暖化予測を比較し、
A2 シナリオ（多元化社会シナリオ）に関しては 2100 年で最大 1.5℃の上方修正
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をしなければならないとなっています。
【亀山】それは生物過程で二酸化炭素（CO2）は吸収量よりも排出量が多くなるか
らでしょうか。

【河宮】吸収能力が減っていくからです。温暖化により土壌有機物の分解が促進さ
れます。また、海洋も海水温の上昇により CO2 が溶けにくくなります。それによ
るフィードバックです。森林のモデリングに CO2 だけではなく窒素も入れなけれ
ばならないという話が盛んです。窒素の循環を考えると、温暖化で無機窒素の供給
が盛んになる効果が入ってくるので、フィードバック自体は小さくなるようです。
CO2 が増えると CO2 の施肥効果で植物は生長しますが、生長に必要な窒素など他
の養分は足りなくなります。CO2 吸収量が少なくなって、結果として貧栄養化とな
ります。森林モデリングの開発には、どういうプロセスが大事でどこが見落とされ
ているかをきちんと議論しなければならないでしょう。

【亀山】モデルのなかにフィードバックを組み込むとき、他にどういうものが考え
られますか。よくシベリア凍土から放出されるメタンは話題になりますが。

【河宮】シベリア凍土のメタンについてはモデル化が進んでいません。そもそも温
暖化に対する凍土のレスポンス自体があまり解明されていないからです。

【亀山】ほかに未解明で残されているものはありますか。
【河宮】海洋の酸性化の影響の評価や、陸域における窒素循環の影響、オゾンが将
来増加したときに植生がどう変化するかなどです。オゾンの重要性はこれまで過小
評価されてきました。やらなければならない分野ですが、モデル開発の戦略として
は、拙速になるよりは様子を見た方がいいと思います。

【亀山】ブラックカーボンについてはいかがでしょうか。
【河宮】森林火災と密接な関係がありますから、森林火災の将来予測を私たちのグ
ループと国立環境研究所（以下、国環研）とが協力して始めています。温暖化予測
というとメインは気象学の一分野という認識なので、森林火災の将来予測の話をす
ると違和感をもつ気象学者もいますが、彼らも研究の必要性は認識しています。大
まかでもいいからある程度の評価をつけていかなければならないでしょう。

■総勢 100 人以上の態勢でのモデル開発
【亀山】海洋研究開発機構（以下、JAMSTEC）と国環研は共同でモデルの研究開発
を行っていますが、役割分担はどうなっているのでしょうか。

【河宮】生物地球化学的なプロセスを用いた気候モデルの開発は JAMSTEC が推進
役になっています。また東京大学気候システム研究センター（現東京大学大気海洋
研究所）は気候モデルの物理的側面の開発の中心になっています。国環研は温暖化
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予測研究を包括的にカバーしています。江守正多さんは社会への情報発信に力をい
れてくれていますね。モデル開発の役割分担としては、データベースの作成やシナ
リオ開発を国環研が担当しています。今お話したデータベースの作成は野沢徹さん
のグループが担当しています。もちろん、それぞれの研究機関が上の役割分担だけ
に集中しているわけではなく、例えば国環研で生物地球化学的側面の開発に取り組
んでいる人もたくさんいますが、温暖化予測に関するモデル開発をどこが旗振り役
になって推進するか、という点では上のような分担になっています。

【亀山】総勢何人くらいの人がかかわっているのでしょうか。
【河宮】モデル開発だけですと 10 人弱ですが、評価する人などを含めると 30 人く
らいになります。協力者を合わせると 100 名を超えます。

■自然科学的知見と社会科学的分野の研究から政治的判断を
【亀山】研究成果を発信する目的としては IPCC の第 5 次評価報告書（AR5）への貢
献や社会への情報発信などが考えられますが、他に目指しているものはありますか。

【河宮】地球規模のモデルを扱っていますから、日本だけではなく、温室効果ガス（p7
豆知識参照）削減の中期目標作成や 2050 年の温室効果ガス半減にもう少し貢献し
ていければと思います。すでに作成されていると言われそうですが、現実的に見な
がら少しずつ修正していくことも考えられます。また、2050 年以降の削減目標や
2050 年までの経路についても役立てたらいいかと思います。

【亀山】経路について示すことはできるのでしょうか。
【河宮】正確に出すのは困難ですが、自然科学分野のモデリングでどこまで情報提
供できるかをつめていく必要はあります。2050 年温室効果ガス半減につきまして
は、一般の人は自然科学的要請という印象をもたれているのではないかと思います
から、きちんとストーリーとして説明できたらいいです。自然科学的視点からは、
○℃に抑えたいなら、温室効果ガス排出量の時間積分量はどのくらいであるべきか
ということは誤差評価付きで言えると思います。その後、社会科学者とシナリオを
作成し、そのシナリオに基づいて政治的決断をするというストーリーになればいい
と思います。そういう体制ができると世の中の役に立っていると感じられます。

【亀山】正論ですね。国際制度研究の分野では、蓄積量をカーボンバジェット（炭
素予算）と呼び、2020 年から 2050 年の 30 年間であなたの国は合計×トンまで
排出していいというバジェット＝予算量を提示する案が出されています。それを何
年でどう使うかというのは、それぞれの国の判断です。

【河宮】グローバルなバジェットとしてどのくらいが許容量であるかはモデリング
から出せると思いますから、情報交換できたらいいですね。自然科学的知見からの
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要請と政治的判断、社会経済的分野での知見の三者が分野間で情報交換するうえで
も、守備範囲を明確にして協力していくのが理想的ですね。

■まだまだ論争は続く温暖化問題
【亀山】以前から国内では、温暖化は本当に起こるだろうかとか、CO2 の排出が温
暖化の原因なのかという意見があり、またそういうものが書かれた書籍が販売され
ています。2009 年 10 月に文部科学省科学技術振興調整費（戦略的研究拠点育成）
プロジェクトから「地球温暖化懐疑論批判」という出版物が発行され、河宮さんも
著者のお一人として反論を書かれていますね。温暖化に対して懐疑的・否定的な見
解の人との対話について、克服されてきていると感じていますか。

【河宮】克服はされていませんが、懐疑的な空気が広まることを少し防ぐことはで
きていると思います。私個人は懐疑的な議論を展開している人を説得したり、やっ
つけたいという気持ちは毛頭ありません。こういう議論が出てくるのはむしろ健全
だと思っています。しかし、懐疑的な意見の人に直接ではなく、彼らが情報発信し
ている人たちに語りかけて、両方の意見を聞いて判断してほしいと思っています。
勝つというのではありませんが、何を言われてもこちらはきちんとした回答ができ
ることが重要です。気象学のなかでも 1970 年代くらいには懐疑的・否定的な見方
の人も多かったようですが、その後は知見がたまってくるにつれ温暖化が起こるこ
とは間違いないだろうという結論が出ました。気象学のなかでやってきたような手
続きが必要でしょう。

【亀山】おっしゃるとおりですね。異なる主張をもつ人を説得するのではなく、マス
コミや一般の人に両者の言い分を聞いてもらい判断してもらうやり方がいいですね。

【河宮】一般の人たちには一瞬互角に見えてしまいます。温暖化について懐疑的な
主張をしている人は気象海洋学などの専門家は少ないのですが、科学者は多いから
です。科学者がこういう発言しているわけですし、専門家ではない科学者と温暖化
の専門家が同じ人数くらいで議論しますから、科学界で論争が続いているという印

象をもたれていると思います。
【亀山】一般の人の雰囲気は数年前と比
較して変わってきていますか。

【河宮】受け取った人たちのことを気に
するようになったのがごく最近なので、
以前との比較はできませんが、地球科学
の分野でも、専門が違う人と予測分野に
ついて話をすると、案外懐疑的見方が広
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まってきているようにも感じます。私が認識をもったのが最近なだけで、むしろ以
前より減ってきているのかもしれませんが。

【亀山】温暖化は問題ではないと思ってしまうのは一部で問題ですが、他方、こう
いう議論が出てきたために今まで関心がなかった人が関心をもってくれたり、温暖
化予測モデルの研究者の話を聞いてもらえる社会になってきたといういい面もある
かと思います。

■自然科学と社会経済、国際政治プロセス研究者のグループの設定を期待
【亀山】河宮さんは今後研究を中心にされるのでしょうか。それとも社会に情報発
信していく方を望まれますか。

【河宮】あえて中途半端な立場でいたいですね。社会への発信というと、自分が取
材をうけたテレビ番組などを見るのはあまり気が進みません。

【亀山】社会へ発信するというのはテレビだけではなく、先ほど話題になった冊子
などを発行するということも含まれます。これまで河宮さんのお話を聞いていて、
モデルを開発するだけではなく、そのモデルがどう社会に貢献するかなどをお考え
のようですから、情報発信にご興味があるのかと思いました。また、政策決定の場
とモデルをどう連携していくかというお話で、政治プロセスを研究している私たち
の研究者と社会経済モデルを開発しているチーム、気候モデルのチームとが意思疎
通できる場があると面白いですね。国内の若手のグループでまず始めたいですね。

【河宮】初めは気楽な飲み会でもいいかもしれません。
【亀山】懐疑的見解の人への反論が目的で活動されたグループが、「地球温暖化懐疑
論批判」を発行したように、いろいろなところでグループが設定されるといいですね。

　2009 年に更新された

2 代目の地球シミュレー

タ。本稿で話題になって

いる地球システムモデル

の計算も含め、国内で行われる IPCC 第

5 次評価報告書に向けて提出された温

暖化予測実験結果の多くは地球シミュ

レータを用いて得られています。
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＊このインタビューは 2010

年4月14日に行われました。

■挫折のあとの幸運な出会い
【亀山】阿部先生は　気候
力学、古気候学がご専門で
すが、研究者になったいき
さつをお話していただけま
すか。

【阿部】私が学部から大学
院に進む時は公害問題から
環境問題に社会の関心がシ
フトした頃でした。地球環境が社会問題になってきましたが、私は人類がたどって
きた歴史の背景としての環境がどういうふうに変わってきたのか、将来どうなるか
に興味がありました。学部のときは地理学を専攻しましたが丁寧にフィールドデー
タを記載するという作業に腰を据えることができず、研究に向かないと思いました。
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実は大学 4 年までは、研究者にインタビューするこういう「科学記者」やテレビ
科学番組の制作に関心がありました。しかし、就職試験に次々失敗し、断念しまし
た。生まれて初めての大挫折でした。専攻も変更して出直すことにしました。全貌
の把握やメカニズムがどうにも気になるので地球物理に転向しました。
【亀山】それは学部のときですか。
【阿部】一度卒業して 3 年から別の専門課程に入り直すことを学士入学といってい
ましたが、私は地球物理に学士入学しました。ここで、物理数学や物理学など地理
学で足りなかったものを学ぶことができました。
　私が幸運だったのは、気候モデルの第一人者であるプリンストン大学の真鍋淑郎
先生が日本に長期滞在しており、地球物理で半年くらい講義をされた直後だったと
いうタイミングの良さです。そのときは真鍋先生に直接お会いできなかったのです
が、助手の方が卒業論文指導に使用したテキストが真鍋先生の講義録でした。私は
そのコピーをもらい、今でも活用しています。真鍋先生は日本で博士号を取得した
後 60 年代に渡米されて、20 年かけて何もない地球に、海、陸、山を入れた気候
モデルを作りました。当時日本では気象学とか海洋学という縦割りでしたが、アメ
リカではすでに気候変動論が進んでいて、真鍋先生は気候モデルのしくみ、最新の
研究を集中講義で紹介されていました。

【亀山】この出会いで、現在のご研究に進もうと決心されたのですか。
【阿部】さらにラッキーだったのは、スイス連邦工科大学の大村 纂

あつむ

先生との出会い
でした。私が大学院修士課程の 1 年生のとき、集中講義のために一時帰国されて
いた大村先生は、大陸スケールの氷河（氷床）の研究をされていて、気候モデルを
使うことを視野にいれた研究展望をもっていらっしゃいました。先生は、ゆくゆく
は気候モデルに氷床部分を埋め込める時代がくるとおっしゃっていました。私は氷
床の有無を含む環境の成り立ちを総合的に扱えるよう勉強しなければいけないと
思っていましたが、どうやるかということはわかりませんでした。運のいいことに
修士論文を書き上げたその日に担当教授のところに大村先生からお電話があり、大
村先生の研究室で研究することが決まり、スイス連邦工科大学で学位をとりました。

■長期予測に必要な大気と海洋大循環モデルの結合
【亀山】その続きをお聞かせください。
【阿部】スイスで氷床を扱うモデルができました。学術振興会の特別研究員 PD（大
学院博士課程修了者）として帰国したときは東京大学に気候システム研究センター

（現大気海洋研究所）ができており、大気の状態について大気大循環モデルを用い
て調べることが可能になりました。気候システム研究センターと国立環境研究所（以
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下、国環研）が大気と海洋の大循環モデルの共同研究を始めることになり、私は幸
いにも助手として採用され、大気と海洋の大循環モデルを結合する業務に携わるこ
とになりました。それまでの大気大循環モデルでは、海洋の海面水温を境界条件に
して大気を走らせていました。天気予報のような気象や短期の気候の予測では、海
面水温を固定した状態、あるいは少しその状況を変えて大気の応答を調べれば十分
いろいろなことがわかりますが、長期のことになりますと、大気と海洋が相互に関
係してきますから、エネルギー、運動量、水の交換で決まることを計算しなければ
なりません。熱帯から中緯度のエルニーニョに関する研究でしたら海氷は必要あり
ませんが、地球温暖化予測あるいは長期の気候予測となると海氷のパーツが必要に
なってきます。ですから海氷を入れることが最初の仕事でした。また、陸上の水の
収支を海に渡すのも重要です。陸水の収支を研究していた人たちに協力していただ
き、河川のモデルを大循環モデルに組み込みました。私が助手になった 1995 年か
ら気候変動に関する政府間パネル（IPCC、p63 豆知識参照）第 3 次評価報告書（TAR）
に向けたモデルの開発を行い、さらに二酸化炭素（CO2）倍増などの最初の温暖化
実験を実行し、データを IPCC 執筆陣に送りました。2001 年に公表された TAR で、
国環研と東京大学が共同で IPCC に貢献した最初のモデルが引用されました。

【亀山】お話をお聞きしていると、学部の頃から迷うことなく進まれてきたようで
すね。

【阿部】迷っているうちに幸運が訪れたのだと思います。真鍋先生、大村先生との
出会い、そして大気海洋結合モデルの作成というチャンスに恵まれました。

【亀山】大気海洋結合モデルの作成過程を説明してくださいましたが、モデルに組
み込むべき項目は非常に詳細かつ複雑です。できるわけはないと思ったりしません
でしたか。

【阿部】周りにすばらしい人がいて、私はいろいろと教えていただき完成しました。
失敗もあります。ようやくプログラムが正常に走って、「やった！」と最初に結合
できたと思ったら、黒潮が反時計回りになってしまいました。大気から海洋に風の
情報を与えるときに、高緯度では偏西風、赤道では貿易風なのに符号を逆にして（反
対方向に回して）しまっていたのです！

■補助輪なしで走るモデルを
【亀山】真鍋先生の講義録から学ばれたとき、日米の研究の進捗状況に差があった
とおっしゃっていましたが、学位を取得し、気候システム研究センターに移られた
ときにはその差は縮まってきたと感じられましたか。

【阿部】圧倒的な違いは、アメリカでは先人が 20 年かけて作った大気海洋結合大
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循環モデルがすでにあったということです。私のような失敗を 20 年前に経験して
いるわけです。アメリカで同世代の若い人たちは完成されたモデルを使って研究を
進めていたのに、私たちはモデルを作っている段階でした。追いつかなければいけ
ないというプレッシャーを常に感じながら、IPCC TAR に出せるよう温暖化実験を
進めていました。ところで、温暖化予測を行う以前に、温暖化が起きない状態の気
候が長期に安定するのを確認する必要があります。わずかな誤差が、長期で計算し
ている間に少しずつ蓄積し、最終的に表面気温や海水温に大きな誤差が出てきます。
補助輪がなくても自転車が走ればいいのですが、TAR の頃は最先端の真鍋先生の
モデルでもイギリスのモデルでも補助輪をつけないと走れないものでした。フラッ
クスアジャストメント（注 1）と呼んでいますが、正しい気候が再現されるよう、
若干補正するという意味です。つまり下駄をはかせていたことになります。この下
駄は温暖化実験には影響ないと考えていましたが、第 4 次評価報告書（AR4）では
いかにして下駄をとるかが課題でした。

【亀山】2007 年に公表された AR4 ではほぼとれたといえるのですね。ところで、
温暖化について懐疑的な見方をする人たちは、モデルを使って将来予測したとき検
証はどうするのかと聞くかもしれませんね。

【阿部】そのためには一つは 20 世紀をできるだけよく再現することです。これは
国環研がご専門ですね。私が CO2 濃度を 2 倍にするなど最初のベンチマーク的な
実験を行い、それを使って江守正多さんがエアロゾルの直接効果を入れました。そ
の後、野沢徹さんが 20 世紀の実験を行い、その続きとして 100 年後の実験を一
緒に行いました。AR4 以前はこの小さなチームで世界にかなり近づけたと思って
います。

■職人芸的だが信頼感のあるチームで
【亀山】第 5 次評価報告書（AR5）に向けて、気候モデルに関してはいろいろな研
究機関が一丸となって取り組まれているのでしようか。

【阿部】TAR ではなんとかモデルを世界水準までもっていくことはできましたが、
国環研の大気部門と東京大学気候システム研究センターの数人だけで行っていまし
た。その後平成 14 年度に文部科学省の「人・自然・地球共生プロジェクト」（平
成 18 年度で終了）ができたので体制が整えられました。また、道具がやっとでき
た段階でまだ研究論文にはなっていませんでしたから、それをなんとかすることや、
日本が世界に貢献するために、地球シミュレータ（温暖化予測計算を行うスーパー
コンピュータ）上で走る高解像度のモデルを作るというプロジェクトを協力して進
めていくことになりました。
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【亀山】現在は研究も欧米に追いついたと言ってよろしいでしょうか。
【阿部】そう思います。一つには大気海洋大循環モデルがさまざまな研究用として
使われるようになったこと。もう一つにはさらに別コンポーネントのモデルと合わ
せて使う「合わせ技」で先行する部分もできてきました。エアロゾルモデルや化学
モデル、炭素循環モデル、手前みそですが、自分たちの氷床モデルもそうです。大
村先生の言われていた「大循環モデルと氷床モデルを組み合わせる時代」は日本で
先行できることになりました。ただ、まだ欧米と比較すると層が薄いですが。日本
は研究者自身がセットアップまで行っていますが、欧米では数値実験をするための
サポーティングスタッフが充実しています。日本でも加速器など昔から実験装置と
して認められ国家のプロジェクトになっているものには、専門職としてのスタッフ
がいてきちんとした職業として認められています。ところが数値実験については、
コンピュータを作るところまでは理解が得られるのですが、数値実験を走らせたり
開発したりするということに人手がいるという理解がありません。

【亀山】逆に日本のオリジナリティはありますか。
【阿部】携わる人数が少ない分、異分野の人とも話ができいいチームワークで作業
できます。職人芸的ですが、信頼感がとても大きいです。

■原点に戻る
【亀山】チームの中でご自分は今後どういう研究を進めていきたいと思っています
か。

【阿部】私自身はモデルの技術開発は残念ながらからっきし得意ではなく、周りの
人たちのお陰で気候モデルを使った研究をさせてもらっています。私の役割はユ
ニークな発想をすることで、「おっ、気候モデルがあるとこんなことまでわかるん
だね！」と楽しんでもらえる研究をしていくことを心がけています。今後はもとも
と興味があった気候モデルを使った長期的な予測をしたいと思っています。予測
される 2 ～ 4℃の気温上昇は 20 世紀には実現していませんから、観測の整ってい
る過去 100 年よりもっと長期、あるいは違った世界で検証しなければいけません。
このため、一番最近 3℃以上の変化があった 2 万年前の氷河期まで遡らなければな
りません。それは寒い時期だったので合わないという人もいますが、データは豊富
なので、出発点として集中的に取り組みました。さらにもっと温かい時代、近過去
1000 年やうんと古い時代も取り組み始めています。古気候のデータでモデルを検
証するのは、古いデータの役割の一つです。

【亀山】学部の学生だった頃の素朴な疑問点に戻られたわけですね。
【阿部】ようやく戻ってきたという感じでした。将来のグリーンランドや南極の氷
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河の予測について、IPCC では過小評価していたともいわれていますが、過去や現
状を理解し、よりよい予測に近づけるような研究につなげていくことです。

【亀山】阿部先生は古気候モデリングの研究者の筆頭になられているのですね。と
ころで、古気候の研究者はどういう分野の人が多いのでしょうか。

【阿部】フィールドで化石を見ているような地質学を専門にする人が最も多いです
ね。モデラーはいわば新参者です。モデルを使って古気候の研究をするというのは
まだあまりないと思います。ですから、モデルとフィールドのデータが相補的な役
割を果たしていると言ってもらえるようないい研究をしていくことが大切です。な
かなかいい実験結果だと言っていただけるようになってきました。

【亀山】モデル開発者にとっても地質側のデータが検証として必要ですね。
【阿部】答え合わせは重要です。一方地質学者たちはすべての場所で調査できるわ
けではありませんから、限定されたデータしか得られません。ですから私たちのモ
デルを参照しながら研究するのが今後楽しくなってくれるといいと思っています。
さらに答え合わせに留まらず、環境がどういう要因でどう変化するか、状況に応じ
て変わることなどどういう内的・外的要因が働いたかを整理するのが数値「実験」
の醍醐味です。古気候データとモデルで過去も将来も統一的に気候システムのメカ
ニズムの深い理解を目指してゆきたいのです。

■若い学生に：自分の思いを大切に
【亀山】最後に、どういう研究者を目指したらいいかなど若い学生さんたちにメッ
セージをお願いいたします。

【阿部】若い人たちには研究室も日本も飛び出して、どんどん活躍していただきた
いですし、私も応援していきたいですね。私自身がそうだったように、迷うことも
あると思いますがやってみてほしいです。リスクやためらいを感じても、やりたい
ことが見つかったらどんどん進んでいただきたいです。また自問自答することから
逃げないでほしいですし、自分の思いや原動力を大切にしてほしいと思います。

【亀山】現在研究室に大学院生は何人くらいいますか。
【阿部】修士生だけ 5 人と、少ないです。最近は修士課程を修了して研究の世界に
残らない人が多いです。これまで直接指導した博士学生は 5 人いましたが、この 5
年くらいは博士課程の学生がおりません。これは社会的な状況とも大いに関係があ
るかと思います。また研究者の魅力を私たちが伝え切れていないのかもしれません。
本当の研究の面白さを博士課程で経験してほしいです。

【亀山】最近ポスドクの就職難ということを耳にします。
【阿部】確かに私が学生の頃と違っています。私は常勤だった時代に助手になりま
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したから幸運でした。国立の研究機関でも常勤が普通でしたが、そのあと任期制に
なりましたから、現在の学生さんたちは厳しいと思います。一方よくなっていると
ころもあります。私たちの頃は研究の先が読めませんでしたし前例となる研究者が
いなかったのですが、今は前例もあり、外国の情報もたくさん入ってきます。海外
の研究機関で研究を続ける可能性も広がっています。

【亀山】国環研でもポスドクの人たちなどは将来に不安をもっています。一方でチャ
ンスも増えていますね。

【阿部】キャリアパスはたくさんあっていいと思います。日本では少し遅れていま
すが、外国では企業や官庁が博士卒業の人やかなり研究経験のある人を政府高官な
どとして採用しています。理科系の人が経済の分野のトップにつくことも珍しくあ
りません。その人たちのキャリアパスを見ると決してその時代の典型的なものでは
ないでしょうから、草分けとして参考になると思います。日本でも教員やマスコミ
など中途採用しています。研究をしてきた人を採用したい分野がもっと現れるで
しょう。私はスイスで博士課程の勉強をしましたが、そのとき驚いたのは、欧米で
はキャリアのブランクや年齢を気にしなくていいということでした。学業を一時中

断してボランティアをしたり、世界一周
旅行したり、異分野・異業種を渡り歩い
たりという人たちにたくさん出会いまし
た。是非海外と交流したりいろいろな状
況を知って、ご自分が前例を作って後輩
を元気づけていただきたいと思います。

【亀山】おっしゃるとおりですね。今日
はありがとうございました。

（注 1）フラックスアジャストメント：大気と海洋の間の熱や水の交換においてモデル

の系統的誤差分布を打ち消すため、人工的な補正項を加えること。
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　スイスの大学院生であった 1991 年夏に、大村先生から欧州のプロ

ジェクトに派遣されて、2 カ月近くグリーンランドの頂上付近で過ご

しました。大村先生のキャンプがある標高 1200m の地点と、氷床コ

ア掘削を行っていた頂上キャンプがある 3100m の地点で同時にラジ

オゾンデの放球や放射観測などしつつ、今ある氷床の存在の意味や過去から将来に思

いを馳せていました。今の研究はモデリング一色ですが、それは手法開発や体制作り

などに時間がかかりまったく観測ができなかったからです。できたら両方をバランス

よくして、自然を現地で見たり、理論

を組み立てたりしながら数値計算・数

値実験を重ねる、というのが本来はよ

いのだと思っています。せめて、観測

（気候や氷床の現在の状態や過去の状態

についての情報を知るための広い意味）

の方々の話をいろいろ聞いて、自分の自

然に対する感覚や、最初の頃に抱いた

疑問を忘れないよう、と思っています。
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インタビュアー  三枝 信子
　専門分野：気象学・生態学

山中 康裕山中 康裕
北海道大学大学院 地球環境科学研究院 教授
専門分野：海洋物質循環モデリング

YAMANAKA   yasuhiro
さん

趣味など
  海外での美術館・街中彫刻巡りが趣味。それらは何を訴えたいの
  か、どうしてそう感じるのかを思索することが、小さな幸せなひと
  とき。 また、空をいつも見上げ、大気光学現象を見つけては撮影。

北海道環境審議会委員などを務めている。
著書として「北海道からみる地球温暖化」(共著・岩波ブックレット)
などがある。

―何かやってみよう、
　　隣の人と話してみよう―

大学と社会が
次世代の
人材を育てる
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＊このインタビューは 2011

年4月15日に行われました。

■原点は「西暦 2000 年の
地球」

【三枝】山中さんは、研究
者としての活動を始められ
たころから、海洋と大気、
地球科学と生態学といっ
た、異なる分野の知識や手
法をつなぐことにより、新
しい研究分野を開拓してこ
られたように思います。最近は、市民の視点から環境問題を解釈し行動するという課
題に正面から取り組むため、グローバル COE プログラム（注 1）や新しい大学院のコー
スで元気いっぱいの企画を次々と実現されています。このような多彩な研究をどのよ
うな経緯で展開してこられたのか、まずは研究者になった動機からお聞かせください。
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【山中】高校生のとき「西暦 2000 年の地球」（1980 年に出版された米国政府特別
調査報告書。2000 年の地球の人口・資源・食糧・環境を予測）を読んだことが私
の転機でした。私はコンピュータが好きで、プログラミングを中学 3 年生から始
めました。「西暦 2000 年の地球」を読んで、コンピュータでこんなことができる
のかと思い、プログラミングにのめりこみました。東京大学の大学院では、コン
ピュータという強い武器をもっていたのと故杉ノ原伸夫先生の弟子になりたかった
ので、海洋学の研究室に入りました。よく学生に、専攻を選ぶときに大事な要素は
三つあると話しています。それは、①その分野が好きである、②研究手法が得意で
ある、③先生が好きである、ということです。そのうち二つが叶えば何とかやって
いけます。好きな分野を勉強して先生と相性がよく、研究がだんだん得意になる人
はたくさんいます。私は珍しいタイプでした。最初から海の研究をしたかったわけ
ではなく、研究手法が得意で好きな先生が海洋の専門家だったので海洋学に進みま
した。

【三枝】地球環境問題に取り組まれたのはいつ頃からでしょうか。
【山中】私はもともと気象が好きで、中学 3 年間で天気図を 2000 枚書きました。
気象に興味がありコンピュータが好きで、「西暦 2000 年の地球」に出会ったことは、
地球環境問題に取り組む基礎になったと思います。海洋学を勉強するうちに古い時
代の地球の気候をもっとよく知りたいと思うようになったので、Nature や Science
で過去の氷期に関する論文をよく読みました。ところが、当時発表された論文をい
くら読んでも、大気中の二酸化炭素（CO2）濃度が氷期－間氷期に何万年という時
間スケールで変動するメカニズムを理解することができませんでした。そこで、海
洋大循環モデルを開発し、それに地球生物化学過程を組み込んだ海洋物質循環モデ
ルを日本で初めて開発し、博士論文を書きました。北海道大学に移ってからは、プ
ランクトンのはたらきを詳しく表す海洋生態系のモデル開発も行いました。海洋表
層では植物プランクトンが光合成をして大気中の CO2 を吸収し、増殖したプラン
クトンが魚などに食われ、死骸や排泄物として海の深いところへ落ちていきますが、
生物がつくりだすこうした物質の循環が地球の気候を調節するうえで大きな役割を
果たしているからです。氷期・間氷期の大気中 CO2 濃度の変動に海の生物が関係
しているのではないかという問題にも取り組みました。陸上植物の光合成活動が低
下するはずの氷期に大気中 CO2 濃度が下がるのは、プランクトンの種構成が変わっ
て海が CO2 を効率よく吸収するためかもしれないと思い、プランクトンの種の違
いをも考慮した海洋生態系モデルを開発しました。

【三枝】古い時代の気候を再現するために、海洋炭素循環や生態系のしくみを正確
に表すことのできる数値計算モデルが必要だったわけですね。
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【山中】過去の地球や将来の地球をただ「見たい」のです。数値計算を行うだけでなく、
できればビジュアル化して、テレビ番組や百科事典のように、見てわかるものを作
りたいと思っています。ただ、ちゃんと見るためには、メカニズムもちゃんと知っ
ておく必要があるとも思います。

【三枝】これまでにわかっていること、そして山中さんご自身の知識の集合体で何
かを表現したいということですね。

【山中】単純にいえば、計算機の上で動く数値モデルです。気候モデルはすべてのパー
ツが正しく動いて初めて全体が走ります。個々の過程を表すモデルをよく研究して
初めて気候モデルに組み込めます。それが古気候の再現や温暖化予測などの目的で
使われ、統合化された知識を生み出すと非常に嬉しいですね。

■科学技術コミュニケーターを目指したのは
【三枝】北海道大学グローバル COE プログラム拠点リーダーとして、現在は地球環
境研究のみならず、実際に社会で活動できる人材育成にも取り組んでおられます。
そのきっかけは？

【山中】高校生のとき将来なりたいと思ったものが二つありました。一つ目は、「西
暦 2000 年の地球」の影響を受けてめざした地球科学者でした。二つ目は、例えば
青年海外協力隊などに入って地球環境のために現場で活動することでした。二つ目
は実現しませんでしたが、その気持ちはずっともち続けていました。一つ目の希望
をかなえて研究者となり、地球環境問題について講演したりいろいろな人と話した
りするうちに、地球科学の専門家であると同時に、北海道大学環境科学院の目的で
もある「環境問題解決に取り組む人材育成」を実践したいと考えるようになりまし
た。ちょうどそのころグローバル COE の拠点リーダーになったこともあり、北海
道で “Think globally, act locally” を目指す活動を始めました。それが 3 ～ 4 年前の
ことです。高校生の頃からもち続けてきた夢を再び追う、遅れてやってきた青春が
始まったわけです。

【三枝】研究で地球温暖化問題など何かを科学的に解明することと、問題解決のた
めに行動することの間には大きなギャップがあると思いますが、それをどのように
埋めてこられたのでしょうか。

【山中】きっかけとして一番印象に残っているのが 2004 年の NHK スペシャル「海」
を小中学生向けに直した NHK ジュニアスペシャルという特集です。NHK のディレ
クターから、海洋について自然科学的に解説する番組の最後に、小中学生の人たち
に「いま自分たちは何をすればいいのか？」ということを語ってほしいと言われま
した。海や地球温暖化の話から、いきなり節電して下さいという話に入るのはあま
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りにもギャップが大きいと当時の私は躊躇しましたが、それでも入れてほしいと言
われました。その頃から、自分たちが何をすればいいのかを考え始めました。国立
環境研究所が進めている低炭素社会を目指す取り組みについても、いろいろと勉強
しました。現在、私の講義や講演で温暖化がテーマのときには、話の 6 割くらい
はどうすれば温室効果ガスの排出を削減できるかということをお話しするようにし
ています。

【三枝】山中さんの名刺には、肩書きが「科学技術コミュニケーター」と書かれて
います。

【山中】北海道大学には科学技術コミュニケーター養成ユニットがあります。そこ
に私は社会人入学して、学生としてコースを受講したのです。そのユニットと連携
したかったからです。学生になってまで飛び込んだメリットは大いにありました。
そのときの先生が、私のもとでスタッフとして環境プロジェクトコーディネーター
プログラム「EPoCH」（p30 コラム参照）を担当してもらっています。

【三枝】山中さんは以前から大気と海洋を結合したモデルを走らせるなど、コーディ
ネートが非常にお得意でした。今回は環境科学院とコミュニケーターのグループを
結びつけたのですね。

■アーティストのような価値観
【三枝】ご自身は海洋生態系・物質循環の研究を世界最先端で行いながら、後進の
研究者を養成し、その一方で今までにない実践的な環境科学を創出しようとされて
います。どうやって時間をつくるのですか。

【山中】北海道大学で海洋生態系のモデリングを行う私のグループは、たとえ私自
身がモデリングをやらなくなっても継続していくと思います。東京大学気候シス
テム研究センター（CCSR）（現大気海洋研究所）やその周辺から、江守正多さんな
ど素晴らしい人がでました。私が根幹を作った CCSR の大気海洋結合モデルは気
候変動に関する政府間パネル（IPCC、p63 豆知識参照）第 3 次評価報告書（TAR、
2001 年公表）で使われて日の目をみましたが、私自身はその時すでに他のことを
手がけていましたから、CCSR の気候モデルの最初の version を作ったのが私だと
いうことを知っている人はあまりいないでしょう。私が最も誇りに思うのは、私た
ちが開発した海洋大循環モデルを利用した研究で、これまで 8 人くらいが博士論
文を書き学位を取得したことです。

【三枝】研究者は何かを探求してそれがわかったときが一番面白いという話をよく
聞きますが、山中さんはそれだけではないのですね。

【山中】私は教育者として人を育てる方が好きです。
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【三枝】ご自分が作られたものが軌道に乗り、人が育ち始めると、その人たちを信
頼して自分は次の課題に取り組めるということですね。

【山中】そこで私の役割が終わるということです。組織を作り、組織が軌道にのる
と私は別の分野に飛び込んでいきます。

【三枝】自分がプロとしてカバーできる専門領域を徐々に広げていく方法ではなく、
例えば科学技術コミュニケーター養成ユニットに社会人入学された時など、ギャッ
プの向こう側へ飛び込んでいく方法をとられるとき、その原動力は？

【山中】見てみたいという強い気持ちが働きます。自己満足かもしれません。アーティ
ストと同じです。研究者として正当な評価を得るために必要なことはしてきたとい
うプロ意識も強いですが、それを除けば仮に大学や社会から評価されなくても、自
分の中で価値を見いだせればそれでいいわけです。

■ 2050 年の世界は、日本は、北海道は？
【三枝】アーティストとしての山中さんが、今最も高い価値を感じることは何ですか。
【山中】2050 年の世界や日本、北海道がどうなっているかに興味があります。最
初は学問として進める必要はないと思っています。人々が 40 年後をどう考えてい
るかということをテーマにしたワークショップを開きたいと思っています。学者が
将来の気候や社会について学問的に研究した結果については参考意見として聞きま
す。それによって一般の人がどう反応するか、どんなふうに心が動くかということ
を題材にしたワークショップを開きたいです。

【三枝】40 年後の世界について、人々とコミュニケーションしながら考えていきた
いのですね。

【山中】まだ 1 年程度ですが、私が今一番情熱を燃やしているテーマです。グロー
バル COE のコンセプトの一つで、リーダーになった頃から考えていました。次世
代の若者を大学と社会がともにつくるのです。社会にとけ込む大学ということで、
垣根はありません。そのためには、社会で働いている人が瞬発力を発揮し、大学の
先生より迫力のある講義をしてもらうなど、そういうことをデザインしています。

■北海道で進める “Think globally, act locally”
【三枝】環境プロジェクトコーディネータープログラム「EPoCH」について教えて
ください。

【山中】地球温暖化防止のためには、2050 年に温室効果ガスの排出量を世界で半減、
日本は 80％削減が不可欠です。他方、少子高齢化や過疎化などの地域の問題が山
積しています。未来の北海道で活躍できる人を育てたい、地球規模の問題と地域の
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課題を結びつけて解決策を見いだし、社会を変えられる人を育てたいとの想いから、
北海道大学大学院環境科学院に実践環境科学コースを立ち上げました。大学院の新
しいコースです。学術論文を書くことが目的のコースではなく、社会に何かいいこ
とを生み出そうという提案型インターンシップで、自分たちの企画を企業や環境団
体に提案して進めていくものです。

【三枝】いつから始めたのですか。
【山中】グローバル COE で地球温暖化防止活動推進員や環境省の環境パートナー
シップオフィス（EPO：持続可能な社会を実現するため、市民・NPO・企業・行政
などによる取り組みをコーディネート）で活動していた人や日本気象協会で天気予
報の責任者をやっていた人に北海道大学に移ってもらい、活動を始めました。当初
は修士論文に取り組む前の大学院生に EPoCH にも参加してもらうという形でした
が、EPoCH 自体で修士論文も書くという人も現れました。初年度（2010 年度）に
実施した取り組みの一例として、生産者と消費者をつなぐ自転車行商「ちゃり DE
マルシェ」では、生産者（農家）から野菜を仕入れ、それを自転車行商により消費
者に対面販売で届け、その時に得られた消費者の声を農家にフィードバックしまし
た。その結果、地元の野菜を並べて消費者に買ってもらうという単一方向の物流で
はなく、双方向のコミュニケーションを生み出しました。また、「トマム雲の学校」
では、元は北海道のスキーリゾートとして開発されたトマムの高原で、雲が湧いて
は消える本物の情景を目の前で見て体験しながら、雲のしくみや自然科学の基本を
学ぶことのできる新たな観光プログラムを創出しました。このように、今は海洋学
からは少し離れていますが、北海道で “Think globally, act locally” を体現する実践
的環境科学の活動を進めたいと思っています。

【三枝】地球環境分野の研究者、教育者、大学はどうあったらいいと思いますか。
【山中】学者にも多様性が重要です。多様性のなかに信頼ある分業体制を作ること
が望ましいです。専門家もいなければなりませんから、最先端の研究をする人はマ
ネジメントをする必要はなく、世界の最先端の人々と戦ってほしいです。しかし私
たちのようなタイプも、もう少し増えて全体の 2 割くらいになってくれたらと思
います。社会や市民と一緒に普通の生活のなかで科学をどう活かすかを追求するの
は、アウトリーチや応用、社会貢献などと呼ばず、それを専門とするというプロ意
識をもってやるのがいいです。そういう人がきちんと評価される時代がきてほしい
と思います。だんだんそういう時代になってくると思います。

■何かやってみよう、隣の人と話してみよう
【三枝】このニュースの読者には、環境のために何かしたいと考えている方が多い
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と思いますが、山中さんのように精力的に活動できる方ばかりではありません。そ
れぞれの状況に応じてなかなか越えられない壁をもっていると思います。そんな人
たちに何かメッセージをお願いいたします。

【山中】とにかく何かやってみましょう。それと同時に隣の人と話してみましょう。
コミュニケーションは重要です。私がグローバル COE を始めたのは、ポスドクの
就職問題などの解決策を提示したいと思ったことも一因です。大学院の学生に単純
に苦労しろというつもりはありません。大変な仕事の対価として何か楽しいもの、
面白いものが必ずあるはずです。ですから、面白いものを失わないようにしてほし
いです。何か楽しいことをやろうという発想が必要です。地球温暖化問題について
も同様です。地球サミット（1992 年リオ・デ・ジャネイロで開催）で国連気候変
動枠組条約が採択され、もうすぐ 20 年になります。その間なにもしなかったので

はなく、20 年間で CO2 の排出抑制が重
要と認識され、炭素税の議論や排出量取
引に発展しました。人類はこれだけのこ
とをやってきたのですから、未来は明る
いですよ。

【三枝】重厚なプロ意識と同時に、次の
世代を育てることに対する前向きな確信
を感じました。今日はありがとうござい
ました。

（注 1）グローバル COE プログラム：平成 14 年度から文部科学省において開始された

「21 世紀 COE プログラム」の評価・検証を踏まえ、その基本的な考え方を継承しつ

つ、わが国の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、国際的に卓越した研究基盤

の下で世界をリードする創造的な人材育成を図るため、国際的に卓越した教育研究拠

点の形成を重点的に支援し、もって、国際競争力のある大学づくりを推進することを

目的とする事業。全学問分野で 140 拠点採択されている（日本学術振興会ホームペー

ジから引用）。
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PractiSE その後

　自転車タクシーは、1000 人を超えるお客様を乗せた結果、当初考

えていた低炭素社会というよりも、スローライフ・バリアフリー社会

の乗り物であることがわかりました。いま、太陽光パネルで蓄電する

低炭素社会の乗り物を目指して、電動カートも北海道大学構内で走行しています。ま

た、トマムの冬に、世界各地から訪れるお客様自身が綺麗な雪の結晶を採取して光硬

化樹脂で固めて持ち帰ることができる

体験「雪の結晶ストラップ」（写真）を

生み出しました。占冠村の小学生がそれ

を体験する「雪の学校」は、地元の誇

りを創出する活動として、占冠村も加

わった産学官連携に発展しました。い

ま、学生一人に活動一つとして展開され

ているところです。
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環境プロジェクトコーディネーター
プログラム「EPoCH」

　「学びながら社会に貢献する」北海道大学大学院環境科学院の実践環境科学コース
PractiSE は、三つのプログラムから構成されています。その一つである環境プロジェクト
コーディネータープログラム EPoCH は、環境に関する自治体・企業・NPO の実務者によ
るワークショップ型の講義や、文章、ウェブサイトの企画設計、情報デザイン、メールやソー
シャルメディアを使ったチームコミュニケーション、タスク管理などの技術を学び、提案
型インターンシップを行うものです。初年度（2010 年度）の取り組みは下記のとおり。
生産者と消費者をつなぐ自転車行商！「ちゃり DE マルシェ」

　消費者と生産者との距離を縮めるべく自転車を用いた「行
商」を行い、生産者と消費者の声をダイレクトに伝えるメッ
センジャーとなることを目的としました。JA 石狩の協力を
得て行った今回の取り組みを報告会で農家に発表し、消費
者の声を伝えることができました。さらに高齢者など買い

  　　　物難民の問題解決策にもなったようです。
環境にやさしいおもてなし　自転車タクシー DE おしゃべり＆ ECO

　環境にやさしい交通手段として注目されているベロ（自
転車）タクシーを道内の NPO から借り入れ、北海道大学内
外で走らせることにより、北海道大学の環境への取り組み
をアピールしつつ、紅葉したキャンパス内をゆっくりとご
案内しました。ゆったりとした時間を通して、サステナブ
ルな社会について多くの人に考えてもらうことができました。

地産地育！新たな観光プログラムの開発　トマム 雲の学校
　㈱星野リゾート・トマムとの産学連携協定の参加型環境
教育プログラムである「トマム雲の学校」では、トマム山
に設置された標高 1,088m のテラスから雄大な雲海を見な
がら雲のでき方を説明しました。これは 1 回きりの企画で
はなく、2011 年からは観光プログラムとして活用されます。

（写真提供：北海道大学）
【参考ホームページ】

実践環境科学コースについて　http://practise.ees.hokudai.ac.jp/about.html
環境プロジェクトコーディネータープログラム「EPoCH」
　http://practise.ees.hokudai.ac.jp/epoch_practice03.html
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＊このインタビューは 2012

年4月12日に行われました。

■エアロゾルと地球温暖化
【 高 橋 】 竹 村 さ ん は、 大
気浮遊粒子状物質（エア
ロゾル）による気候シス
テムへの影響および大気
汚染の状況を地球規模で
シミュレートする数値モ
デ ル SPRINTARS（http://
sprintars.net/） を 開 発 さ
れました。まず、エアロゾルについて簡単に説明していただけますか。

【竹村】エアロゾルにはいろいろな種類・大きさがあります。種類としては自然起
源のものと人間活動から発生するものとに大別できます。自然起源のものとして代
表的なものは砂漠の砂、黄砂など土壌から出てくる粒子です。もう一つは海の波し
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ぶきでできる海塩粒子です。人間活動起源で代表的なものは硫酸塩です。化石燃料
を燃やすと二酸化硫黄など気体状のものが出てきます。それが大気中で化学反応を
起こして酸化し硫酸塩になります。硝酸系の粒子である硝酸塩や黒色炭素（ブラッ
クカーボン）もあります。大気中に微粒子が増えると大気汚染が起き、人間に影響
を与えるというイメージが一般的にはあるかと思います。四日市喘息を起こしたの
は硫酸塩エアロゾルの影響です。

【高橋】エアロゾルと気候との関係についてはいかがでしょう。
【竹村】エアロゾルが気候に及ぼす効果には主に直接効果と間接効果があります。
大気中の微粒子に太陽光が当たると、散乱・吸収が余計に起こります。そうすると
地球大気のエネルギー収支が変わってきますから、気候変動が起こります。これが
直接効果と呼ばれるものです。一方、間接効果は雲とのかかわりです。エアロゾル
は雲の核、凝結核になります。相対湿度が 100％を 0.1 ～ 1％超えれば水滴が生成
され、エアロゾルを中心に水蒸気が凝結し、雲が生成されます。エアロゾルの数、
種類が変化すると雲の性質も変わってきます。例えば雲の水の量（凝結した水蒸気
の量）が一定だとすると凝結核となるエアロゾルの数が増えた場合には、一個一個
の雲粒のサイズは小さくなります。一個一個の雲粒が小さくなると、大きいときと
比較して、雲の水の質量が同じでも断面積が増えます。断面積が広いほど太陽の光
が遮られて反射しやすくなりますから雲での反射が大きくなり、エネルギー収支が
変わってきます。これが間接効果と言われています。

【高橋】気候に関する影響としては冷却ですね。
【竹村】エアロゾルは直接効果でも間接効果でも太陽を反射しやすくなり、大気を
冷却する効果があると言われています。例外もあります。ブラックカーボンは色が
黒いので、太陽の光を吸収する効果の方が圧倒的に大きくなりますから、周囲の大
気を暖めることになります。ですから、暖めるか冷やすかは基本的に粒子の色で決
まってきます。

■大気大循環モデルをベースに開発した SPRINTARS
【高橋】竹村さんご自身は、どういうアプローチでエアロゾルと気候変動に関する
研究に取り組まれていますか。

【竹村】エアロゾルの分布については観測が最も伝統的な方法だと思いますが、直
接効果、間接効果について観測事実だけから見積もるということは難しいです。例
えば、雲の間接効果は微物理的ですが地球の気候に影響を与える現象なので、まっ
たく異なるスケールの問題を同時に観測するというのは困難なのです。そこで数値
モデルを利用した研究が必要になってきます。私は SPRINTARS という数値モデル
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を開発し、エアロゾルの分布とエアロゾルと気候の関係をシミュレーションしてい
ます。

【高橋】SPRINTARS は基礎的なものからご自身で開発し、それを次第に改良・拡張
させてきたのでしょうか。

【竹村】開発当初、エアロゾルの大気中の輸送過程と気候影響を同時に計算する数
値モデルはまったくありませんでした。東京大学、海洋研究開発機構、国立環境研
究所が共同開発した大気大循環モデル（GCM）がありましたから、それをベース
にしてエアロゾルの輸送過程や気候影響をその上で組み立てました。

【高橋】SPRINTARS の開発・改良は単独作業ですかそれともチーム作業ですか。
【竹村】1997 年に修士課程 1 年で東京大学気候システム研究センター（当時）に
入学したときに、現在同じ九州大学にいる岡本創さんが研究員でいました。その方
が中心になり、私が入学する少し前からダスト（土壌粒子）の全球規模の分布のシ
ミュレーションを進めていました。もともと研究室にバックグラウンドがあったの
と、指導教官から、ブラックカーボンなど炭素性の粒子が世界的にホットトピック
になっているので地球規模の分布をシミュレーションできるようなモデルを作る方
がいいと言われました。岡本さんは 1 年後所属が変わってしまいましたから、エ
アロゾルの数値モデルを開発するのは私一人になってしまいました。その後、硫酸
塩のエアロゾル、海塩のエアロゾルを付け加えて、対流圏の主要なエアロゾルをす
べてカバーできる数値モデルを開発できました。最初は大気中の分布をシミュレー
ションするだけでしたが、博士課程に入ってからはエアロゾルの気候影響（直接効
果・間接効果など）について取り組みました。

■観測技術とモデルの進化が不確実性を小さくする
【高橋】国内で同種のモデルの開発に取り組まれている人は研究開始時点ではいな
かったわけですが、国際的にみるとどうですか。

【竹村】個別のエアロゾルにターゲットを絞った地球規模の分布をシミュレーショ
ンするモデルは過去にいくつかありましたが、大気中のすべてのエアロゾルを混合
したモデルというのは世界でもありませんでした。私が 2000 年に出した混合状態
のシミュレーション結果を示した論文が最初です。

【高橋】対象が全球ですから、研究当初から海外の研究者と議論する機会があった
と思います。

【竹村】2002 年に同じような数値モデルを作っている世界中の研究機関の人が集
まって、相互比較プロジェクト（AeroCom）を立ち上げました。私は最初から参
加しています。そういう活動が、気候変動に関する政府間パネル（IPCC、p63 豆
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知識参照）第 4 次評価報告書（AR4）のエアロゾルの気候影響評価の主導的役割を
果たしました。

【高橋】SPRINTARS については、1997 年開発開始から研究のホットトピックに大
きな変化がありましたか。また、今まさに取り組んでおられる、あるいは今後取り
組みたいと考えておられる研究課題の中で、特に力点を置かれているのはどのよう
な課題でしょうか。

【竹村】開発当初は地球規模でエアロゾルがどう分布しているかという観測自体が
ほとんどありませんでした。当時人工衛星 NOAA/AVHRR を利用してエアロゾル分
布が把握できるようになった頃でした。リモートセンシングは広域を画一的に観測
できるというメリットがありますが、エアロゾルの種類別に観測できるわけではな
く、混合された状態を観測します。対流圏の主要なエアロゾルを混合してシミュレー
ションし、リモートセンシングによる観測を検証材料として利用するのは非常に意
味のあることでした。

【高橋】個別のものを単純に足し合わせても混合したものと同じにはならないから
ですね。

【竹村】そのとおりです。現在はモデルの検証材料として使う観測データの量も衛
星の数も増えました。地上観測の観測網も増えてきました。また、新しい技術とし
ては能動型センサ（ライダー）ができ、受動型センサではエアロゾルの水平分布し
か情報を得られなかったのが、鉛直分布も測れるようになりました。ここ 10 年で
観測側もモデル側もどんどん精緻化しています。

【高橋】観測研究の人たちとモデル研究の人たちとの共同作業ですね。
【竹村】観測にも不確実性が当然あります。誤差が出てきます。モデル側はそうい
うことをきちんと理解していなければなりません。ですから相互に交流して共同作
業していかなければなりません。また国内のコミュニティだけではなく海外のコ
ミュニティとも連絡をとりながら進めなければなりません。AeroCom は観測の人
たちも加わっていますから、そこで観測と総合的につきあわせができています。

■天文学から気象学を職業に
【高橋】研究者を志したきっかけをお聞かせください。
【竹村】もともとは天文に興味があり天文を研究したかったのです。小学校 4、5
年生のときに理科の授業で星を勉強しました。名古屋のプラネタリウムに連れて
行ってもらったり、担任の先生がご自宅に呼んでくれて星の観察をさせてくれたり
しました。それでとても興味をもちました。今でも私の趣味です。中学生か高校の
初め頃にはすでに研究者になりたいという気持ちはあり、大学に入った当初は天文
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で何か研究ができないかと思っていましたが、研究職に就くという面では、天文学
は狭き門であることがわかりました。悩みましたが、自然科学には全般的に興味を
もっていたため、同じ専攻の地球惑星科学で気象学の話を聞いたらなかなか面白そ
うだと思いました。私は科学的でありながらある程度社会にも貢献したいと思って
いましたから、気象は身近な話ですし、気象が一番合うのかなというのがわかって
きました。研究室は気象学を選びました。そのときに配属になったのが大気放射や
エアロゾルの研究室でした。そこから今の研究につながっていきました。

■議論のなかから生まれる研究のアイデア
【高橋】研究の新しいアイデアは落ち着いて一人で考えている時によく浮かびます
か。それとも、共同研究者の方々とわいわいと議論する中で思いつくことが多いで
すか。

【竹村】大学院生の頃、モデルを開発しているときは、自転車通学のときやジョギ
ングの最中にいいアイデアや解決方法が浮かびました。体は動かしていても頭の中
があいている状態の時にパッと思い浮かぶことがあったのだと思います。今でも
ジョギングは続けていますが、最近はエアロゾルにかかわる研究者が増えて、研究
内容も多岐にわたるようになりましたから、いろいろな人と議論しながらアイデア
が浮かぶことが多いです。

■温暖化のリスクコミュニケーションを原子力分野でも活かしたい
【高橋】2011 年には、東日本大震災後の福島第一原発の事故に関連し、全球規模
での放射性物質の輸送に関するシミュレーション分析を速やかに実施され、事故発
生 3 カ月後にはその研究結果について整理・発表されました。研究を開始する前
から社会的に強い影響力をもつことが予想できる研究課題であったと思いますが、
その研究構想・実施・公表の過程でいろいろと頭を悩ませることもあったものと想
像します。差支えない範囲で、経緯等をお聞かせください。

【竹村】研究者になった動機として社会に貢献できるようなことをしていきたいと
いうのがありましたから、放射性物質の大気中の動きについて SPRINTARS をベー
スにして何かできるだろうと思いました。私の母が福島出身で親類が今でも福島に
住んでいますから、私にとっては比較的身近な問題だったということもあります。
大気科学の分野の研究者のなかに同じように何かしら貢献したいという人がいまし
たし、それで輪が広がりました。SPRINTARS モデルを使って福島第一原発からの
物質の輸送を 3 月 16 日から毎日予測するようにしました。有志の研究者間では情
報共有していましたが、社会的には混乱状態でしたから不確実性を含む情報を一般
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的に公開する状況ではありませんでした。私の数値モデルは地球規模のものなの
で、その空間解像度はあまり高くありません。現在動いているのは 50km 格子です。
福島県への直接の貢献としては私のモデルだけでは難しかったです。しかし離れて
いる距離ですと予測は可能です。関東地方で 3 月 20 日頃、水道水にヨウ素が含ま
れているという問題が起こりましたが、その頃に関東地方に輸送される可能性があ
ることは SPRINTARS である程度予測できたため、問題が出てくるだろうというこ
とは 2、3 日前にわかっていました。

【高橋】直感的には、日が経つと放射性物質が離れたところまで輸送されうること
は専門家ではない人でも想像したと思いますが、モデルを用いることで科学的裏付
けをもってそれを予想できたということですね。

【竹村】放射性物質がどれくらい飛散しているかという情報が当時はありませんで
したから、定量的な議論はできませんでした。それで一般に向けて情報を出すこと
が難しかったのです。定量的にはわからなくても定性的にどのような方向に輸送さ
れるかという情報はおそらく出すことができました。他の数値モデルでもいい確度
で予測はできていました。事後の検証でそれは証明されています。ですから政治的
な問題は別にして、科学的には、例えば緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシ
ステム（SPEEDI）による予測の情報は出すべきだったと思います。全球モデルを
利用したシミュレーションは外国ですでに行われていましたが、科学的に検証して
査読して論文として出したというものではありませんでした。私たちは研究者なの
で学術的情報として出すにあたっては論文としてきちんと出す方がいいと考えまし
た。そこで、震災の 1 カ月後には論文を投稿し、3 カ月後くらいに掲載されました。
今後は放射性物質に限らず、突発的な事故に対して研究者がどうアプローチし、貢
献するかなど、すぐに対応できる態勢を整えていく必要があります。講演を依頼さ
れて原子力関係の学会に参加した際には、原子力の分野では有事の対処について、
住民や社会とのコミュニケーションが十分にとれていないことを痛感しました。気
候変動の分野では地球温暖化が起こったらこういう影響が出るのでどういうふうに

動きましょうということを以前から少し
ずつ始めていましたから、地球温暖化の
リスクコミュニケーションにおける国民
との対話の手法を原子力の分野でも真似
てほしいと思いました。

【高橋】私は逆に、今回原子力の分野で
はリスクコミュニケーションについて実
践的な経験をつんだので、それを気候変
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動のリスクコミュニケーションに活かす方法があるのでは、と考えていました。

■若い人たちへ：広い視点をもってバランスのとれた研究者に
【高橋】竹村さんご自身「若手」と思いますが、さらに若い世代の研究者・学生に
対して、伝えたいことは何でしょうか。

【竹村】私が大学院生だった頃と比較して、現在は研究の内容が細分化されてきて
いるような気がします。しかし細かいところばかりみていると全体が見えなくなっ
てくるという危険性があります。特に地球温暖化など環境分野は広い視点をもたな
いと本質が見えてきませんから、専門性をもちながら広い視野をもって進めること
が大切だと思います。環境研究は社会と身近な分野なので、バランスのとれた人に
なってほしいですね。

　

　SPRINTARS を 用 い た 越

境 大 気 汚 染 や 黄 砂 の日々

の 予 測 の 結 果 を 一 般 向 け

に公開しているホームペー

ジ（http://sprintars.net/

forecastj.html）。 日 本 を 12

地域に分けて、大気汚染粒

子や黄砂の濃度が「少ない」

「やや多い」「多い」「非常に

多い」かを 4 段階で表示し

ている。基本的に毎朝情報

が更新される。
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＊このインタビューは 2012

年5月30日に行われました。

■予測のつかない展開から
炭素循環研究へ

【谷本】パトラさんは大学
院では成層圏化学・力学を
学んでおられましたが、現
在は炭素循環モデリングの
研究に従事されています
ね。何故ご自身の専門分野
を変更したのでしょうか。
転身の経緯を教えてください。

【パトラ】きっかけは就職と新たな研究への挑戦です。学位取得後、仕事を見つけ
なければならなかったのと、もっと興味のもてる仕事をしたいと思ったことです。
1997 年に博士号を取得した後、私は幸運なことに、当時ニューデリーにできたば
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かりの IBM Solution Research Center（現 IBM インド研究所）に採用されました。
仕事の内容は骨の折れるものでした。私は IBM のオンデマンドコピュータ deep 
computing machine を利用して天気予報のモデリングを担当しました。コンピュー
タに関してはプログラミングなど専門的な教育を受けていたわけではなかったの
で、天気と気候、数値モデル、労働倫理にいたるまで基本的なことを学びました。
しかし研究の面ではあまり進展はありませんでした。

【谷本】つまり、その仕事は科学ではなかったということでしょうか。
【パトラ】数値モデルを利用する天気予報は立派な科学なのです。IBM はコンピュー
タを利用した天気予報の分野では長い歴史があります。1996 年のアトランタオリ
ンピックでは天気予報を行い、どの競技をいつ行うか、ランナーにとってどのくら
いの風速のときがいいかなどを決定するお手伝いをしました。私はインドで日々の
天気を予報するモデリングを担当し、同時にモンスーンや熱帯低気圧の物理特性・
微物理について解明することが任務でした。

【谷本】でも、それはちょっとばかり退屈だった？
【パトラ】いいえ、そんなことはありません。新たな挑戦でした。当時インドでは
企業と政府が共通の科学計画に取り組むなんてことはめったになかったのです。

【谷本】IBM での仕事は、炭素循環や成層圏化学、またパトラさんのご専門の物理
学とも異なるものでしたよね。というのも、このことは約 10 年前に日本に来るこ
とを決意した経緯につながってくると思うのですが。

【パトラ】そうですね、新しい研究テーマを見つけるため、インドにとらわれない
道を探していました。そこで海洋開発研究機構（JAMSTEC）に応募したのです。
大気組成の研究プログラムということだけで、具体的にどんな研究テーマに携わる
のかまったく知りませんでした。JAMSTEC に採用され、二酸化炭素（CO2）のフォ
ワードモデルやインバースモデルに取り組むことになりましたが、それまで CO2

観測やシミュレーションの経験はまったくありませんでした。人生は予測がつかな
いものですね。2001 年から 2002 年まで、CO2 の研究分野における課題は何かを
学びました。まず、IBM で得た知識を活かし、CO2 の観測ネットワークを構築する
のにもっとも重要な地点を特定するため、ネットワークの最適化を行いました。ま
た、インバースモデルによる地上のフラックス推定における不確実性を低減するた
め、衛星センサの仕様についても研究しました。国立環境研究所（以下、国環研）
の研究者と初めて共同研究したのもこの頃です。共同研究の成果から、上部対流圏
と成層圏における CO2 分布の測定は衛星センサの開発にとって最適な方法ではな
いかもしれないということがわかりました。2003 年頃にはインバースモデルを利
用して炭素循環に関する研究を行うことを考えるようになりました。
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■メタンの年々変動の解明に向けて
【谷本】なるほど、それが、以後10年にわたる炭素循環研究の始まりだったのですね。
では次に、現在、特に力を入れて取り組んでいる研究課題はについて聞かせてもら
えますか。また、最も興味のあるテーマについても教えて下さい。研究の方向性や
位置付けなどと併せて教えてください。

【パトラ】最近興味をもっているテーマの一つはメタン（CH4）の大気化学です。
大気－海洋間における CH4 と亜酸化窒素（N2O）のフラックス観測については経験
もあります。CH4 の大気化学は確かに難しいのですが、フラックスの変動について
は、空間スケールでも時間スケールでも CO2 より理解しやすいです。あるレベル
における不確実性を取り除くのに役立つのです。CO2 フラックスは一日の中でも時
間によって放出から吸収まで変化するので、モデル計算は大変複雑になります。一
方 CH4 は主に放出しかありません。水酸ラジカル（OH）については観測データが
ほとんどないので、OH の年々変動や南北半球間の変動が CH4 にどんな影響を与え
ているかあまりわかっていません。CH4 の地表からの放出や OH の全球的な分布に
ついてはかなりよく推定することができるので、それらにすでにわかっている化学
反応と共に化学輸送モデルに組み込むことで、CH4 をシミュレーションすることが
できます。化学輸送モデルシミュレーションでの研究により、1990 年から 2007
年までの CH4 の全球的な収支と増加率の変動が、人間活動による排出の増加速度
の鈍化や、湿地やバイオマス燃焼による排出の年々変動によるものであることを明
らかにしました。

【谷本】では、OH を把握することで CH4 の排出について理解を深めることが現在
興味のあるテーマなのですね。私が以前参加したワークショップでは、大気トレー
サー輸送モデル相互比較計画（TransCom、注 1）における CH4 の研究について議
論していましたが、TransCom について少し説明していただけますか。

【パトラ】TransCom の枠組みのなかで、インバースモデルとデータ同化による
CO2 フラックスの研究はまだ続けられています。フォワード輸送モデルのエラー
は、亜大陸の CO2 フラックスを推定するときに必ず大きな障害の一つとして現れ
ます。私は CO2 以外の温室効果ガスや化学トレーサーをモデルに取り込むことで、
輸送モデルの不確実性を低減することにエネルギーを割く必要があると思います。
TransCom CH4 の相互比較実験を進めるのは良いことです。南北半球間の輸送や鉛
直輸送、OH の全球分布について制約条件を提供するために、六ふっ化硫黄（SF6）
やラドン 222（Radon-222）、メチルクロロホルム（CH3CCl3）のシミュレーショ
ンを行いました。CH4 には大気化学と炭素循環をつなぐような役割があります。私
たちの研究チームでは CH4 の排出や輸送、化学反応についてもっと研究を進めた
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いと思っています。私個人は、境界層過程や対流輸送、大規模移流輸送を扱うため
に私たちが開発したオンラインの高解像度大気化学輸送モデル（ACTM）からどん
な成果が出てくるかとても興味深く、楽しみにしています。今後 5 年間で、ACTM
を利用した研究を進め、応用範囲を拡大していきたいと考えています。

【谷本】CH4 と輸送モデルの研究が面白くなってきているということですね。
【パトラ】ええ、CH4 や N2O など CO2 以外の温室効果ガスについてきちんと学んで
からは、比較的簡単にモデリングツールを CO2 以外の温室効果ガスに応用したり、
ACTM の改良を行ったりできるようになりましたからね。

【谷本】現在、町田敏暢さんと CONTRAIL（民間航空機を利用した温室効果ガス観
測プロジェクト）の解析も進めていますよね。

【パトラ】2011 年、CONTRAIL の CO2 輸送モデルの相互比較を行いました。上部
対流圏の CO2、CH4、N2O 、SF6 について私たちのモデル結果が合っているかどう
かをチェックするため、自動大気サンプリング装置 （ASE） で採取されたデータの
解析を行っています。一つのトレーサーだけでは、モデル輸送のエラーなのか、化
学またはフラックスのエラーなのかを特定することが難しいのです。TransCom の
次の目標は、CO2、CH4、SF6 を同時にシミュレーションすることですね。

■観測とモデルのさらなる発展を
【谷本】CO2 のインバースモデルについてお聞きします。現状では、モデルと観測
の両者ともに不十分という認識なのでしょうか。

【パトラ】それは何とも言えませんね。観測もモデルもインバースモデルによって
CO2 の吸収／放出量に新たな制約条件を加えることができるよう、ちょうどよい
ペースでお互いに進展してきました。インバースモデルから CO2 フラックスにつ
いて解明されている部分もありますし、地域スケールの年々変動についてもわかっ
てきていますが、正味のフラックスについてはまだまだ議論の余地があります。観
測データだけではなく、フォワードモデルの改良やインバースモデルのシステムを
どうやって調整していくかということも進めていかなければなりません。観測はか
なり行われており、日本などいくつかの地域においては、密度の高い観測が行われ
ています。しかしモデルツールがまだ十分ではないので、モデル研究者は大陸スケー
ルでのフラックスを正確に把握できていません。インバースモデルの問題点は、わ
れわれが正しいフォワードシミュレーションを実行できていないことです。現在の
全球／地域輸送モデルでは、ほとんどの排出シグナルはノイズとなって現れます。
ですから、フォワードシミュレーションが改良されれば、シグナルとノイズを判別
することができるのです。
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■モデルの開発・改良を
【谷本】モデルもより高分解能のものが開発されるなど、日進月歩です。観測も、
航空機・衛星等が実用化されてきました。それでもまだ不十分だとすれば、より強
化すべきはモデルと観測のどちらでしょうか。

【パトラ】先ほどお話ししたように、大気中濃度と地表フラックスを評価する「輸送」
部分がどのモデルでも課題です。ですから、大気輸送フォワードモデルを改良して
いかなければなりませんし、モデルの開発や改良にもっと力を入れなければなりま
せん。陸域生態系や海洋生態系のモデル研究者に是非お願いしたいのは、陸域生態
系モデルによる CO2 フラックスの日／月平均など、実際のフラックス量について
情報を提供していただきたいということです。数キロメートルの解像度の生態系モ
デルから得られる CO2 の日変化のデータは大変重要だからです。

■国環研への期待：アジアに研究の範囲を拡大してほしい
【谷本】国環研はアジアやシベリアを含む東アジアでの地上観測や、CONTRAIL、
温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）など観測を拡大してきました。モデル研究
者の立場から、国環研の観測研究に期待するものはありますか。

【パトラ】アジアに研究の範囲を広げてほしいと思っています。知識レベル、予算
面において豊かな日本は、地理的にも社会的にもその責任があると思います。今後
数十年間、現場観測に変われるものはないでしょう。地上観測網はアジアやアフリ
カ、南アメリカまで広がっていますが、空からの観測や海洋での観測も必要です。
これらのデータ収集について、町田さんと話をしました。彼らはバングラデシュ上
空の大気サンプリングを開始しました。たった一本のフラスコですが、それを見た
ときに「バングラデシュの大気を観測するんだ！」と興奮しました。船による洋上
大気観測が定期的に行われている場所でも、CO2 の放出地域では大気サンプリング
を進めるべきだと思います。一方で、アジアにおいて、大陸や沿岸域、山岳の観測
サイトも増やさなければなりません。中国は温室効果ガス観測の国家プログラムが
すでにあります。私の知る限り、東南アジアのベトナム、ミャンマー、バングラデ
シュの間には観測サイトがありません。国環研がすぐに取り組むべきだと思います。

【谷本】地球環境研究センターでは数年前からインドネシアやボルネオで大気観測
を始めましたし、私のプロジェクトでも日本と東南アジアを結ぶ貨物船で、4 週間
間隔で通年観測を行っています。インドでの観測についてはいかがですか。

【パトラ】日本やフランス、オーストラリアの研究者が取り組んでいます。温室効
果ガスは、オーストラリアの科学産業研究機構（CSIRO）とフランスの研究者が観
測しています。CSIRO は国環研と同様、フラスコによる大気サンプリングを行って
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います。残念ながらインド独自の観測システムはまだありません。アジアは今土地
利用変化など改革が進んでいますから、アジアの研究者との共同研究で地域的な現
状把握を始めるのはいいタイミングだと思います。

■観測データを見るのは重要
【谷本】温暖化研究の分野で、今欠けていると思うこと、重要だと思うことはあり
ますか。

【パトラ】気候モデルの研究者は地球システムモデル（ESM）が CO2 の重要な部分、
つまり季節変化の振幅や気候の年々変動への応答について十分に予測ができていな
いことを認めるべきです。モデルが季節変化をうまくとらえられなかったら、どう
やって将来予測に使えるのでしょうか。気候モデルの研究者には観測サイトを見て
いただきたい、と思っています。気候モデルや炭素モデルの研究者は将来のシナリ
オについて議論しますが、十分モデルの結果を検証できるほど実際の観測データを
見ていないことがあります。地球システムのモデル研究者のなかでどれくらいの
人が自分たちのモデルシミュレーションと実際の CO2 観測結果を比較しているで
しょうか。そういう論文を見たことがありますか。私は CO2 の季節変化や年々変動、
増加速度の比較に関する論文を見たことがありません。これが、今一番欠けている
ものだと思います。

【谷本】つまり、生粋のモデル研究者は検証についてあまり重要視していないとい
うことでしょうか。

【パトラ】かつてはそういう傾向がありました。現在は少しずつ変わってきている
ので、良いことだと思います。

■国際会議は人と議論する場を提供
【谷本】2012 年 3 月にロンドンで、持続可能な地球環境と人間社会をつくること
をテーマにした国際会議「Planet under Pressure」がありました。私たちも参加し
ましたが、いかがでしたか。

【パトラ】特別印象的なことはなかったです。あの会議の問題点はあまりにもいろ
いろな人がいて、誰も人と話をする時間がなかったことです。壮大な（仮想のとも
言える）アイディアを発表した人たちがいましたが、その後彼らと会って議論する
ことができなかったのです。大きな国際会議では、いろいろな人と議論したり会話
したりできる場を提供しなければなりません。途上国は科学的な知識やデータベー
スが十分ではありません。では私たちにできることは何でしょうか。ああいう大き
な会議では、「あなたの国は CH4 や CO2 の重要な排出国です。国に帰ってこの状況
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を変えて下さい」と言うことくらいしかできません。しかしそれでいいのでしょう
か。科学的なコミュニティを構築し、データベースや知識を発展させ、それから話
し合いができるのです。私たちは途上国に資金や雇用を考慮した投資をし、正しい
発展の方向性を描いていく必要があります。ところがあの会議では科学に関する対
話はありませんでした。国内における科学の発展について話題にした人はいません
でしたし、ものごとを変える前にまず学ばなければならないことがあるということ
を誰も発言しませんでした。ですから私はあの国際会議を評価できないのです。気
候変動枠組条約締約国会議（p107 豆知識参照）がいつもうまくいかないのも同じ
ような理由かもしませんね。

■友好的な職場環境のなかでいい研究を
【谷本】最後に、ご自身の研究者キャリアを振り返って、次世代を切り拓いていく
若い研究者に伝えたいことはありますか。

【パトラ】「魅力的な研究テーマに取り組み、友好的な職場環境をつくれば、困った
ときに助けてもらえます」と、私は職場の同僚によく言っています。仕事を一緒に

するなら、同僚を理解するようにしてく
ださい。友好的で信頼関係のある環境の
なかでいい研究ができるのです。実際に
仕事をする前に、まず率直な意見交換が
必要です。それが発展し、研究のアイデ
アとして実を結びます。社会人としての
マナーを守り同僚と親しくなってくださ
い。これが私からのメッセージです。

（注 1）大気トレーサー輸送モデル相互比較計画（TransCom）: 二酸化炭素の地域的な

放出・吸収量を推定することを目的として 1994 年に開始された研究計画。



CGER-I109-2013,CGER/NIES

45

　私たちの研究グループでは、トップダウン手法とボトムアップ手法

で推定された世界のさまざまな地点の温室効果ガスフラックスの評価

を行っています。一例として、南アジアを対象に行った研究成果をご

紹介します（図）。研究には、高性能な化学輸送モデルや排出インベ

ントリ、陸域および海洋生態系モデル、観測結果、リモートセンシングデータなどを

利用しています。陸域－海洋－大気間の CO2、CH4、N2O のフラックスを推定するイ

ンバースモデルから、炭素、窒素、酸素循環をより正確に理解することができます。

研究は、国内外の大学や研究機関と協力して進めています。

南アジアにおける主要な温室効果ガスフラックスの流れ（出典：
Patra ほか（2013） Biogeosciences, 10, 513-527）
黒は推定値、灰色は将来計算する予定のフラックス成分を表す。南ア
ジアのフラックスは、大気や海洋、他の地域との間で交換が行われる。
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＊このインタビューは 2012

年7月31日に行われました。

■氷床コア採掘の目的
【高橋】川村さんが取り組
んでおられる「南極氷床コ
ア（過去に降った雪が固
まった氷の柱）分析」につ
いて、まずはその歴史など
概要をご説明ください。

【 川 村 】 南 極 大 陸 で 全 長
3000 ｍを超えて掘削され
た氷床コアは 3 本あります。まず、ロシアのボストーク基地で 1960 年代に掘削
を開始した氷床コア（最終的に 3623m に到達）により、1980 年代半ばに氷期―
間氷期（約 16 万年間）の二酸化炭素（CO2）濃度変動が明らかになり、その後 42
万年まで延長されました。日本の観測基地があるドームふじでは 2 回掘削が行われ、
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最初の 2503m の氷床コアから過去 34 万年間の温室効果ガス濃度が復元されまし
た。同時期に掘削を開始したヨーロッパ連合によるドーム C コア（3264m）からは、
約 80 万年間の温室効果ガスの復元がされています。ドームふじ基地で 2 度目に掘
削された 3035m の氷床コアからは、より高精度で 70 万年間の地球環境史を得る
計画です。また、沿岸付近のコアからは、産業革命前から現在にいたる詳細な変動
などがわかります。人為起源の放射強制力の計算にも不可欠です。氷床コアを解析
して得られた過去の温室効果ガス濃度の変動は、歴代の気候変動に関する政府間パ
ネル（IPCC、豆知識）の評価報告書にも掲載されています。

【高橋】採取の具体的な時期はいつ頃でしょうか。
【川村】ドーム C コアは 1996 年に掘り始めて、800m くらいの地点でドリルが
ひっかかってしまい止まってしまいました。1999 年から同じ場所で違う穴を表面
から掘り、最終的には岩盤付近まで掘削しました。ドームふじコアについても似た
ようなことがありました。1995 年に掘削を開始し、2500m まで進んだところで、
1997 年にドリルが引っかかって回収できなくなりました（第 1 期コア）。その後、
再び表面から掘削を行い、岩盤付近に到達して掘削を終了したのは 2007 年です（第
2 期コア）。

【高橋】深く掘るためにどんな方法や技術が必要なのでしょうか。
【川村】掘削技術は各国が相互に影響を与えながら発展してきました。氷床掘削の
ドリルは氷試料の回収を目的としているため、既製品で使えるものはありません。
掘削方法や深度によっても種類が異なり、かなり独特なものです。深いコアの掘削
は 1960 年代から行われていました。例えば、冷戦時代にアメリカ軍がグリーンラ
ンド氷床に雪面下の基地を造ったり、島を横断するようにレーダーの中継基地を設
けたりしていました。雪氷の物性や流動等の振る舞いを知る必要があり、氷床コア
もその一環で掘削されていたようです。

【高橋】氷床中の氷や含まれる気体の分析が、深いコアの掘削の主目的ではなかっ
たわけですね。

【川村】ところが、科学者のなかで先駆的な人は 1950 年代からそういう発想をもっ
ていたようです。世界各地の降水の同位体と気候との関連を調べていたデンマーク
のダンスガード（Willi Dansgaard）博士は、1954 年の論文に「グリーンランド氷
床から古い氷が採取されれば、過去の気候変動を読み取ることができるだろう」と
書いています。また、グリーンランド周辺の氷山を大きな釜の中に密封して、真空
ポンプで現在の空気を抜き取ってから融かし、そのなかのガスを取り出して放射性
炭素を測り、氷山の年代を推定しました。今となっては値自体の信頼性は低いので
すが、50 年以上も前にこういう発想があったことは驚きです。その後 10 年以上たっ



48

て、実際に氷床コアを入手したり掘削したりできるようになると、先駆者たちはさっ
そく環境復元に手をつけました。

■気温上昇と CO2 濃度の増加の密接な関係を解明
【高橋】南極氷床コア分析によって得られる科学的知見と、昨今の人為的な温室効
果ガス排出による地球温暖化問題とはどのようなかかわりがありますか。何か温暖
化問題とは別の目的での氷床コアの採取、分析が先になるのでしょうか。それとも、
人為的な地球温暖化問題が別の形で予見された後、科学的な裏付けや理解を深める
ために氷床コアの分析が行われるようになったのでしょうか。いつ頃その二つが結
びついたのでしょうか。

【川村】少なくも 1980 年代中頃にはリンクした形で議論されていました。1970
年代に、海底の堆積物に保存されていた化石の酸素の同位体を測ることで、約 10
万年周期の氷期－間氷期サイクルがあったというのはわかりましたが、それに伴う
CO2 濃度の変動はわかっていませんでした。また、1958 年に始まった直接観測に
よって大気中 CO2 濃度の増加が明らかになり、温室効果の理解もある程度進んで
いました。そこで、工業化以前からの濃度変遷の復元として、また、氷期－間氷期
サイクルがどうしてできたのかを知る一つの手がかりとして、過去の大気中の温室
効果ガスの濃度を知りたいということになりました。大気組成を大昔に遡って調べ
たいと思ったら氷床コアしかありません。ほぼ変質なく直接的に大気を閉じ込めて
いる媒体はほかにないからです。最近では氷期から間氷期に移り変わるときの温度
の分布や全球的な平均気温に関する研究も進み、最終氷期の最も寒い時期から間氷
期に入ったところまで、今から 2 万年から 1 万年前にかけての時系列データが比
較的豊富に得られています。その結果わかったのは、南極の気温の上昇と CO2 濃
度の増加は密接な関係があるということです。一方、全球的な気温上昇は、CO2 濃
度の増加に少しだけ遅れていたようです。

【高橋】CO2 濃度の増加と気温上昇は相互に作用するメカニズムですが、氷期のサ
イクルに関しては CO2 濃度の増加が気温上昇より先行しているということですね。

【川村】最近の研究成果では、直近の氷期からの温暖化に限っていえばそうなって
います。しかし、CO2 変動が氷期サイクルの根本的な原因ではないと考えています。
北半球の高緯度では、夏の日射量の減少によって氷床ができはじめると、反射率の
増大により余計に寒くなるというフィードバックが働きます。氷期サイクルの周期
を決めているのは、公転軌道や自転軸の変動による日射の地理的分布の変化が引き
起こす氷床の変動であり、CO2 はフィードバックの一つだと考えられます。また、
氷期に氷が覆っていた地域では、植生などの証拠が残っておらず、気温や氷床融解
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のタイミングを正確に知る手がかりに乏しいです。全球の平均といっても大事な部
分を見落としている可能性はあります。

【高橋】全球平均値として計算・推計された気温は過去の気候データの精度により
ますね。

【川村】気温上昇と CO2 濃度の増加については、北半球平均では、気温上昇が 700
年程度 CO2 濃度の増加より遅れており、南半球は逆に少し先んじているようです。
最新の研究では、米国大気研究センター（NCAR）の大気海洋結合モデルに氷床分
布や CO2 などのデータを入力して 2 万年分の全球気候を 2 年くらいかけて計算し、
基本的にわかっている強制力で全球の気温変化を説明できる、ということが示され
ています。

■研究立ち上げ時の困難
【高橋】実際に研究を実施する際に大変な点はどのようなことですか。
【川村】これまでの分析はすべて東北大学で行われてきましたが、国立極地研究所（以
下、極地研）が立川に移り実験室が広くなったので、分析に必要な機器を揃えられ
るようになりました。しかしそれには資金が必要ですし、分析設備を一から構築す
るには人手も必要です。技術的なところで立ち上げるのが大変で、基本的な分析環
境の整備にも数年はかかります。また、CO2 濃度だけではなく、同位体を測らない
と放出源／吸収源の分配がよくわからないので、それも測れるようにしようとか、
メタン、亜酸化窒素なども同位体を測れるようにしようとすると、ポスドクや大学
院の博士課程の学生がはりついても 2、3 年かかります。

【高橋】ほかに研究に関して大きな困難と思われるようなことはありますか。
【川村】2007 年に出した Nature の論文の続きに現在取り組んでいます。2007 年
に出した年代の範囲は 30 万年程度ですが、第 2 期のドームふじコアではその 2 倍
以上遡ることができます。2007 年の論文では、氷床コアの年代をそれまでより遙
かに正確に出しました。約 30 万年前の温暖化や CO2 増加の開始が、34 万 2000
年前なのか 33 万 5000 年前なのかというのはあまり重要ではなさそうに聞こえま
すが、氷期サイクルに関する仮説を検証したり、強制力と気候応答との関係を正し
く理解したり、結合モデルでシミュレーションしたりしようとすると、データの年
代が正しくないとうまくいきません。

【高橋】正確な年代特定はメカニズムの理解のうえでも重要ということですね。
【川村】単にいつ何が起こったかを把握すること以上の意味があります。氷期－間
氷期の周期性については理解されていますが、その根本的な原因については、特
に 2000 年代半ばくらいまでかなり意見が割れていました。有力な説として、地球
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公転軌道や自転軸の変化に伴う北半球の高緯度の日射量の変化が北半球氷床の盛衰
に影響して、それがグローバルな気候変動のきっかけになっているというミランコ
ビッチ理論があります。しかし、南極の気候変動にも 10 万年周期が見られ、CO2

濃度と変動パターンが酷似しています。このことから、南極の日射量変動によって
南大洋の気候と大気中 CO2 濃度が先に変化し、それが北半球氷床の盛衰を支配し
たとする説もあります。こういった仮説の検証は難しいのですが、例えば、変化の
タイミングを正確に押さえて日射量変動と比較できれば、一部の仮説を棄却するこ
とができます。

■氷床コアを基準に全体を一つの時間スケールで見る
【高橋】川村さんの今後の研究の展望についてお聞かせください。
【川村】今の研究の目標は、過去 7 回の氷期から間氷期への遷移期のタイミングが、
どの軌道要素と最も有意な関係にあるのかを統計的に調べることや、概念的なモデ
ルや数値モデルによるシミュレーション結果と実際の氷床コアのデータとを比較す
ることで、氷期サイクルのメカニズムに迫っていくことです。

【高橋】将来を予測するために理解しなければいけないメカニズムということです
ね。

【川村】気候モデル＋氷床モデルが将来を正しく表せるならば、過去の変動も正し
く再現できるはずです。もちろんモデルにもデータにも誤差がありますので、双方
がよくなりながら地球システム全体の挙動とメカニズムがわかっていくと思いま
す。現在の直接観測にも良い例があるでしょう。将来の長期的な予測をするには、
過去に起こった温暖期、特にデータが比較的豊富にある最終間氷期や、40 万年前
の長い間氷期、あるいは北半球に氷床がなかった時代などに目を向ける必要があり
ます。過去の海洋循環や氷床、地殻の変動やそのメカニズムを理解する目がないと、
将来も見えてきません。氷床コア以外の古環境指標も重要ですので、氷床コアの年
代を、共通のシグナルを利用して海底堆積物など他の古環境指標に移す研究も進め
ています。氷床コアを基準にして、全体を同一の時間スケールで見ることが重要に
なってくると思います。

■新しいガスの分析手法を開発
【高橋】川村さんが氷床コア分析研究に取り組むようになったきっかけは何でしょ
うか。

【川村】東北大学に入学した頃は気象学に興味をもっていたのですが、それほど魅
力を感じられなくなってきたところで、中澤高清先生の研究室に出会いました。町
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田敏暢さんが博士課程を修了されて 2 年後に修士課程に入りましたが、サンプル
として面白そうな氷床コアは町田さんがすべて分析してしまい、ほとんど残ってい
ませんでした。その中に、過去 300 年くらい遡れる南極の氷床コアがあり、CO2

の濃度と同位体のデータが取得されていましたが、過去の大気の変動を復元するた
めには、氷に空気が閉じ込められる際に起こる分別を補正する必要がありました。
私は、町田さんや諸先輩から技術的な指導を受けながら、日本ではまだ測れなかっ
た窒素分子の同位体比を測れるようにして、その補正を行いました。これが修士論
文のテーマでした。

【高橋】氷床コアは貴重なサンプルだと思いますから、扱うときにはかなり緊張し
たのではありませんか。

【川村】大気の復元に使える試料は非常に限られていました。当時東北大学には低
温室がなかったので、平日に極地研で空気を抽出して、土曜日にサンプルを新幹線
で仙台に持ち帰って日曜日に研究室で分析する、ということを繰り返しました。中
澤先生や町田さんからは、絶対に失礼のないようにと常に言われていました。「入っ
たときより帰るときの方がきれいなように」「どんなものでも人に借りるのではな
く自分で用意するように」と言われました。そういうことで信用されるということ
でしょうね。ごく希に実験に失敗することもありましたが、それで怒られた記憶は
ありませんね。

■議論から生まれる新しい研究テーマ
【高橋】東北大学で学位取得の後、スイス、アメリカなど海外の研究機関でポスド
ク研究員として研究に取り組まれました。両国での研究環境と日本の研究環境の間
で大きな違いを感じることはありますか。あるとすればどのような点でしょうか。

【川村】外国の研究機関では議論が多いですね。私が勤務していたベルン大学では、
一つの研究室に 50 人くらい研究者がいて、氷床コアや地下水に関する観測実験か
ら気候モデルや物質循環モデルまで、さまざまな専門分野があり、10 ～ 20 人が
毎日午前・午後のコーヒータイムに集まってきて議論していました。一人ひとりの
専門分野は意外に狭く、氷床コアの場合で言うと、CO2 を測っている学生が 2 人、
メタンも 2 人、別のガス担当の学生が 1 人と、5 人くらいで測っていました。一方、
私はすべてを一人で測っていましたから、同じ話題で議論できる人の数が多く、刺
激になりました。また、ベルン大学は氷床コアによる温室効果ガスの復元では老舗
で規模も大きく、ヨーロッパの中心でしたので、そこを手がかりにフランスやドイ
ツなどの研究者と知り合う機会も増えました。

【高橋】アメリカはまた違った雰囲気でしょうか。
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【川村】アメリカの場合は、規模も雰囲気もヨーロッパとは違っていました。私が
いたスクリップス海洋学研究所は、それぞれの先生は大変有名ですが、一つひとつ
の研究室は小さく、教授の他にはポスドクが 1 人、技術者が１人、学生が 2 ～ 3
人といった規模でした。日々実験に打ち込んでいましたが、指導研究者との 1 対 1
の議論は有意義でしたし、米国地球物理学連合などの大きな学会に参加する機会が
増えました。雇用財源だった科学財団が主催するワークショップでは、古環境全般
の分野で活躍する Nature や Science の常連が何十人も集まって議論をしていまし
た。それに参加し発表できたことも良かったです。何が新しくて注目されるテーマ
かということは、論文を読んで考えていてもなかなか生まれてきません。議論した
りワークショップに参加したりしていると、今何が問題で、実は自分が答えやヒン
トを与えられるなど、自分の行っていることの価値に気づくような場面がありまし
た。

■若い人たちへ：レベルの高い研究機関で学び、自ら動くと意外な展開が
【高橋】海外でのご経験を含めて、研究者を目指すより若い世代の人達へのメッセー
ジをお聞かせください。

【川村】海外に出たきっかけは、東京で開かれた第 1 期ドームふじコアの国際シン
ポジウムでした。海外の重鎮といえる研究者たちに博士論文のデータをすべて見せ
たところ、私一人で行ったということで注目され、三つの機関から声をかけていた
だきました。海外には一人ですべてを測れる人はいなかったのです。また、優秀な
頭脳が集まって活発に研究しているのですが、私の方が深く考えていることもある
とわかりました。私のように、本人が気づいていないだけで、世界で通用する人は
たくさんいると思います。研究者を目指すのでしたら、日本か海外かを問わずレベ
ルの高いところで学んでほしいと思います。私がベルン大学を選んだのも、氷床コ
アの温室効果ガス研究では一番だと、助言を求めた方々がみな言ったからです。良
いことばかりではなく、貢献が理解されずに論文著者から除外された苦い経験や、
2 回目の雇用延長を断られて必死に次を探した苦しい時期もありました（おかげで
交渉術は鍛えられました）。次の可能性があった日本とアメリカで悩みましたが、
判断基準を研究におくことに決め、窒素や希ガスによる新しい氷床コア研究で先端
を走っていたスクリップス海洋学研究所を選びました。レベルの高い環境に身を置
いて、ステップアップを 2 回できたような感じです。

【高橋】レベルが高いところで働けるかどうかが重要ということですね。
【川村】レベルの高い研究が生み出される現場を目の当たりにして自らも経験でき
るだけでなく、できた人脈のレベルも高いということもあります。ですから、少な
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くとも自分の研究分野のなかで尊敬できる人がいる機関とか優れていると思う機関
で学ぶ方がいいです。また、相手が誰でも臆することなくコンタクトをとることで
す。2006 年に Nature に投稿した原稿は、自分では大作だと思っていたので、投
稿と同時に著名研究者 10 人にメールで送りました。ほとんど返信なしか一言でし
たが、半年たって 1 人が長文の返信をくれて、違った角度からもデータを見てみ
たら良いと提案してくれました。その時点では投稿した論文がリジェクトされて
困っていました。その研究者を共著者に招いて論文の書き方を伝授してもらい、内
容を絞り込んだ論文が Nature に掲載されました。アメリカでの雇用主と知り合っ
たきっかけは、彼の論文がベルン大学の図書館でダウンロードできなかったので、
本人に送ってもらおうとメールしたことです。逆に何をやっているのか聞かれたの
で、博士論文を丸ごと送りました。その中に、お互いずっと考えてきた謎があり、

共通の問題意識で数通の議論をしまし
た。半年後あるワークショップで彼と再
会したときに、難しい開発を含む研究だ
が是非一緒に謎を解こう、と誘われまし
た。自分から動くと意外と運を呼び込む
ことができたりします。逆にそれがない
と始まらないのです。

【高橋】その具体例は若い人たちへの強
いメッセージになると思います。
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　右の写真は、北グリー

ンランド氷床深層掘削計

画（NEEM）の氷床コア

をガラスのフラスコに入

れて真空引きをした後です。融解させる

直前です。（スクリップス海洋研究所で

撮影）

　左の写真は、グリーンランド氷床の頂

上付近で掘削された氷床コアを融解さ

せているところです。一部の氷が融けて

水になっています。この氷は 100 ｍ程

度の浅い深度の氷なので、氷の中に気泡

がたくさん見えます。（スクリップス海

洋研究所で撮影）

　 右 の 写 真 は、 北 グ リ ー ン ラ ン ド の

NEEM 氷床コアを融解させているところ

です。この氷の採集深度は約 2400 ｍで、

内部の空気は高圧により氷の結晶中に閉

じ込められています（エア・ハイドレー

ト）。この氷を暖めると、内部のエア・

ハイドレートが一気に膨張して、写真の

ように氷がバラバラに砕けます。（スクリップス海洋研究所で撮影）
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II.
地球温暖化
関する研究者

三村信男さん     （専門分野：地球環境工学、海岸工学）
長谷川利拡さん  （専門分野：作物生理学）
中静透さん        （専門分野：生物多様性科学）
田中信行さん     （専門分野：森林生態学、熱帯造林）
風間聡さん        （専門分野：水文モデルの応用）
沖大幹さん        （専門分野：地球水循環システム）

影響に
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＊このインタビューは 2009

年8月19日に行われました。

■熱気を感じた IPCC 立ち
上げ時

【亀山】三村先生は長い間
気候変動に関する政府間パ
ネ ル（IPCC、p63 豆 知 識
参照）にかかわっていらっ
しゃいますが、そもそもの
経緯をお話していただけま
すか。

【三村】1980 年代初めから地球環境問題を意識していました。当時私は茨城大学
工学部に異動したばかりでしたが、環境工学の講義のなかで、地球温暖化について
も話をしていました。1988 年に IPCC が設立され、1989 年から 90 年にかけて、
地球環境問題が 21 世紀の大きな課題だと新聞等で連日報道されました。でも、研



CGER-I109-2013,CGER/NIES

57

究は誰がどうやって進めるのかなと部外者のような感じで見ていました。
　1989 年の土木学会全国大会で地球環境のシンポジウムがあり、その会場の外の
廊下で、西岡秀三先生に呼び止められて、コメントするようにと英語の原稿を手
渡されました。その原稿は出来がよくなかったのですが、実は IPCC の海面上昇に
関する 0 次ドラフトで、結局私のコメントは当時海面上昇問題を取り扱っていた
IPCC の第 3 作業部会（WG3）に送られていたことがわかりました。それが、始ま
りです。
　1990 年になって、環境庁（現環境省）の担当者から、オーストラリアのパース
で開催される IPCC の東半球ワークショップへの参加依頼がありました。地球温暖
化は今後大きなテーマになるという予感がして、参加しました。パースの会議は、
まだ誰も海面上昇の影響をはっきりとはわかっていない時期です。ですから、小
グループに分かれて、みんなで 3 日間とことん議論しました。途上国の参加者は、
温暖化を引き起こしたのは先進国だとさかんに責任を求めました。最終日の時間ぎ
りぎりまで議論が続き、主催者の一人である米国海洋大気局（NOAA）の高官が、
途上国の意見を国際社会に発表することを約束して、何とか会議は終わりました。
とにかく立ち上げ時の熱気はすごいものがありましたよ。

【亀山】IPCC の立ち上げの頃からかかわっていらっしゃったんですね。
【三村】立ち上げの頃は混沌としていましたが、アイデアを出し、工夫して作り上
げていく手作り感があって面白かったですね。

■ソフトパワーとしての IPCC の重要性
【亀山】設立当時の IPCC から現在までの間に、IPCC はどのように変わったのでしょ
うか。

【三村】IPCC が注目され、実際の政策や国際交渉に影響をもつようになると、信頼
性や科学的な保証が問われるようになります。そのため、科学的知見の確信度を示
したり、執筆者の地域バランスを取ったり、いわば科学的情報を発信していくうえ
で制度化が進みました。個人的な見解ですが、第 4 次評価報告書（AR4）から第 5
次評価報告書（AR5）に移るところは、ターニングポイントだと思います。2007
年に公表された AR4 は国際交渉の土台として非常に大きな影響力をもちました。
今後は、ますます科学的知識と政策との距離が近くなるでしょうから、より客観的
で信頼性のある科学的情報が求められます。制度化が進めば手作り感は薄くなって
きますが、社会の要請に応えるためには必要なステップだと思います。
　こう見てくると、IPCC は 21 世紀のソフトパワーだと思います。ソフトパワーは、
ハーバード大学のジョセフ・ナイ（Joseph S Nye）教授が提唱した概念で、ある国
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の外交政策上、武力や経済力などの強制力を使わずに人の気持ちのなかで自国の希
望することを実現する力です。21 世紀に望ましい世界を実現しようとすると、ベー
スになるソフトパワーが必要となる訳ですが、科学研究・科学知識はその一つだと
思います。IPCC の動きを見ると、AR4 を経てだんだんとそういう性格をもってき
ていると思います。IPCC のソフトパワーで大切なのは、一国のためではなく、地
球益を実現するためのものだということだと思います。

【亀山】科学的に制度化されると科学者の発言が慎重になるというデメリットが出
てくるかと思います。

【三村】科学者自身も、社会のプレッシャーを感じていますね。2007 年 4 月にブ
リュッセルで開催された AR4 の WG2 総会に出席して、IPCC の責任を実感しました。
各国の政府代表から意見百出でしたが、それは、科学者の報告書を政府の報告書に
する手続きだったからです。IPCC についていろいろと批判もありますが、沢山の
国が交渉の土台として認める科学的認識をまとめたことは大きな仕事です。IPCC
が intergovernmental な機関であることは、21 世紀の国際的なソフトパワーのし
かけになっていると思います。

【亀山】IPCC 設立当初は想定してなかったかもしれませんが、intergovernmental
にしたのは今になると大きな意味をもってきましたね。

■ “living with global warming” は南太平洋の人たちの知恵
【亀山】先生ご自身の研究である南太平洋の国々への温暖化影響についてお話を聞
かせてください。

【三村】1990 年頃、IPCC などから環境庁にアジア・太平洋地域の気候変動影響の
調査の依頼がきました。最初に中国の調査を担当しましたが、南太平洋地域環境
計画（SPREP）会議に出席した環境庁の担当者から、帰国後に南太平洋も依頼され
ました。それで、まずニュージーランドのジョン・ヘイ（John Hay）教授を訪ね、
彼と一緒に SPREP の会議で、共同研究する相手を探しました。帰国後、当時環境
庁が始めようとしていた温暖化問題に関する途上国支援事業を担当することになり
ました。当時はやることすべてが新しく、研究として非常に面白かったのですが、
数年後、海に沈む危険性のある地元の村人から、厳しい疑問を投げかけられました。

「自分たちはほとんど温室効果ガスを排出していないのだから、温暖化の影響が大
きいといわれても、自分たちにはそれをくい止める手だてがない。それなら、今
後何をしても無駄ということか」、と言われて衝撃を受けました。これを機会に適
応策について考え始めたのです。次に訪ねると、南太平洋の人たちは “living with 
global warming” と言い始めていました。温暖化を前提にして、それと一緒に生き
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るなんて不謹慎な感じを受ける人もいると思いますが、南太平洋の人たちの知恵な
のです。途上国の適応策は受け身のものではなく、それを通して自分たちの将来を
よくするプラスの価値を作っていくものにすべきだと思いました。そこで、90 年
代頃に、環境庁に提案して、地元の人の適応ニーズ調査を行うことにしました。

【亀山】私が先生のことを存じあげたころにはすでに南太平洋の影響研究の第一人
者になっていらっしゃいましたが、お話をお聞きしているとそういう経緯があった
んですね。

【三村】南太平洋の調査は 1991 年にトンガから始めました。当時は何もわからな
くて、トンガ出身の力士もいて、国王が相撲好きだったので、あそこなら安全だろ
うということでトンガになりました。トンガでは平面の地図はありましたが詳しい
標高図はありませんでした。調査の前の年にオーストラリアが撮影した航空測量の
写真があるというので購入し、その写真をもとに日本の地図会社に依頼して、標高
5m までの地図を作りました。これで海面が 1m 上昇するとどこまで沈むかはわかっ
たのですが、台風が起こす高潮の影響についてはわかりません。トンガの首都のヌ
クアロファには、サンゴの石灰岩で作られた立派な護岸があります。護岸の設計に
は高潮の高さなどの条件が必要です。そこで、工事記録をとりよせて読んでみたら、
1980 年代にサイクロンに襲われ、とある民家で 2.4 ｍまで水没したという記録が
書かれており、それが唯一の高潮データでした。そこでトンガのその地域は 2.4m
と決めました。南太平洋の島々での調査は、データがなくてどこも似たような経験
をしました。

【亀山】実際に海面上昇の影響は出ていたのでしょうか。
【三村】南太平洋に調査に行くと必ず海岸が浸食されて困っていると言われました。
フィジーでそれを検証しようとしましたが、過去の測量も写真もなかったので検証
の方法がありません。そこで南太平洋大学の学生の協力を得て、ふるさとの村の現
在の海岸線の写真を撮り、古老に、記憶の中にある海岸線の位置や浸食が起こった
時期、護岸がいつ造られたかなどを聞き取り調査しました。それをフィジーの地図
に落としてみると、川の河口で砂がたまる 1 カ所を除いてすべて浸食されている
のがわかりました。
　ところで、東南アジアでも南太平洋でも、私の海岸工学の対策工法は通用しなかっ
たんです。日本の海岸工学の工法をただ持っていってもだめなんですね。

【亀山】何が違うんですか。
【三村】タイなど東南アジアの国では、泥の海岸で重いものは沈んでしまうので、
コンクリートのブロックなどは使えません。いまだに完全な解決策はありません。
また、南太平洋では浸食対策の資金と技術がありません。ところが、現地を見てい
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るとマングローブがあるところは、砂がたまっています。そこで、マングローブを
植えるように提案しました。3 年後に現地を訪れたらマングローブはちゃんと役に
立つといっていました。私たちが自分たちの世界で普遍的だと思っている技術は、
実は普遍的ではないということです。

【亀山】ローカルな知恵が大切だということですね。
【三村】南太平洋での解決策は、近代的な科学技術＋地元の伝統的な知恵＋住民の
参加です。この三点セットがないとうまくいきません。南太平洋の島国のマングロー
ブの例などは、海岸工学的に考えても合理的なんです。

■適応分野の研究に期待すること：影響の総量の把握と適応策のベースになる研究を
【亀山】南太平洋の調査は地図のないところからスタートしたわけですから、大変
苦労されたようですね。お話をうかがっていて先生のパワーを感じます。日本の適
応分野の研究に何を期待されていますか。

【三村】これまでの話は途上国のものですが、日本のようにデータがあり防災の知識、
技術を築きあげてきた国における影響研究について、二つ申し上げたいと思います。
　一つは将来の影響の総量を把握することの必要性です。影響研究の成果は政策判
断の基礎データを提供することです。政策判断するときには、コストベネフィット、
つまり、対策に要するコストと対策によって避けられる被害とのバランスを考える
訳ですから。
　もう一つは、適応策のベースになる研究を進めることです。水資源・生態系・沿
岸防災・健康など主要な分野ごとに影響を予測するモデルと気候モデルとを組み合
わせれば影響予測は可能です。経済学の知識が加われば被害コストの予測もできる
はずです。

【亀山】貨幣的な価値に置き換えようとすると難しいですね。生態系など貨幣換算
できないものについてはどういうふうに表していけばいいとお考えですか。

【三村】影響の総量といったのは価格ではなく、まず影響面積や影響人口といった
物理的影響を評価することです。現在取り組んでいる、環境省の地球温暖化研究総
合推進費 S-4「温暖化影響総合予測プロジェクト」では、2008 年 5 月にわが国へ
の物理影響の研究成果を発表しました。次に、経済的に評価できる方法を研究し、
2009 年 5 月に発表しました。

【亀山】日本だけが厳しい目標を設定しても他の国が対策をとらなければ影響は日
本にも出てくるので、日本が厳しい目標を目指すのは無意味だと言われることがあ
りますが、それについてはいかがですか。

【三村】温暖化の対策は世界全体で行わなければなりませんから、日本の対策は世
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界の対策の一部と考えるべきです。日本が対策を進めているときに他の国が何もし
ないという状況は国際的にはあり得ないと思います。

■若い研究者へ：研究のなかで興味のもてるものを見つけて
【亀山】いろいろな面から影響・適応の研究をされていますが、これから育ってい
く日本の研究者にはどのような方面で活躍してほしいですか。

【三村】実際の社会に向き合う研究と、もう一つは、アジア・太平洋地域あるいは
世界を視野に入れて国際的に貢献することです。
　推進費 S-4 の成果を発表した後、たくさんの地域から自分の住んでいるところの
データを出してほしいと要望がきました。これまで温暖化して何が起こるかという
ことを県や市町村で研究した成果はあまりありません。温暖化対策が、地域の政策
の優先順位の高い方にあるとは限りません。温暖化問題が global sustainability（地
球の持続性）の課題だとすると、地域には、高齢化や活性化などそれぞれローカル
な sustainability（地域の持続性）の課題があり、その二つをうまく融合して、地
域特性に合わせて解決策を見つけなければいけないと思います。責任も大きくなり
ますし、やらなければいけないことの複雑さも増します。そういうのをやれるよう
な体制が必要ですが、しかし残念ながら日本の影響研究・適応研究のコミュニティ
の層はまだまだ薄いですね。
　二番目には、世界全体の影響と対策を考えることです。日本で行ったようにプロ
セスに基づいてボトムアップですべての影響を把握するのは、世界規模ではとても
難しいでしょうが、そのアプローチも必要です。一方、対策を考えると、途上国の
人達自身が影響評価して、こんなになるならがんばらなければと思わなければいけ
ないわけです。そういう共同研究を行っていく必要があると思います。

【亀山】影響研究はどんどんローカルになっていきますね。現場を正しく理解する
ことが重要ですし、同時にグローバルなレベルでものごとを見られる社会観も必要
です。そのバランスをもてる研究者が求められるということですね。

【三村】それは一つひとつ多様な経験を積み重ねることですね。私の場合は、最初
の頃からいろいろ経験できたので、非常にラッキーだったと思っています。今で
は、若い研究者にとって国際的に活躍する機会は多くなっています。また、途上国
の研究力も非常に進んだと思います。1990 年代終わりまでは途上国の研究発表は
IPCC の報告をまとめたものなどが多かったのですが、今世紀に入って、自分たち
の研究成果や政策の発表が増えてきています。途上国の研究力量も政策アプローチ
の力も格段に違ってきています。共同研究の土台が広がっていますね。

【亀山】温暖化問題がきっかけで、途上国の研究者自身が成長しているということ
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ですね。最後に先生が若い研究者に期待されることは何ですか。
【三村】研究のなかで、面白い！と興味がもてる対象を見つけて下さい。私自身最
初から強い使命感があったわけではないのですが、現場に行くとそこに研究対象と
して未知の問題がごろごろ散らばっていて、引き込まれるように興味をもちました。
気候変動の影響がわかってくると、解決策を見つけてその地域の人たちに役立てば
と強く思うようになりました。環境問題は、学問的興味から入っても、社会的関心

から入っても、同じところに行き着くよ
うに思います。

【亀山】若い研究者の将来に期待してく
ださい。今日は IPCC にかかわるように
なったいきさつや IPCC の重要性、さら
には途上国との研究で得たことなど、大
変面白いお話をお聞きすることができま
した。ありがとうございました。

　その後、アジア・太平洋地域で気候変動適応に関して国際機関レベ

ルから NGO 主体のものまでさまざまな情報交換プラットフォームが

設立され、毎年会議が開

かれている。国内での変

化は、政府・自治体での適応策への取

り組みの進展である。それを支援する

ために、地域レベルでの気候予測（ダ

ウンスケール）や影響予測を可能にす

る研究が必要である。一方、2011 年 3

月の東日本大震災を目の当たりにして、

今後、こうした自然災害リスクへの備え

やエネルギー戦略といった大きな構図

の中で、地球温暖化リスクへの対応を

考えることが新しい課題になっている。

ツバル・フナフティでの調査。地図がなかっ
たため、地形の測量などから調査を始めた

（1995 年）
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気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル
（IPCC）

　1979 年の世界気候会議（主催：世界気象機関）で、二酸化炭素を始めとする温室

効果ガスの濃度の上昇など、人間活動に起因する気候変化が社会経済に顕著な影響

を与えることへの懸念が表明されました。1980 年代の地球温暖化問題への対応を議

論する一連の国際会合を経て、1988 年 11 月に国連環境計画と世界気象機関は、気

候変動に関する政府間パネル（IPCC）を設立しました。IPCC の役割は、地球温暖化

とそれに伴う影響や対策に関する最新の自然科学的及び社会科学的知見について評価

し、報告書をとりまとめ、地球温暖化政策に科学的な基礎を与えることです。IPCC

の活動に関する意志決定は IPCC 総会で行われます。

　IPCC の組織は、議長団の下に、

　　第 1 作業部会（WG1：自然科学的根拠）、

　　第 2 作業部会（WG2：影響、適応、脆弱性）、

　　第 3 作業部会（WG3：緩和策）、並びに

　　温室効果ガスインベントリに関するタスクフォース

が置かれ、世界中の科学者の協力を得て活動が行われています。IPCC の報告書は国

際的に合意された科学的理解として、政策検討・国際交渉の場面でも多用されていま

す。これまで

　　1990 年に第 1 次評価報告書（FAR）、

　　1995 年に第 2 次評価報告書（SAR）、

　　2001 年には第 3 次評価報告書（TAR）、

　　2007 年に第 4 次評価報告書（AR4）

が公表され、第 5 次評価報告書（AR5）の公表は 2014 年に計画されています。
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＊このインタビューは 2010

年 7 月 9 日に行われました。

■水田、イネへのつきない
興味

【亀山】長谷川さんは実験・
モデルの両面からイネの気
象条件への反応を研究され
ていますが、現在の研究
テーマにいつ頃から、どの
ようなきっかけで取り組ま
れるようになったのでしょ
うか。

【長谷川】イネと環境とのかかわりといいますと、大学院の頃からです。大学院に
進学したときに赴任された先生がイネの環境に対する応答を研究していました。
ちょうど将来の食料が懸念されていた頃でもありましたし、環境の負荷に対する関
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心も高まっていました。イネと環境について総合的に理解し、予測することが始まっ
た頃でした。大変魅力のある研究分野と感じました。話は前後しますが、卒論のテー
マはイネと環境とのかかわりではなく、水田利用の変化でした。滋賀県のとある河
川流域で、戦後 40 ～ 50 年の間に水田の利用方法や農業技術がどのように変化し
てきたかを上流から下流の異なる地域の水田を対象に調査しました。調査は、地域
の古農を訪ねて聴き取りで行いました。戦後、水田利用や農業技術は劇的に変化し
ましたが、それが水田のいわゆる立地条件によって異なることも知りました。これ
らの変化は、新しい農業技術の開発や水利施設を含むインフラの整備、社会経済的
要因が大きく影響していたわけですが、技術的要因の変化がどの程度影響してきた
かを定量的にみるという視点は欠けていました。このような解析を異なる地域で行
うためには、イネと環境と生産技術との関係を研究しなければということになり、
大学院に進みました。その後アジアと日本を対象とすることになりました。

【亀山】学部から一貫したテーマをもっていらして、入られた研究室で気象へのイ
ネの対応ということに近づいていったわけですね。

【長谷川】卒業後、最初に就職したのが熊本の阿蘇にある九州東海大学でした。こ
の大学には沖縄県の西表島にも分室があり、亜熱帯性気候での研究も可能でした。
これらの環境実験を行いながらイネの気象応答を調べて将来予測を行いました。そ
の後寒冷地気候の北海道大学に移りました。赴任当時は、北海道で温暖化を実感す
るようなことはなかったのですが、2000 年頃から起こりつつある温暖化のことも
話題になるようになりました。ただし、将来、温度が上がると予測されているので
すが、依然として冷害の脅威があるのも事実です。そこで、北海道では低温がイネ
に及ぼす影響の評価について研究を開始し、温暖化に伴い冷害の脅威がどのように
変化するかなどについてもモデルで解析しました。また、将来予測を行う前に、昔
と今の品種について生産性の変化も研究しました。過去から将来につながる評価・
予測を行いたいというのが常にあったためです。そして 2003 年に農業環境技術研
究所に来ました。開放系大気 CO2 増加（FACE）実験を始めた前任者の小林和彦さ
んが転勤になったのがきっかけでした。話せば長くなりますが不思議なご縁でした。

■一つの条件で 3 年間の実験
【亀山】茨城県のつくばみらい FACE 実験施設（注 1）では、4 カ所の水田で現在よ
り 200ppm 高い濃度の二酸化炭素（CO2）環境を再現して水稲を栽培していますね。
ずっと環境とイネの研究をされていますが、それでもまだ基本的な実験を続けなけ
ればならないのでしょうか。

【長谷川】一般的な反応はわかったのですが、幅があることも同時にわかってきま
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した。CO2 濃度が今より 200ppm 上がるとコメは 14 ～ 15％の増収になることが
わかりましたが、品種により応答の幅が大きいのです。気候変動を積極的に機会と
捉えて農業を行おうとすると、将来プラスになる高度な選択をするためには、基本
的な実験をやる必要があります。

【亀山】今より 200ppm 上がった状態というのは、かなり遠い将来のような気がし
ますが、より近い将来の状態を知りたいと思った場合、現状と 200ppm との間は
線形（直線で結べる）なのでしょうか。

【長谷川】モデルを介して予測しますが、CO2 応答の一番おおもとになる光合成の
反応は線形ではありません。そのため FACE の条件設定でもいろいろな考え方があ
ります。例えば 4 カ所で実験するなら、50ppm ずつ高濃度にして実験すればいい
という意見もありますが、今のところ実践にはいたっていません。科学的実験では
同じ条件での繰り返し（反復）が必要ですが、異なる濃度条件に設定した場合、そ
れぞれの濃度で反復がとりにくくなり、信頼度の高いデータが得られなくなります。
もちろん、物理的には各濃度で 3 ～ 4 反復設けることもできなくはないのですが、
今の 4 ～ 5 倍の面積とコストが必要となります。

【亀山】植物を使った実験が難しいのは育つのを待たなければならない点です。年
に一度しか実験できませんから、最初の条件設定は大切ですね。

【長谷川】また、1 年の結果だけでは十分説得できません。2 ～ 3 年実験しないと
自信をもって結果を公表できません。その意味でも条件設定は大変重要です。とこ
ろで世界的に行われている FACE 実験のうち、作物を扱っているのは日本、中国、
オーストラリア、アメリカ、ドイツの 5 カ所です。アメリカは大豆とトウモロコシ、
ドイツは小麦、馬鈴薯等ヨーロッパの輪作の作物、オーストラリアは小麦です。中
国と日本がイネです。これらの国際的な研究ネットワークで比較研究を行う上でも、
条件設定は重要です。今のところほぼすべての作物 FACE が 500 ～ 600ppm に設
定しており、比較研究が実践されています。FACE のグループはこうしたネットワー
クを重視していて、2 カ所、同じ作物でできないかなど模索していますし、お互い
がライバルというよりも同志のような考えをもっておられる方が多いようです。単
独でやるよりはグループでやる方が信頼度が高く、広域の予測にも役立つと考えて
います。

【亀山】世界の FACE 関係者が一堂に会する機会はありますか。
【長谷川】不定期ですがあります。次世代の FACE はどうするかという会合が開か
れたりします。FACE のリーダーはあちこちの実験施設を歩いていますから、材料
やアイデアの交換をしています。
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■不確実性の理解を深めることで AR5 に貢献を
【亀山】気候変動に関する政府間パネル（IPCC、p63 豆知識参照）第 5 次評価報告
書（AR5）に向けて、何が一番関心事になり、どういう成果を出すことが世界的に
求められているのでしょうか。

【長谷川】どこまで適応できるかが関心事ではないかと私は思っています。第 4 次
評価報告書（AR4）と AR5 の違いは、不確実性を取り入れることを大前提として、
不確実性はなぜ起こるのかという理解を深めることだと思います。気候モデル側の
不確実性については、江守正多さんらが研究されていますから、影響を受ける側の
システムとしての不確実性や人間の選択オプションによる不確実性、変化のすりあ
わせを次の段階としてやることです。気候モデルによる変動幅と作物の品種を変え
ることによる変動幅を比較・分析するのも面白い結果が出ると思います。AR5 に
間に合わないかもしれませんが、今後の研究の流れとしては大事なのではないで
しょうか。

■実験結果を将来ビジョンに使いたい
【亀山】実験結果が実際の日本の農業政策に活かされているのでしょうか。
【長谷川】まだですね。今行っている品種改良や対策技術などの取り組みは、現在
起こっている問題に対処するものです。さしあたっての問題にどう対処するかとい
うことに国としては一所懸命で、将来の適応策は始まったばかりです。

【亀山】後手に回っているような印象を受けます。
【長谷川】行政の定めでしょうか。20 ～ 30 年後のビジョンを描き、そこに向かっ
てゆこうとはなかなかなりません。それぞれの国で農業の位置づけや方向性が決ま
ると、国の政策の材料として FACE のような実験施設での結果が活きてきます。逆
にいうと、研究者が情報発信していくべきだと思っています。実験結果やモデルは
徐々に充実しつつありますから、将来をデザインするのに使えるような方向にもっ
ていければいいと思います。

【亀山】温暖化についても中長期的なことはある程度わかっているにもかかわらず、
意思決定ではどうしても目先のことになります。歯がゆいですね。

【長谷川】そのとおりです。私も委員になっている環境省の「気候変動適応の方向
性に関する検討会」でも中長期的なことを視野に入れていますが、現状を変えない
ことを前提とした議論が中心です。変わることが前提で、変わったときどうなって
いくかが大事だと思います。行政側としてその議論になるよう、うまくできるとい
いと思いますが、産業セクターごとに進めるのは限界があるように感じています。
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■高温より水が世界的な問題になる
【亀山】先ほどの不確実性のお話で、イネの生育に関しても品種の違いや天候によ
る不確実性があり、また、長谷川さんの実験の条件設定のために用いる気候予測に
も不確実性があるとおっしゃっていました。両者を掛けると不確実性の幅が大きく
なりますが、いろいろな可能性があると言ってしまうと、一般の人は結局わからな
くなります。そのあたりはどういうふうに工夫されていますか。

【長谷川】悩ましい問題です。一般の人にわかりやすく伝えるということと不確実
性を取り入れるということは、いわば相反するものです。温暖化して何％の増収に
なるという数値より、「風が吹けば桶屋が儲かる」ではありませんが、少し時間を
かけて影響の仕組みや間接的な影響までを説明し、問題の複雑さを理解していただ
くことが重要ではないかと考えています。

【亀山】みなさん桶屋が儲かるところだけを見て、何％という話になります。しか
しプロセスが重要なわけですね。これまでずっと実験されていて、気候変動につい
ては、イネは暖かい地方で育つ品種が必ずあり、将来について楽観的なイメージを
もたれていますか。

【長谷川】日本の農業に関しては、私はわりと楽観的です。イネのもつポテンシャ
ルは大きいので、高温についてはある程度対応できます。むしろ世界的に問題なの
は気温上昇よりも水の供給量の変化です。水は世界各国の農業生産にとって重要で
すから、深刻な問題になります。ちょっとしたソフトの改変では対応できません。
ハードの改良でどれだけ効果があるのかを見極めることが必要です。それでもだめ
なら産業自体の転換も含めたオプションを考えなければなりません。確実にそうい
う変化が起こると思いますから、世界で適応できるデザインを描くことです。

【亀山】日射は将来どうなるのでしょう。
【長谷川】日射についての予測はばらばらです。日射量が減少し温度が上がるとイ
ネの体力がなくなるでしょうね。ですから温度以外の要因も大きいです。

■技術の国際貢献から適応のノウハウの共有へ
【亀山】一つの条件で 3 年観測しなければ相手を説得できないとおっしゃっていま
したが、条件を変えてやってみるべき研究がたくさんありますね。長期的にはどう
いう方向にいくのでしょうか。

【長谷川】組み合わせをすべて行おうとすると一生のうちにはできませんから、モ
デルと総合化して答えを出していくことが重要になります。実験施設で実際に水や
日射量を変えるのは大変ですから、シミュレーションで行ったり、世界的ネットワー
クを作り、違う環境で似たような実験を繰り返したりすることで有用な知見が得ら
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れます。その意味でも実験とモデルをうまくリンクさせていくのが今後の課題です。
それができる若い人がほしいですね。スペシャリストは何人かいますが、全体がわ
かる人、実験もモデルも世界の農業のこともわかる人が育ってほしいです。そうい
う人が出てくると国際交渉の場で発言力ができます。現在は日本の国際貢献という
と技術です。しかし農業分野の技術は他の国で使えるものとは限りませんから、そ
れぞれの地域で起こっている問題の解決方法を一緒に考えて、適応のためのノウハ
ウ等を共有することです。

【亀山】世界的ネットワークというと、将来は東南アジアにネットワークができる
といいですね。

【長谷川】例えば、FACE 実験施設はインドに反復のない 1 リングだけのものがあ
りましたが、実際の実験に利用できるものは熱帯地域にありません。IPCC AR4 で
も取り上げられた世界的に重要な問題です。アフリカやインドから FACE 設置の技
術支援の要請がありますが、簡単ではありません。かつて中国で FACE を立ち上げ
たときは、雫石（岩手県）FACE の担当者が実際に現地に行って設置を手伝いまし
た。海外でこうした作業を行おうとすると、現地では必要な物品がなかなかそろわ
なかったり、説明を聞いて納得してくれても実際に行動してくれなかったりといっ
た苦労話をいろいろと聞いています。

【亀山】その国自身が危機感をもって自分たちでやる気をもってくれないとなりま
せんね。

【長谷川】最終的には人です。この実験施設をつくばみらい市で実現できたのも雫
石から移ってきてくれた農家（地権者）との橋渡しになってくれた人がいたからで
す。東南アジアとの連携については、いきなり FACE のようなハイテクをもってい
くのではなく、まだ不足している基本的な環境計測技術やそのモニタリングの研究
協力から始めたいと思います。昨年から実際の水田において、気温、湿度だけでも
きちんと測定するような装置を同僚に開発してもらい、インド、中国、ミャンマー、
スリランカ、台湾などで温暖化モニタリングネットワークを開始しました。高温に
よるイネの被害については中国ですでに報告がありますが、このネットワークを通
じてより早く温暖化影響を把握するとともに、測定方法の提供、データの解析の仕
方の共同研究から人脈の構築、人材の育成に役立てたいと考えています。今のとこ
ろ、現場の方には非常に喜んでいただいています。

【亀山】日本国内または国外で人を育てていくのですね。
【長谷川】育てるというのはおこがましいです。育っていくのを見るのです。
【亀山】イネと同じですね。
【長谷川】そのとおりです。イネの場合病害虫には注意しますが、イネの持つ成長
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力を引き出すのが重要です。研究者については、育っていく人は邪魔しなければき
ちんと育ちますよ。

【亀山】最後に、ニュースの読者に何かメッセージをお願いいたします。
【長谷川】この実験施設もそうですが、
現場を見て興味をもち、研究する人が増
えてくれるといいと思っています。見る
ことは大切です。若い人には期待したい
ですね。

【亀山】私も実際に見せていただき、面
白いと思いました。今日はありがとうご
ざいました。

（注 1）つくばみらい FACE 実験施設：農業環境技術研究所は、東北農業研究センターと

共同で、平成 10 ～ 20 年度にかけて岩手県雫石町の農家水田において FACE 実験を

実施し多くの知見を得たが、より温暖な地域での実験を実施するために、「つくばみ

らい FACE 実験施設」を設置した。実験の詳細についてはコラムを参照。

　
　茨城県つくばみらい市における FACE 実験施設。屋外条件で高 CO2

濃度を実現するもので、この施設では、水田の一部に差し渡し 17m

の正八角形状にチューブを設置し、風向きに応じて CO2 を放出 ( 左）。

正八角形区画内の CO2 濃度は外気よりも約 200ppm 高い濃度（2010

年度は生育期間平均で 584ppm）に制御。試験区内には約 20 品種，3 水準の肥料，2

水準の水温処理区が含まれる（右）。
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FACE 実験施設での
温暖化に対する水田生態系実験

　二酸化炭素（CO2）濃度が増加し温暖化すると、水稲生産にどんな影響が起こるの

でしょうか。

　農業環境技術研究所のつくばみらい FACE 実験施設の水田では、「あきたこまち」

など約 30 品種を栽培し、CO2 濃度の増加や温暖化に対する水田生態系の応答を詳細

かつ広範に調査する実験を平成 22 年度から開始しました。

　実験施設の 4 カ所の水田に正八角形状にチューブを設置し、区画内が外気より約

200ppm 高い濃度になるように風向きに応じて CO2 を放出して、今世紀後半に想定

される CO2 濃度環境下での作物の生育や土壌の炭素・窒素の動態を調べています。

CO2 制御された水田ではさまざまな処理区（水温上昇区、多肥区・少肥区、品種・系

統比較区）を設定し、

・CO2 濃度の増加によりどの程度の増収が可能か

・高い CO2 濃度環境ではどのような品種や栽培法が適しているか

・高い CO2 濃度環境でイネの温度ストレスはどのように変化するか

・CO2 濃度と温度の影響で、温室効果ガスの放出はどのように変化するか

などを調査しています。過去 2 カ年の実験から、高 CO2 濃度条件はコメの収量を増

加させるものの、外観品質を大きく低下させること、その程度は品種によって大きな

違いがあることがわかってきました。これらのメカニズムを解明し、気候変動に対す

る適応・緩和技術の開発を提供していきます。

《インタビューを終えて》
「ところで、毎年イネを刈って必要なデータを取った後のお米でおにぎりパーティー
などされないのですか。」

「残念ながら、お米はほとんどそれぞれの分析で利用してしまうので、みんなで食
べるようなことはしていませんが、食味試験などは重要ですね。二酸化炭素濃度が
高い環境で育ったイネのお米はおいしくなると分析計では出ますが、まだ体感して
いません。試験ですからイネには過酷な処理をしますが、収穫のときの喜びは格別
ですよ。」
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＊このインタビューは 2010

年11月29日に行われました。

■中学の教師との出会いか
ら生態学にはまる

【亀山】中静先生の研究は
森林から生態系全般までと
大変広い範囲にわたってい
らっしゃいます。現在の研
究テーマにいつ頃から、ど
のようなきっかけで取り組
まれるようになったので
しょうか。

【中静】もとから生態学を研究しようと思っていたわけではありません。すでに亡
くなられましたが、中学のときに非常に魅力的な生物の先生から植物学を学び、は
まってしまったのです。ですから、その先生に出会っていなければ別のことをやっ
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ていただろうと思います。私の世代には植物少年、昆虫少年がたくさんいて、その
道を究めていく人もいましたが、最近、植物少年、昆虫少年は減っていますね。私
の大学の学生を見ても少なくなったと感じます。

【亀山】それはどうしてなのでしょうか。
【中静】NGO や地方には自然を守る運動をしている人がいますから、指導者はいま
す。指導者はいて観察会などもありますが、はまりこむ子どもが少ないのは、興味
が継続していかない環境があると思います。選択肢が多すぎることも一因でしょう。
私にとって植物は刺激的でしたが、今でしたらコンピュータゲームなどもっと刺激
的なことがたくさんあります。もう一つは受験勉強のなかで生物の評価があまり高
くないということでしょうか。

【亀山】中学のときの魅力的な先生との出会いから、生物の関係を職業としていこ
うと思われたのはいつ頃でしょうか。

【中静】研究者という職業に子どもなりにあこがれはありました。しかし私のなか
で博士というのは試験管をふっていたり機械をいじっていたりというイメージでし
たから、植物にかかわる研究が職業としてなりたつという考えは、中学の先生にお
会いするまでありませんでした。高校のときは、将来、植物にかかわっていろいろ
な研究をして生活できるなら面白いと思いました。大学、大学院と進むなかで、研
究としての道はあまり広くないので、職につけるかという紆余曲折もありました。

■分類学者の減少が生む問題
【亀山】生物学というと、どちらかというとミクロな方向性をもった学問が主流の
ような印象ですが、生態学や分類学のような、生物多様性とかかわりが深い分野は
どのような状況でしょうか。

【中静】分類学は昭和初期までは盛んでしたが、現在は研究者も少なくなりました。
分類学は生物多様性研究の基礎としても必要な部分ではありますが、一般の人に注
目される大発見を目指すような脚光を浴びる分野、研究者として評価される分野に
どんどん人がいってしまい、分類学を志す人は減っています。学生はほとんど分類
学にはいきません。

【亀山】それは知りませんでした。
【中静】分類学のスキルをもった人が減っていることで問題が起きています。例え
ばある土地を開発する際、環境アセスメントのために植物をリストアップしたいと
き、今ならまだ地方に分類学者がたくさんいて可能ですが、20 ～ 30 年後にはい
なくなり、大変になるだろうと言われています。途上国はさらに深刻です。途上国
では学問が育つ前に分類学に人材がいかない状態になっています。いくら生き物を
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保全しましょうといっても、どんな生き物がいるのかリストアップすらできない状
態になりつつあります。

【亀山】難しいですね。学問にも流行のようなものがあります。
【中静】すべての学問に共通していますが、立ち上がりのときには注目され、天井
が見えてくるとだんだんと人が減っていき、新しい分野に流れてしまいます。分類
学では、DNA 技術が発展し、形を見なくても DNA の組織から生物を同定できる技
術が進みつつあります。それは本当にいいことなのか疑問です。植物が生長してい
く様子、生態系のなかでの役割などを認識しないで、コードやデータだけで機能を
解明するのは、また何か別の問題が起きてくるように思います。

■生態系サービスを経済のメカニズムに組み込む
【亀山】生物多様性の概念が一般の人に広まったのは 2010 年 10 月に名古屋で開
催された生物の多様性に関する条約（以下、生物多様性条約）第 10 回締約国会議

（以下、COP10）かと思います。中静先生が生物多様性という言葉に出会ったのは
いつ頃ですか。

【中静】生態系のなかの生物の構成種が多様だと生態系が安定するとか、多様性そ
のものをどう測るかという学問は 1970 年代後半に生態学の中で始まっていまし
た。生態系によって生き物の種類が豊富だったり少なかったりすることには、学生
の頃から単純な科学的興味をもっていました。生物多様性という言葉は 1992 年の
生物多様性条約を契機に一般の人の目にもふれるようになりましたが、名古屋の
COP10 の 1 年前、2009 年の内閣府の統計によると、日本人の 61.5％の人が「生
物多様性」という言葉を聞いたことがなかったそうです。COP10 の直後にアンケー
トをとったらもう少し上がっていると思いますが、どのくらい高くなったのか、興
味ありますね。

【亀山】1970 年代後半から 30 ～ 40 年たった現在、生物多様性に関する学問的な
関心事、特に地球環境問題としては何でしょうか。

【中静】生態系サービスをどうやって経済のメカニズムに組み込むかは、COP10 で
も重要なテーマでした。遺伝資源のアクセスと利益配分（ABS）、つまり途上国の
資源を先進国が利用しているが、そうした資源やそこから得られる利益のシェアリ
ング（共有）をどうするかが COP10 では議論されました。今までタダだと思って
いたもの、経済のメカニズムの外にあると思っていたのに、生物多様性を壊してい
くと対価を払わざるをえなくなるということを認識するのは強いメッセージです。
COP10 では正式な決議文になりませんでしたが、革新的資金メカニズムが実現で
きないと、生物多様性の保全や持続的な利用に世界中が本気で取り組むことにはな
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らないだろうということがはっきりしてきました。これは生物多様性の最も大きな
問題です。そこに生態学者や経済学者がどういうふうにからんでいくかというのが、
一番ホットになってくると思います。

【亀山】私も 1990 年代に環境の価値を経済学の観点から貨幣的に評価する研究を
したことがあります。そのときは経済学者だけで議論しましたが、生態学者と経済
学者が一緒に議論するという動きはまだ新しいのではありませんか。

【中静】非常に新しく、日本ではこの 2 ～ 3 年です。COP10 が日本で開催される
ことが契機になりいろいろなことをやるようになりましたが、外国では 10 年前か
ら始まっています。

【亀山】薬など人間にとって何らかの形で役に立つ種と存在だけで意義があるもの
の価値の差がついていくのではありませんか。

【中静】生態系サービスには評価しやすいものとしにくいものがあります。食べ物
や木材はあえてそれをサービスと言わなくてもすでに経済にとけこんでいます。経
済に組み込むことが難しいのは文化的なところ、精神的なところです。人間が生活
しているバックグラウンドによって価値判断が違ってきますから、生物多様性の文
化的な価値は極めてローカルです。そうした価値でも、一応計算方法はあり、評価
はできますが、それがきちんとメカニズムに組み込まれ、使えるものにしていくこ
とが大きなチャレンジになると思います。

■生物多様性保全のために人間と自然との上手なつきあい方の新しいモデルを
【亀山】里山という言葉については日本人ならイメージがありますが、外国の人が
同じような感覚かというと疑問になりますね。

【中静】日本人はノスタルジックに感じていたり文化的に感じていたりします。し
かし里山をすべて復活させようとしたらコストがかかりますから、そんなに多くの
人がコストを負担することに同意するとは思いません。日本のなかで里山が捨てら
れようとしているのに、どうやって世界の人たちに里山を勧めるのかという根本的
な議論があります。先進国は経済発展していくのに、途上国の人に今のやり方が一
番いいと言うのは、発展するなと言っているように聞こえますから批判があるのは
当然です。また、生態学的な視点からは日本の状況が世界中で通用するわけではあ
りません。日本列島は、約一万年前までの氷期には乾燥した気候で、大陸とつな
がっていて大陸から昆虫や植物が移り棲んできました。それが里山の生き物の起源
です。その後大陸と離れて温暖化して、気候は湿潤になりました。里山の生き物は、
森林ではなく草地など人間が作り出した環境で、数万年の間、人間と一緒に生きて
きました。そういう状況が世界中どこにでもあるわけではありません。例えば、日
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本の里山の生き物たちは、若い森林や草原などにたくさんいますが、ボルネオ島の
ように氷期にも乾燥しなかった熱帯雨林地域では、ほとんどの生物は原生林の方で
種類が豊富です。ですから、ボルネオ島では里山をつくれば生き物の種類が豊富に
なるというのは成り立ちません。COP10 では「SATOYAMA イニシアティブ」（注 1）
が採択されましたが、これは日本のような里山を世界で作ろうというより、世界そ
れぞれの地域で、原生林以外でも生態系を利用しながら生物多様性を保全するモデ
ルを作っていこう、というメッセージが正しいと思います。

【亀山】文化的な問題もあり、生物多様性の概念を実現していくのは難しいと思い
ます。日本として生物多様性についてどういうふうに政策を進めていくべきだと思
われますか。

【中静】私は決して里山がだめだと言っているのではありません。世界の生物多様
性を守るために、手つかずの自然だけで守れる部分は少ないと思います。COP10
では、陸域で 17％、海域で 10％保護地域をつくるという新しい目標が合意されま
した。この目標は、特に海については日本でも難しいと思います。人間が介入しな
がら守っていかなければなりません。そのときに生物多様性を守り、そこから得ら
れる生態系サービスを損なわないようにしていくことです。人間と自然との上手な
つきあい方の新しいモデルをイニシアティブとして出す必要があります。日本は生
物多様性に関する情報は豊富ですから、どの生物を保全しなければならないか、保
全のためにどの地域が重要かというのはかなり特定できるはずです。優先順位をつ
けてどんどん進めていけばいいことです。もう一つ大事なのは日本の森林、農業、
漁業を広い意味で生態系サービスを損なわない形のやり方に変えていくといいと思
います。

■温暖化影響への限られた対策
【亀山】温暖化と生物多様性との関連については、最近特に声が強くなっているよ
うに感じます。生物多様性のお立場から温暖化についてどのように思われますか。

【中静】温暖化は生物多様性にとって今後大きな脅威になるでしょう。顕在化して
いる部分は大きくありませんが、予想されているように 100 年後に 2 ～ 3℃の上
昇となると相当大きなダメージを受けるのは間違いないと思います。高山の生物の
なかには絶滅するものがかなり出てくるでしょう。絶滅が危惧される状態になった
ら、生き残れる場所に移植すればいと考えがちですが、移植した土地の生態系に問
題を起こす可能性もあります。植物園に植えると少なくとも絶滅だけは免れますが、
現地外保全は最後の手段です。問題が起きる前に、どうしたら高山植物を守れるの
かを議論しておくべきでしょう。
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【亀山】温暖化と生物多様性の問題は研究者同士が密にコミュニケーションをとっ
て連携していくべきですね。影響と適応の研究は増えていますが、洪水が起きると
ころに堤防を造るなど適応可能な分野での議論が中心となっています。生態系は気
候変動の影響に最も適応しづらい部分ですね。

【中静】適応可能なことと同時に、人間の経済活動に大きな影響をもたらす部分は
適応策として真剣になっていますね。多様性については考えられる対策があまり多
くありませんし、人間の経済活動にあまり深くかかわっていないという認識なので
なかなか進みません。温暖化に対して、サンゴやチョウなどは移動能力がある方で
すが、移動できない、移動が遅いものもたくさんあります。例えば樹木がそうで
す。寿命が長いので、分布の移動は遅くなります。地質時代の気候変動はゆっくり
でしたから、植物と花粉を運んでくれる昆虫の関係を保ったまま分布の移動ができ
ました。今はチョウが先に行ってしまい、花粉の運び手がいないので種子ができな
いといったことが起きる可能性があります。あるいは、移動経路を人間の土地利用
が遮断していることも多いので、現在残っている林や生態系をつないでスムーズに
移動できる世界をつくるのが一つの適応策だと思います。里山の復活も含めて一緒
にやっていけばいいと思います。湖の水の循環は、表層水の温度が高く深層水が低
い夏には起こらず、水温が下がり、上層水と深層水の温度が同じ状態になる冬に起
きます。ところが、温暖化し冬の水温が下がらなくなると水の循環が起こらなくな
ります。人間活動による水質汚染などが加わると、こうした自然の循環がより妨げ
られることになり、湖の生態系に与える影響という観点からはより深刻になります。
温暖化の影響が、ほかの人間活動の影響で加速されることになるわけです。ですか
ら、われわれがすぐにできることはその加速部分を取り除くことです。

■若い人たちへ：異なる研究分野とのコミュニケーションが大切
【亀山】初めに最近の若い人のなかで昆虫学者、植物博士は少なくなったとおっ
しゃっていました。最後に若い研究者にメッセージをお願いいたします。

【中静】先端科学はピンポイントで研究する人がいないと進みませんが、異分野の
統合が大事な時代になってきています。違う分野同士が研究成果を共有すると面白
いことができるという世界がどんどん広がっているような気がします。ですから若
い段階からいろいろな人の話を聞き、統合できる人が増えるといいと思います。

【亀山】難しいですね。
【中静】以前、総合地球環境学研究所でプロジェクトリーダーを務めました。プロ
ジェクトは分野融合的な研究を進めることを方針としていました。私は生物関係の
知人はいましたが、多様性の研究は生物だけではできないということで、それまで
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あまりおつきあいがなかった社会制度の専門家や文化人類学者、経済学者などに加
わってもらいました。専門分野が違うので、最初わかり合えませんでした。一緒に
研究を進めて面白いことができるということを理解するのが大変難しいと感じまし
た。そのなかで一番記憶に残っているのは、プロジェクトの会議の際に、みなが討

論できるテーマを設け、半日かけて話し
合ったことです。専門分野が違うと言葉
の定義から違い、その違いに気づくまで
延々無駄と思える議論をしました。そう
いう経験をさせていただいたのはために
なりました。

【亀山】そういうプロジェクトを今後若
い人に担当してもらうのはいいことかも
しれませんね。

（注 1）SATOYAMA イニシアティブ：世界各地の自然条件と社会条件に適した自然

共生社会の実現を目指すため、わが国が国際的に提案した。COP10 で採択され、

SATOYAMA イニシアティブ国際パートナーシップが発足した。

八甲田山の森林分布

　研究室では青森県の八

甲田山で温暖化が森林生

態系に与える研究を行っ

ている。黒っぽく見える森林は亜高山帯

のオオシラビソ林、その下部にブナ林が

ある。過去の空中写真や年輪の解析か

ら、すでに森林の分布が標高の高い方に

移動しつつあることがわかりつつある。
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地域科学委員会の委員なども務める。
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＊このインタビューは 2011

年8月29日に行われました。

■現場を知るための登山
【高橋】現在、田中さんは
自然林への温暖化影響の予
測に幅広く取り組んでおら
れますが、森林生態の研究
者の道に進まれたきっかけ
やこれまで取り組まれてき
た研究内容を紹介していた
だけますか。

【田中】高校生時代に自然や公園、植物にかかわる仕事がしたいと思い、東京農工
大学農学部環境保護学科という新設の学科に入学しました。そこで生態学に出会い、
森林の面白さに目覚めました。自然林は、立地環境や成立履歴により種組成や構造
が決まります。樹種はそれぞれに個性があり、森林でたくみに共存しています。学
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部卒業後は東京大学大学院農学系研究科に進学し、森林の研究を開始しました。大
学院生の頃は、林の樹木の分布や更新過程を研究していました。その中には、ブナ
の分布と気候条件（積雪と気温）との関係も含まれます。この経験が温暖化のブナ
林への影響予測の研究につながりました。

【高橋】将来自然とかかわれる仕事をしたいと思われたのは、田中さんが育った環
境に豊かな自然があったからでしょうか。

【田中】私は神奈川県横須賀生まれですが、千葉県柏市で育ちました。私の小学生
時代は柏周辺でも田畑や雑木林があり、手賀沼の周辺で魚取り、雑木林でセミやカ
ブトムシ採集、草野球、ベーゴマなど外遊びに明け暮れていました。

【高橋】大学から大学院にかけてフィールド調査をされていたと思いますが。
【田中】大学院修士課程では秩父の森林をテーマにし、博士課程では尾瀬周辺の森
林をテーマにしました。ですから秩父と尾瀬周辺は頻繁に調査に行っていました。
また、大学時代の恩師の調査に同行して、ヒマラヤやインドネシアの森林調査にも
参加しました。自然を研究するには、現場で調査したり観察したりすることが大切
であることを実感し、日本各地の山を毎月一つ登ることにしました。現場を知るい
い経験になりました。研究室の仲間ではありませんが、山好きの友人とよく一緒に
登りました。就職してからも、機会を見つけて異なる地域の森林を観察してきまし
た。家族旅行の時は、必ず森林が面白そうなハイキングコースを選んでいました。
家族の写真より森林の写真を多く撮っていましたね。

【高橋】研究のモチベーションもあがりますね。
【田中】全体の中での自分の研究対象の位置づけもわかります。
【高橋】学生時代からブナの研究を始められたようですが、思い入れがあったので
しょうか。

【田中】ブナは日本、特に東北の自然林の優占種ですから、ブナに興味をもちました。
また、ブナについてはすでにいろいろな方が研究されていましたから、他の樹種に
比べたら情報も格段に多く、一層興味をもちました。

■フィールド調査からスタートした温暖化影響研究
【高橋】温暖化影響の研究はいつ、どんなきっかけから始められたのでしょうか。
【田中】私は 1984 年に森林総合研究所（以下、森林総研）の前身である農林省林
業試験場に就職しました。1987 年から 1990 年までは農林省の熱帯農業研究セン
ター（現国際農林水産研究センター）に出向してインドネシアとフィリピンで、そ
の後 1991 年から 1993 年までは JICA 技術協力専門家としてタイで熱帯造林の研
究に携わりました。当時、熱帯林の減少や熱帯荒廃地の対策として、森林再生は国
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際的に大きな課題でした。1993 年に環境省地球環境総合推進費（以下、推進費）
の温暖化影響評価プロジェクトがスタートし、森林総研もサブ課題の一つを担当し
ていました。タイから帰国した私は当時のリーダーに誘われ、初めて温暖化影響研
究に参加しました。

【高橋】温暖化影響評価プロジェクトでは、将来、気候が変化したら自然林の分布
域がどう変わるかをコンピュータで予測していますが、予測モデルとは別のアプ
ローチでも取り組まれていますか。

【田中】プロジェクトがスタートした頃は、温暖化の影響研究といっても何をテー
マにするか模索から始まりました。当時は人工林の生産力を高める方法や、伐採後
の天然林を自然再生させる方法などの研究が中心でした。プロジェクトでは、気候
条件とフィールド現象の関係を研究することになりました。雪の量の違いが雪田植
物（積雪の多いところで生育する植物）の生育や季節変化にどう影響するか、山地
の樹木の生長量が斜面の向きでどう違うかなどのフィールド研究が行われました。
現在は分布予測モデルを利用した樹木の生育地の変化予測が研究の中心ですが、以
前はフィールド調査が主でした。

【高橋】過去や現在の気象と植生との関係性を調べられたのですね。
【田中】1993 年から 2004 年までは現場の気象と森林生態系との関係を調べました。
ブナの研究でモデルを利用した影響予測は 2004 年からです。モデルによる予測研
究結果は社会的にインパクトがありました。また、地図化してわかりやすく社会に
伝えるというニーズもありましたから、この方向に研究はシフトしました。推進費
のプロジェクトが更新される際に、方向性の合わない研究テーマは淘汰され、ニー
ズの高いテーマが追加されてきました。

■若い研究者の取り組みと東アジアでの共同研究に期待
【高橋】温暖化影響評価研究を始めた頃、温暖化に関連する研究成果は学会等でど
の程度理解されていたのでしょうか。

【田中】地球環境問題は 1990 年後半から生態学会でも話題になりましたが、研究
発表は少なかったです。森林学会、生態学会で気象とフェノロジー（植物季節）の
関係を研究するものはありましたが、将来の気候シナリオに基づいた予測の研究は
ほとんどありませんでした。なかなか生物、生態学の研究者には気候シナリオは受
け入れられていなかったようです。

【高橋】将来の温度の上昇量、降水量について不確実性があるからでしょうか。
【田中】そのとおりでしょう。不確実性があるなかで予測してどんな意味があるの
かと思われたようです。気候シナリオを利用した温暖化の森林への影響予測研究は
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私たちのグループ以外にはなかったので、これまでの研究活動を通して、日本の温
暖化の森林への影響研究の中心的役割を担ってきました。しかし最近は若い研究者
や学生が取り組みだしました。私も大学の指導教官から依頼された学生の研究指導
を常時行っています。

【高橋】若い人たちが田中さんの指導のもとでいろいろなことを学んで今後のキャ
リアに活かしていく一方で、彼らから田中さんが刺激を受けることもありますか。

【田中】学生たちは基礎的な専門知識はあるのですが、研究を完結させるには不十
分な点があります。具体的な研究になると現場の知識が必要ですし、解析の技術や
論文を書く技能が必要です。また、自分の研究の位置を総合的に評価する知識も必
要です。私が学生に不足する部分を指導することで、学生自身が研究を大きく進展
させてくれます。私自身がこれまでやりたかったけれど手をつけられなかったテー
マにも、学生の力で取り組めるようになりました。そういう中から学位を取る学生
が増えて、将来日本の研究を発展させてくれることを期待しています。

【高橋】国際共同研究や研究ネットワークなど、研究を取り巻く状況は変化してい
ますか。

【田中】野生生物の分布予測モデルによる温暖化影響予測研究は、欧米では 1995
年以降にスタートして現在に至っています。日本でも内嶋善兵衛さんや恒川篤史さ
んが 1990 年代前半に先駆的な研究をされましたが、その後研究を発展させる人が
いませんでした。私たちは当時分布予測モデルを知らなかったので、欧米の分布予
測モデルの方法を学んで、植生図や植生調査に基づく分布データを利用して、温暖
化影響予測を行いました。その成果が 2004 年以降に出せるようになりました。一
方アジアを見ると、この分野の研究成果がほとんどありません。ですから東アジア
の研究者とコンタクトを取って、東アジアにおける温暖化影響予測の成果を出そう
と現在努力しています。具体的には、国立台湾大学（台湾）、雲南大学（中国）、国
立生物資源研究所（韓国）などと共同研究を開始しています。

【高橋】社会的条件、自然条件に類似している部分もありますから、結果の比較が
できると研究が広がり発展していきますね。

■温暖化影響予測結果を保全策につなげる
【高橋】田中さんが今まさに取り組んでおられる、あるいは今後取り組みたいと考
えている研究課題のなかで、特に力点を置かれているのはどのような研究でしょう
か。

【田中】これまでに、ブナ林、針葉樹類、ササ類、常緑広葉樹類などについて分布
予測モデルに基づく温暖化影響予測を行いました。これによって、温暖化に対して



CGER-I109-2013,CGER/NIES

83

脆弱な種と地域、また温暖化後も生育域として維持される逃避地が特定できました。
この予測結果を保全策につなげていくことができます。モデルによる生育域予測を
いろいろな種で行い、その結果を論文やマニュアルとして発行したいと考えていま
す。また先ほどもお話しましたが、アジア地域で同様の研究を進めていくことが、
国際的にも温暖化の影響について認識が深まることにつながると思います。さらに
植物に依存して生活している動物との関係がまだまだ解明されていませんから、動
物と植物を含めた温暖化影響予測についても近い将来成果を出していかなければい
けないと思っています。もうすでに準備は進めています。

【高橋】面白い展開になってくるでしょうね。温暖化の影響予測は主としてコン
ピュータを使ったモデルシミュレーションによって行われます。田中さんの場合も
ブナをはじめとした自然林の各種樹種の適域推定モデルを開発され予測に用いてお
られますが、その開発・改良にあたって大事にされていること、気にかけているこ
とはありますか。また、モデル開発にあたっての、研究室での作業とフィールドで
の調査・観測等の比率はどの程度ですか。

【田中】広域の影響予測を行うので、　すべてのデータを自分一人でとることはでき
ません。植物に関しては、植生図データや私たちが作成した「植物社会学ルルベデー
タベース」（http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/prdb/index.html）をシミュレーショ
ンに利用します。モデルによる解析結果がフィールドで矛盾がないかを確認するた
めに、重要な現場に行って確認作業を必ず行うようにしています。その確認作業と
同時に植生調査も実施して、植生データをさらに蓄積するようにしています。

【高橋】「植物社会学ルルベデータベース」というのはどのようなものでしょうか。
【田中】植物社会学の一定の手法で現地調査された植生調査区（ルルベ）の種組成デー
タを収集してデータベース化したものです。温暖化影響評価を進める上で必要なの
で、1993 年から作り始めました。まず関東と甲信越地域のブナ林について既存文
献の植生調査データを電子化する作業を行いました。次いで、全国のあらゆる植生
タイプの調査結果の電子化を進め、2007 年頃に全国版が完成しました。その後も
データの追加・修正作業を行っています。

【高橋】現場での調査ではなく、文献等既存のデータを利用したのですね。そのデー
タベースは外部の人たちが共同利用できるのでしょうか。

【田中】プロジェクトの成果として得られたものですから温暖化影響研究への活用
を優先し、利用申請があれば共同研究ベースで提供しています。

■白神山地のブナ林の価値を維持するために
【高橋】2008 年 5 月に環境省の推進費 S-4「温暖化の危険な水準および温室効果ガ



84

ス安定化レベル検討のための温暖化影響の総合的評価に関する研究」の研究成果を
発表したところ、翌日の新聞で「白神のブナ 2100 年消滅も」という報道がされま
した。世界遺産ということもあり、白神山地のブナ林は注目度が高いと思います。
最新の状況を少し教えて下さい。

【田中】ブナ林の成立に適する適域の面積は、2081 年～ 2100 年で非常に気温が
上がるシナリオですと現在の 0％に減少してしまうというショッキングな結果にな
りました。ブナ林の価値で世界遺産地域に指定された白神山地であるのに、適域が
遺産地域から消失してしまうということです。今後重要なことは、脆弱な地域でど
のようなことが進行しているかをモニタリングにより明らかにして、保全策を作っ
ていくことです。白神山地以外にも、日本では自然遺産として、知床、小笠原諸島、
屋久島が指定されています。いずれもきちんと保全されているかどうかを定期的に
ユネスコに報告する義務があります。ユネスコと国際自然保護連合（IUCN）から
は評価コメントとアドバイスをいただいています。その中で、どの世界遺産につい
ても必ず温暖化影響の評価と適応が課題として挙げられています。日本国内では、
利害関係者の調整をして合意形成をする「連絡協議会」と、連絡協議会に科学的な
アドバイスをする「科学委員会」が設置されています。私も委員になっている白神
山地の科学委員会は 2010 年 7 月に設置されたばかりですが、まず実際にどうい
う変化が起こっているのかを知るため、気象や生物のモニタリングについて検討し
ています。委員会活動を通して、私も研究成果に基づいた提案をしていますが、こ
んなことは 10 年前には想像できなかったことです。

■若い研究者に：現場を見てほしい、研究成果を社会に活かしてほしい
【高橋】最後に自然生態系の保全にかかわる研究に取り組んでいる若手研究者に対
して、伝えたいことは何でしょうか。

【田中】コンピュータによる予測研究も大切ですが、研究対象が生態系という現場
ですから、是非現場を見ていただきたいと思います。私は大学院生のときに森林に
興味をもち研究を始めましたが、自分が現場について何も知らないことに気づき、
山に登り出しました。それで森林への理解も深まりました。現在、森林総研ではい
ろいろなデータを解析して論文や報告書を書いていますが、現場の経験があるから
解析法の正しい選択や解析結果の正しい解釈ができるのです。就職してからもいろ
いろな機会に世界各地の森林を観察してきました。東南アジア（フィリピン、タイ、
マレーシア、ミャンマー、インドネシア）や南アジア（インド、ネパール）、北オー
ストラリア、南米アマゾンなどの熱帯林、ヨーロッパ、北米、ニュージーランド、
極東ロシア、南アフリカなどの温帯林などを訪れました。この経験は、世界の中か
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ら日本の森林を理解することに役立っています。また、文献からの知識だけでなく、
現場経験に基づく評価ができるようになりました。

【高橋】専門家・研究者と一緒に山に行くといろいろなお話を聞くことができます
し、研究者同士で情報交換もできます。若い人にとってもいい経験になるでしょう
ね。私も 2010 年にブナの調査に参加させていただき、いい体験をしました。

【田中】もう一つ伝えたいのは、自然生態系の研究のゴールは保全の達成です。研
究ではデータの解析を通して論文化することが不可欠ですが、論文がどう最終ゴー

ルにつながるかを意識することが重要と思いま
す。もちろん、論文が多く出されることで科学
的な根拠が増えるので、論文が重要なことは言
うまでもありませんが、さらに研究成果を社会
的に活かしていくことが、研究者にとっても社
会にとっても価値があります。私は、大学院時
代にお世話になった植物生態学の大学者である
故沼田真先生の次の言葉を座右の銘としていま
す。「学者は業績をアカデミズムの自己満足にと
どめず、社会の求めにつなぐように行動してほ
しい」。

　奥日光の植物調査で、

亜高山帯コメツガ自然林

を踏査中。このように現

場に行くことによって、

研究対象の生態系や地域について総合

的な評価が可能になります。生態学的

知識があれば、現場の多くの現象が理

解でき、多様なアイデアがわいて、飽

きることがありません。
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KAZAMA             so
さん風間  聡風間  聡

1966年　大阪府高槻市生まれ

1995年
　東北大学大学院
   工学研究科
   博士課程修了．
   同年筑波大学
   構造工学系講師

1997年
　JICA専門家として
   アジア工科大学院
   助教授（2年間）

1999年
　東北大学大学院
   工学研究科准教授

2010年より　現職
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＊このインタビューは 2012

年1月20日に行われました。

■雪から広がった研究の
ネットワーク

【谷本】風間さんのご専門
は「水文学・水環境システ
ム研究」ですが、どのよう
なきっかけでこの分野を選
んだのか。これまでどのよ
うな研究をされてきたの
か、などを教えてください。

【風間】私は学生時代にノルディック複合の競技スキーをやっていました。雪の研
究をしている研究室があり、実測に行かせてもらえるうえにスキーができるという
のが魅力で、その研究室に入りました。リモートセンシング（以下、リモセン）が
ブームになる直前の 1987 年～ 1989 年頃です。当時東北大学では米国海洋大気局
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（NOAA）の衛星の受信設備があって、時系列で衛星データを使えるという強みが
あり、人工衛星データで雪の量を確認することに夢中になりました。そのうちスキー
がなくてもリモセンだけでも面白くなってきて、水の循環や蒸発なども把握しない
と雪の量がわからないので、水資源や水文学にどっぷりつかってしまいました。

【谷本】その後筑波大学に移られましたが、筑波大学での研究テーマは何ですか。
【風間】リモセンで蒸発と流出を推定しました。FAX で送られてくる気象衛星「ひま
わり」の画像データを使い、降雨量などについて、バングラデシュなど途上国を対象
に行いました。植生活性度の強弱から蒸発散がどれくらいあるかなども研究しました。
その後、タイのアジア工科大学院（AIT）に行きました。バブル崩壊後、国内での事
業を縮小し、国土交通省や農林水産省が東南アジアでタイの治水やメコン流域の開
発など大きいプロジェクトを展開する動きがありました。当時私は AIT におりました
が、いろいろな専門分野の人が集まってきて、とても楽しい時期でした。水質や経済
の専門家と一緒に研究を行い、私の研究にとても大きな影響を与えてくれました。

■水文モデルを利用して経済効果や河川環境を表現
【谷本】風間さんは野外観測からモデル計算まで多くのツールを用いてプロジェク
トに取り組まれていますが、現在、特に力を入れて取り組んでおられる研究課題は
何でしょうか。研究の方向性や位置付けなどと併せて教えてください。

【風間】気候変動の関連で進めている生態系、水災害、雪・水循環という三つのテー
マはばらばらですが、中心になるのは「モデル」です。水文モデルを利用し、いろ
いろな分野を表現するということです。水の存在が生態と関係があるというのは昔
から言われており、生態学の専門家は研究を進めていましたが、水が専門分野の私
は、モデル出力の流速や水深から生物生息域を推定することを目指しています。気
候変動の水文モデルでは、雨の降り方による氾濫を予測します。現在はもう一歩進
めて、経済モデルを入れ、治水の経済効果や洪水の被害額について展開しています。
雪は学生時代からのライフワークになっていますが、いろいろなモデルを介して、
雪の貯留量がダムのいくつ分に相当し、それが何円の効果になるのかなどについて
も研究しています。プロセスを研究していましたが、研究はどんどんアプリケーショ
ンに移ってきて、金額やリスクに直して表現しています。

【谷本】水域の「生態系」に取り組まれたことに私は興味をもちました。あまり研
究されていない分野ではないでしょうか。

【風間】最近ブームになりつつあります。工学の分野では興味をもたれて予算もつ
きますが、生態系の専門家からは、そんなに簡単なものではないと酷評です。

【谷本】私の専門の大気化学でも化学専門と物理専門の人がいますから、だいたい
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状況は理解できます。風間さんはモデルだけではなく、DNA 解析もされていますね。
【風間】DNA 解析は、水文のモデルから出てくる水のパラメータが遺伝子の交雑具
合に影響するのでは？という仮説を調べるために行っています。河川環境の評価を
するとき、かつては生物化学的酸素要求量（BOD）などを指標としていましたが、
最近はある種の生物量やバイオマスを測ってどれくらい河川が豊かを見ます。また
生態系の健全性を判断するときにすべてを調べるのは大変なので、一部の場所の生
物相や遺伝子を調べれば、全体の河川環境を評価できるだろうということです。河
口は汽水なので複雑ですから、少し上流で調査します。モデルをもっと発展させる
と、水文モデルから出てきたいくつかのパラメータが流域全体の環境を表現できる
だろうと思っています。DNA 解析の分野は海外で進んでいますから、ドイツなど
に学生を派遣しています。私たちはモデルをもっていますが生物学の専門知識が不
足しているので、共同で研究を進めています。

■メコン河洪水の便益は被害より大きい
【谷本】「生態と水環境」のテーマで栄養塩や水感染症との関係を探る研究もされて
いますね。

【風間】メコン河をフィールドにしています。水文モデルを使って病原性大腸菌が拡散
していく姿を表し、患者数のデータとうまく結び付けられないかと研究を進めています。

【谷本】メコン河を研究のフィールドに選んだのはどういう理由からでしょうか。
【風間】2000 年にメコン河で大洪水があり、調査に出かけました。都市部では人
が亡くなったり工場が流されたりして洪水はやっかいな問題ですが、都市から離れ
たところでは歓迎されていました。水がくれば魚が捕れるので収入になりますし、
交通に船を使えるからです。また、地下浸透した水は地下水として貯留でき、乾季
のときに井戸水を使えます。水道水としても機能しています。さらに自然灌漑となっ
ていて、村では氾濫した場所から田植えをし、ちょうど水がなくなる頃稲刈りをす
るというサイクルになっています。「被害」は赤十字などがしっかり調べますから、
私は経済の専門家と一緒に「便益」を調査しました。ありとあらゆる便益を計算し
ていくと、2000 年当時で洪水被害より一桁大きいくらいの得があるということが
わかりました。これは NGO などから大変面白い結果だと感謝されました。土地の
人たちは、過去から毎年起こる氾濫に「適応」しています。その適応を調べれば、
被害を抑えることができますから、工場をどこに建てたらいいかを提案しました。
感染症のリスクも計算するよう要請されました。氾濫時には窒素・リンなどの栄養
塩をもたらしていると思われるので、現在はそれを調べています。つまり、氾濫の
リスクと効果、便益を調べています。東南アジアではメコン河流域だけではなく、
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都市住民と地方の人の洪水に対する受け止め方はまったく違います。これは気候変
動への適応のヒントになると思います。

【谷本】おっしゃるとおりですね。また、洪水の便益という発想や地元の人の受け
止め方は面白いですね。

■温暖化の影響をわかりやすい指標で示すことが大事
【谷本】温暖化研究の分野で、今欠けていると思うこと、重要だと思うことはありますか。
【風間】さまざまなプロジェクトが進んでいて隙間がなくなりつつありますね。しか
し、温暖化の影響で洪水が何ｍになるとかブナ林が何㎢なくなるといっても、一般
の人がピンとこないのではないでしょうか。わかりやすい指標で説明することが必要
だと思います。私は現在、経済の専門家と一緒に研究を進めており、「○○円の損害
になる」などと表現しています。こういうものを災害だけではなく農業や感染症など、
温暖化問題全体として示していければと思っています。災害は起こってから何かを
するということが多いですから、あらかじめこれくらいの被害額が予想されますと示
しておくことは大事です。かつては国土交通省とか事業発注者がそういう計算をし
ていたのですが、研究者が客観的な解析をするのは良いことだと思います。意思決
定は政策決定者に任せますが、研究の成果をどんどん出していくのは重要です。

【谷本】いろいろな研究やさまざまな分析があれば、幅広い、また確率の高いもの
ができてきますね。私は数十億円の損失と言われるより、消費税が△％上がるなど
身近なものに例えてもらえるともっとわかりやすいと思います。

【風間】確かにそうかもしれませんね。そういう点で、より工夫が必要ですね。気
候変動問題は気候変動に関する政府間パネル（IPCC、p63 豆知識参照）第 4 次評
価報告書（AR4、2007 年）のときに注目されましたが、少し衰退してきているの
ではと危惧しています。東日本大震災や原発事故があるとそういうものに集中的に
対応しなければなりません。一つが注目されていれば他のリスクは目をつぶってい
ていいというわけではありませんから、気候変動に関心をもち続けてもらえるよう、
研究者も考えなければなりません。

【谷本】地球温暖化問題と原発問題は、どちらかではなく、どちらも大切です。

■選択肢のなかから優先度をつけた防災と復興を
【谷本】2011 年の東日本大震災は巨大地震と原発事故でした。一方、タイで大洪
水が起こるなど、水災害も世界中で頻発しているように思います。専門家として感
じることは何でしょうか。

【風間】防災と復興が同時進行で行われていますが、明確にどうしたらいいとは誰
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も言えません。一つはお金があるかどうかです。国のお金が十分にあればいいので
すが、人口もお金も減っていくなかでどのくらい対策をすればいいのか？と皆が悩
んでいます。私が勤務する東北大学も震災で校舎がつぶれてしまい、一時会議室に
詰め込まれ、今はプレハブに引っ越しました。しかし、大学全体ではプレハブの建
設は遅れています。というのはまず仮設住宅の建設や小学校を優先的に進めている
からです。予算に限りがあるなかでは、いくつかの選択肢のなかで優先度をつけな
ければなりません。それを明確に言える根拠、理由があればいいのですが、なかな
か言えないですね。

■文理融合は理系からアプローチ
【谷本】昨今の災害には、天災に加えて、現在の社会システムや政治体制が対応で
きないなど人災が要因であることも多いように思います。自然科学者と社会科学者
が知見を併せて、それを社会に活かす仕組みの重要性を痛切に感じますが、この点
についてご意見はありますか。

【風間】震災後、災害の研究依頼がたくさんありました。みな自分自身の研究があり、
時間もお金も人的資源も限られているなかで進めていくのは大変です。2012 年春、
東北大学に災害科学国際研究所が創設されます。これは文理融合の組織ですが、マ
ネジメントは大変だと思います。気候変動についても同様ですが、マネジメントを
きちんとできる人を雇用してほしいと思います。

【谷本】文理融合についてはどう思いますか。
【風間】かつて榧根勇先生（元筑波大学地球科学系教授）は、文理融合は理系から
行わないとできないとおっしゃっていました。私もその言葉に多少影響を受けて、
水文のモデルについても、経済の専門家にこちらから積極的に連絡をとって共同研
究を進めています。水は他の分野と比較的親和性があり、洪水があったときに住民
の意識がどう変わるかなど文系の専門家と共同研究しやすいです。

■若い人たちへ：五感で得た知識や経験をもとに研究テーマの展開を
【谷本】多くの学生を指導されていますが、学生と接していて何か感じることはありますか。
【風間】学生と話をすると研究者は面白そうだから、研究者になりたいと言ってく
れます。文系と理系の学生が所属する環境科学研究科でも授業をしますが、気候変
動の研究については、特に文系の学生の方がとても興味をもってくれて、将来研究
者になりたいと言います。気候変動は幅広い分野にわたっていますから、若い人が
とても関心をもっています。

【谷本】いろいろな専門分野の人がさまざまなアプローチで貢献できるのがいいと
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ころですね。
【風間】みんなが発言できます。気候変動問題が盛り上がっている要因の一つだと
思います。

【谷本】最後に次世代を切り拓いていく若い研究者に伝えたいことは何でしょうか。
ご自身のホームページでは「研究室というより体育会系サークルか部活です。研究
だけしていてはだめです。良く遊び良く学び議論する！」と書かれていますが、詳
しくお聞かせください。

【風間】「良く遊び」というのは、屋外に出て、五感で楽しんでほしいという思いが
あります。山に行き、目で見えるものや渓流のにおい、風を感じたり、飲んだ水の
味などいろいろなもので自然現象を感じてほしいのです。頭の中で現象を組み立て
たり新しいアイデアを出したりするために必要だと思っていますし、体感して知識
や経験が増えてくるとそれが将来役に立つと思います。私の研究室の隣は海岸工学
の研究室で日頃からコミュニケーションをとっています。若い学生は自分の専門だ
けやる傾向がありますが、いろいろな分野の人と関係をもって幅広い知識を得てほ
しいと思います。

【谷本】専門分野を追及するのと同時に知識を広げるということですね。かつて得
た知識が育ってきて、自分自身の研究テーマが展開してくるというのはまさに風間

さんのスタイルかもしれませんね。そう
いう人が出てくるといいですね。

【風間】いろいろな人とのネットワーク
ができてくるとメリットがあります。機
会を逃さないようにしてほしいです。少
し頑張ればもっと違うものが見えてくる
はずです。

　

　右の写真は船を借り上げたプレイベ

ン県（カンボジア）氾濫原水質分析。パッ

ク試験で大腸菌群を測っているところ

です。
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＊このインタビューは 2012

年 5 月 8 日に行われました。

■温暖化による被害の定量
化が重要

【三枝】沖さんのご専門は
グローバルな水循環、水循
環モデリングですが、地球
温暖化問題に対して重要と
思われる課題についてお聞
かせください。

【沖】水循環、水マネジメ
ントに関しては、温暖化影響の経済的価値、被害推計の定量化を進めなければいけ
ないと思っています。例えば温暖化の影響で自然現象としての洪水や干ばつの回数
がどう変わるかといった研究はたくさんありますが、それが社会にどれだけの人的・
経済的影響を与えるかを明らかにする研究が世界的に不足しています。浸水する家
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屋の数や洪水による被害額が具体的にどう変わるかなどはほとんどわかっていませ
ん。干ばつや渇水についても同様です。水不足や気温の上昇が農作物の収穫量をど
れだけ減らすかは地域によって違います。こうした研究は、今後温暖化がますます
進行したときに発生する問題に対してどれくらい投資すればどれくらい被害を減ら
すことができるかという適応策の立案だけではなく、現在でも生じている災害に対
するリスクマネジメントを考える際にも役に立ちます。

【三枝】洪水、浸水、干ばつなどによって失われる価値や経済的波及効果を定量化
する上で、難しい課題は何ですか。

【沖】浸水深と被害額を関係づける手法は現在でもあります。しかし一日に 200 ミ
リの雨が降っても、沖縄と北海道では被害の程度が違います。そういうところを研
究しなければなりません。

【三枝】地域によって違いがあるということですね。国内だけでなく、日本と海外
とでも違いますね。どのように研究を進めていくのでしょうか。

【沖】データがそろっていて扱いやすい日本からまず進めます。手法を日本で開発し、
海外で情報が足りない地域にもなんとか工夫して応用できるようにしたいと思って
います。例えば、内水被害（河川から氾濫するのではなく、市街地に降った雨が低
い方に流れて排水が間に合わず浸水を起こす被害）という洪水被害の生じ方があり
ますが、将来の気候条件下で内水被害がどうなるかを推計すると、どの気候モデル
によって算定された降水量を使うかで結果が違ってきます。内水被害の予測には極
端に強い雨がどこでどれだけ降るかが最も重要な情報ですので、そうした極端現象
が生じる場所を気候モデルがどう計算するかによって、結果が変わってしまうので
す。

【三枝】将来の降水量の空間分布を予測すること、極端現象がどこまで極端になる
かを予測することが非常に難しい問題なのですね。

【沖】気候モデルを高解像度化することと、アンサンブル（条件を変えて将来気候
を複数回推計すること）数を増やすことの両方をバランスよく進める必要があるの
です。どんなに高解像度の結果があっても、1 回の将来推計だけだと、極端現象が
計算された地域で本当にリスクが増大するのか、それとも単にその計算でたまたま
その地域で極端現象が生じたのかわからないからです。高解像度化を犠牲にしてで
も、アンサンブルの数を増やして、めったに生じない現象の頻度がどの程度変化す
るかの将来推計の不確実性を減らすべきだと思います。細かくダウンスケーリング
して各地域でどうなるのかを詳細に知るのは平均値に関してはいいと思いますが、
極端現象についてはよく考えないと無駄なことをしているような気もします。

【三枝】気象庁では 30 年に 1 回程度の頻度で起こる極端な現象を異常気象と呼び
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ますが、例えば異常気象によって経済的な被害を受ける確率がどの程度であるとか、
その確率が将来どう変化するとか、そういう評価をすることができるようになりま
すか。

【沖】30 年に一度の極端現象といった基本的なデータをどう使うかという議論が進
んでいないので、定量的な影響の評価はまだまだ足りませんが、できるようにぜひ
研究を進めたいと思います。ただ、雨量、河川流量、土壌水分量、干ばつの頻度と
いった物理量が温暖化でどう変化するかを予測する研究は多いのですが、それらが
社会にとってどういう意味をもつかという影響評価に関する研究は、基礎式や自然
科学的に確立した手法があるわけではないですし、一般的・普遍的な法則や発見が
見出されるわけではなく、時代・地域に固有な結果が経験的に得られるだけなので、
純粋な自然科学系の研究者はやりたがりません。そのため、影響評価に取り組む研
究者が足りないのが問題です。
　温暖化が進行した際に被害に遭う可能性が増えるかどうかは災害に対して社会が
どのくらい準備しているかによっても違ってきます。東日本大震災は甚大でしたが、
防災に向けた長年の努力により 100 年前に比べるとわれわれは自然災害により被
害を受けることが相対的には減りつつあります。現在の問題を解決する努力もきっ
と実を結びます。その努力は温暖化対策だけではなく、防災やエネルギーの有効利
用にもつながっていくでしょう。
　温暖化問題だけを解決すればいいわけではありません。私は研究機関などがこれ
まで温暖化問題にやや軸足を置きすぎたのではないかと思っています。生態系の変
化、水質や大気汚染の問題などもまだ解決したわけではありません。そういう全体
像を見ましょう、全体としていい社会をつくりましょうという方向に現在進みつつ
あるように思います。そうした中で、世間の動きをうまく利用しつつ自分達の研究
の大切な部分を忘れずにやっておく、伸ばしていくことも大事でしょう。温暖化と
水は密接に関連していますから、温暖化に関連した研究をしつつも水特有のトピッ
クも忘れずにやるということをこれまで考えてきました。

■河川モデルの精度を上げてグローバルな水循環をより現実的に再現したい
【三枝】沖さんにとって最も大事な研究は何でしょうか。
【沖】グローバルな水循環そのものの研究が面白いと思っています。地球上のどこ
にどれだけ雨が降るか、全体の降水量はどれだけかといった数字を眺めるのが大好
きです。世界の陸地への降水量は年間 11 万㎦ 程度ですが、そのうちどれくらいが
雪として降っているかなんてことを知りたくありませんか？　雪として降る割合は
10％くらいだと推計されていますが、それが正確には 5％なのか 20％なのか、そ
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ういうことをきちんと知りたいと思います。また、日本で普通だと思っている雨の
降り方とはまったく違う降り方をする地点が地球上にはたくさんあるのです。そう
いう場所では、季節の感じ方や雨の感じ方も違います。

【三枝】どういうきっかけでグローバルな水循環に興味をもたれたのでしょうか。
【沖】大学の卒論のテーマは雨でした。所属していた研究室は河川水文学が専門で、
川の水の流れや洪水・渇水の研究をしていました。上の先生（小池俊雄東京大学教
授）が雪の研究をしていらしたので雨を研究することにしました。洪水や渇水の原
因をつくるのは雨ですから、元を知ることが大事だと思ったのです。そして気象の
勉強をしなければいけないと思い、修士課程では他学部ですが地球物理学の講義等
を受講しました。そのとき増田耕一先生（当時東京大学助手）によるグローバルな
水循環のゼミがあり、それがとても面白かったのです。地形性豪雨の研究などもし
ましたが、豪雨といっても結局はグローバルな大気の流れがあって、それが総観場
を決めて豪雨の発生を左右しているということで、やはり元を知ることが大事だと
思いました。
　ところで古典的な河川水文学では、降雨によってどれくらいの洪水になるかを推
計するのが大事です。シンプルで概念的なモデルでもパラメータをうまく調節する
と河川流量をぴたりとシミュレートすることができます。合えばいいというもので
はありませんが、合わないとエンジニアリング的には役に立ちません。パラメータ
の調節はあまり気持ち良くはないのですが、地球上のどの川にでも当てはまるパラ
メータが見つかるならば、経験的に決めたものであってもそれはそれで価値がある
のではないかとも思いました。
　そこで、地球上どこにでも当てはまる方法を見つけたいと思って研究を進めてき
ましたが、最近では、私の研究室を 2012 年 3 月に卒業した山崎大博士などはア
マゾン川の洪水氾濫やメコン川の逆流によるトンレサップ湖の面積の変化を再現す
ることにまで成功しています。
　気候モデルと組み合わせて世界の大河川の流量シミュレーションをする際に、以
前は流速を一定にしていましたが、流速に変化をもたらす水深と勾配をモデルで考
慮するとさらに正確に再現できることもわかりました。これまでは地形データの不
完全性がありうまくいかなかったのですが、誤差を補正し、川底ではなく水面の勾
配の効果を入れ、さらに氾濫も表現することでより現実的な再現が可能となってい
ます。

【三枝】モデルで流速などを正確にすればするほど現実に近い流量が再現できるよ
うになるのですね。ほかにも重要な課題はありますか。

【沖】基礎方程式も大事ですが、地形や土地被覆など水循環の環境場の正確な把握
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も極めて重要です。また、これからは水温も予想して、春先に北極海に向かって流
れるシベリアの河川の中の氷を再現できるようになるのが楽しみです。例えばロシ
アのレナ川では融雪によって春先に流量がピークに達するのですが、モデルで計算
するとどうしても流量が多くなり過ぎてしまいます。これについては世界中のライ
バルのグループも解決できていません。現実には、春先に南の方（河川の上流）で
融雪が始まっても、北方の河口付近ではまだ凍結していて、いわゆるアイスジャム

（河氷や海氷が集積し滞留する現象）による氾濫が生じているのが理由かもしれま
せん。そういうところまでわかるようになると面白いなあと思います。

【三枝】私は、森林の二酸化炭素吸収量にかかわる研究をしていますが、大河川の
結氷や融解が再現できるようになると、グローバルモデルによるシベリアの森林に
よる炭素収支・水収支の推定精度も上がるかもしれませんね。また、凍土の凍結融
解も年によって変動が大きいので把握が難しいです。

【沖】凍土の凍結融解が北方の広域水循環にどういう影響を及ぼしているのかに関
してはまだわからない点がいっぱいあります。きちんと観測するのも大事ですね。

■学術的に重要な研究は社会の役にも立つ
【三枝】いま、世界の研究者が、地球規模で持続可能な環境や社会をつくるために
どのような研究を行う必要があるか、また、研究者のコミュニティはどうあるべき
かなどを議論していると思います。このような世界の動き、特に Future Earth（未
来の地球 : 地球規模の持続可能性についての研究）といった新しい地球環境研究の
枠組みについてどのように感じていらっしゃいますか。またこのような議論の中で、
沖さんご自身はどのような研究に取り組んでいきたいとお考えでしょうか。

【沖】持続可能な環境や社会のための研究をしたいと本気で考えている研究者は本
当にたくさんいるのでしょうか。一般の人と比べて多いのでしょうか。私はその点
に少し疑問をもっています。地球環境に問題があるから、将来こういう危機が起こ
る可能性があるからといって、危機感をあおるようにして研究費をとろうとするの
はよくありません。そういうことをしなくても、研究を進めた結果わかってくるこ
とは必ずや社会の役に立つでしょうし、知るということ自体も非常に興味深いもの
です。危機ではないことにもみんなが興味をもってくれて、マスコミが取り上げて
くれて、研究費もつくかというとそれは難しいのかもしれませんが、それでも日本
には幸い、学術的に大事な研究に対して支援する仕組みはあると思っています（文
部科学省・科学研究費助成事業など）。
　また、Future Earth などの新しい研究の枠組みは、国際的に議論されてきたとは
いえ、概ねヨーロッパの研究者によって構築されてきたように思います。その背景
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には、彼らにとって、少なくともこれまでは、ヨーロッパの国々の間での議論や共
同研究はそのまま国際的な議論であり国際的な共同研究であったという状況がある
と思います。われわれはそういうことをわかったうえで対抗していかなければなり
ません。また、論文発表でも負けないようにすることが大事です。ヨーロッパがア
フリカでやるなら日本はアジアでというのは、セクショナリズムというか、安全な
ところに逃げているように思います。そうではなく、研究は地球規模で進めたいと
考えています。

■一人ひとりが問題を提起し、実践を
【三枝】最後に、読者のみなさんにひとことお願いします。研究者をめざす若手の
みなさんへのメッセージもぜひお願いします。

【沖】いま何が研究課題であるかをきちんと自分から提起し、それに対してどの
ような取り組みが必要であるかを提案できる準備を普段からしていなければいけ
ないと思います。それは学生であろうと経験を積んだ研究者であろうと、一人ひ
とりがしなければなりません。また、多くの人から受け入れられるには、問題提
起や提案を行うだけではおそらく難しいでしょう。研究として実践してみせて初
めてみんながついてくるようになると思います。いま私たちが生きている時代は
Anthropocene（アンソロポシーン、人新世 : 地質学的な年代を表す新しい用語で、
人類が地球規模で環境を変えている時代を意味する）と呼ばれています。しかしそ
の考え方が出てくる前から、人間活動を入れた水循環モデルの開発が進められてき
ました。そういう視点と実践が必要です。かつての学問では、人間活動の影響を含
まない領域での真理の追究が主流でした。ところが、現実の環境は人間活動の影響

を受けて既に変わっています。現状がど
うであるかを知り、今後どうなっていく
かを予測するには、人間活動を含むモデ
ルを使ったシミュレーションでなければ
なりません。口で言うだけではだめです。
実際に研究として実践してみせて、確か
にそれは大事かもしれないと思ってもら
う必要があります。
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　2011 年に大規模な洪

水が起こったタイにおいて 2011 年 12

月に開催されたシンポジウムで、「洪水

から何を学び、将来の温暖化に伴う水環

境の変化にどう適応するか？」を講演。



CGER-I109-2013,CGER/NIES

99

III.
地球温暖化
関する研究者

蟹江憲史さん      （専門分野：地球環境ガバナンス）
松橋隆治さん      （専門分野：地球温暖化対策の研究）
高村ゆかりさん   （専門分野：国際法・国際環境法）
櫻井啓一郎さん   （専門分野：太陽光発電の普及政策）
植田和弘さん      （専門分野：環境経済・政策学）
増井利彦さん      （専門分野：環境システム工学）
馬奈木俊介さん   （専門分野：環境と資源の経済学）
ソバカル ダカールさん
                        （専門分野：
　　　　　　　　  エネルギーと炭素システムの分析）

対策に
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＊このインタビューは 2009

年5月29日に行われました。

■インドネシアでの体験か
ら国際政治を志す

【江守】蟹江さんは国際政
治や国際制度をご専門にさ
れていますが、まず、現在
の研究テーマとそこにいた
る道筋についてお話してい
ただけますか。

【蟹江】地球温暖化対策の
国際的な将来枠組みの制度設計が現在の研究テーマです。将来枠組みには、各国政
府だけではなく企業、NGO、科学者などさまざまなアクター（注 1）が関与してい
ます。それらがどうやって問題解決を図るかという「環境ガバナンス」の問題に最
も関心をもっています。もともと国際政治が専攻でしたが、博士課程の学生だった
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1997 年に京都で気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3、締約国会議につい
ては p107 豆知識参照）が開催され、大きなことが決まりそうだなと関心を抱いた
のがきっかけで、気候変動（温暖化）問題に興味をもちました。また、当時留学し
ていたオランダでは気候変動問題が重要視されていたので、オランダを中心とした
EU 外交と多国間外交が京都での COP3 でどうリンクしたかを見ていました。

【江守】オランダでの研究生活で日本との違いを感じたことはありますか。
【蟹江】「垣根が低い」と感じました。柔軟性があり、広範囲の科学者と政策担当者
が一緒に考えていくシーンが多々ありました。日本ではあまり考えられませんが、
専門の研究者が官僚になっているケースもたくさんありました。

【江守】そもそも国際政治を志したきっかけは何だったのでしょうか。
【蟹江】実は父の仕事の関係で小学 3、4 年生の頃インドネシアに行きました。イ
ンドネシアでは自分と同じ年くらいの子どもがいる親が道ばたで物乞いをしている
姿を見ました。一方、先進国から来た私たちは友だちの家に行くにも車を使ってい
ましたから、当時は非常に格差がありました。インドネシアでの経験から将来は国
際的なことに従事したいと考えました。

【江守】現在共同で研究を行っているのはどんな人たちですか。
【蟹江】大学時代、西岡秀三先生は指導教官の一人でした。先生のお陰で、亀山康
子さんをはじめとする国立環境研究所の研究者と共同で研究できる機会をもてたの
は非常に幸運でした。大学は一人で研究することが多いのですが、私はみなで議論
して研究するのが好きです。

■文理融合した問題解決型の学問・研究を目指して
【江守】ところで蟹江さんの所属する「価値システム専攻」というのは面白い名前
ですね。「価値」というと科学から遠いところにあるものという感じがします。価
値そのものを科学的に扱うということがとても新鮮に思えます。

【蟹江】価値システムというのは、文理融合した問題解決型の学問・研究です。価値
は人文、システム科学は理系で、その間に社会科学があると捉えています。東京工
業大学は理系がベースでしたが、文学、人文社会学など一般教養があり、大学院に
改組されたときにできたものです。なかなかユニークで著名な人がいて面白いですよ。

【江守】私の出身の学科（東京大学教養学部基礎科学科第二、現広域科学科）も同
じように教養の先生たちが作った学科です。理系の学科ですが社会の問題を取り扱
えるようなシステムサイエンスを基盤にしていますから、割と早い時期に文理融合
を目指した例です。お話を聞いていると私が学んできた環境と似ているようですが、
蟹江さんのところでは文理がうまくかみあっていますか。
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【蟹江】はい。21 世紀 COE プログラム（注 2）に研究プロジェクト「エージェントベー
ス（注 3）社会システム科学の創出」が採用されたのがいいきっかけになったと思
います。私はエージェントベースというものを知らなかったのですが、勉強会など
を開催して進めてきました。

【江守】エージェントベースというのは、一人ひとりのプレイヤーがどういう意思
決定をするかをモデリングして、その相互作用を見ていくものですか。

【蟹江】そうですね。分散的にいろいろなエージェントがいて、それがさまざまな
相互作用を繰り返して何らかの形になっていくものです。現実の問題解決にどれだ
け役立つかわかりませんが、理論上はとても面白いものです。

■次期枠組み－先進国は国別目標を、途上国は全体で数値目標を
【江守】京都議定書（p125 豆知識参照）の第一約束期間が終わる 2013 年以降の
国際枠組みについてお話をうかがいたいと思います。衡平性についていくつかの考
え方があり、それに基づいて計算すると排出削減を国ごとにどれくらい割り当てな
ければならないという蟹江さんの研究を拝見しましたが、最近、メインにやってらっ
しゃるものですか。

【蟹江】私の研究はそのような計算よりも、本来は記述的なものが多いですね。あ
る国がその国の政治的コンテクストのなかで意思決定したからこういう衡平性を望
んでいる、というようなものです。技術移転について、クリーン開発と気候に関す
るアジア太平洋パートナーシップ（APP）のような国連外の枠組みと国連の枠組み
をどうリンクするのかにも興味があります。環境ガバナンスの動向は国だけでコン
トロールできないものなので、多様なアクターのネットワークを利用すべきでしょ
う。その場合の、アクター同士の望ましい関係のあり方にも関心があります。

【江守】交渉プロセスを研究する研究者のなかでも、蟹江さんは特に多様なアクター
に注目しているということですね。では、具体的に次期枠組みはどうあるのが望ま
しいと個人的にお考えですか。

【蟹江】先進国は国別目標をもつべきだと思います。そして、科学とリンクしなが
ら、科学的結果によって目標も変わる柔軟性が必要です。また、長期的目標と中期
的目標をしっかりもつべきです。途上国は、なりゆき（ビジネス・アズ・ユージュ
アル、削減対策を行わない）シナリオを基準にした削減目標という考え方もありま
すが、なりゆきシナリオの作り方で目標が変わるので、難しいと思います。途上国
全体でどのくらい緩和すべきという数値目標を作成するべきでしょう。努力の評価
システムを作れば、実現が難しい数字であってもいいと思っています。環境問題の
解決には政策も含めたモニタリングが必要です。
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【江守】原単位目標（注 4）についてはどうでしょう。
【蟹江】原単位目標を用いる場合、経済活動量と温室効果ガス排出量という二つの
数値を組み合わせる必要があるので、数字の信憑性という意味からあまり好ましく
ないのではないでしょうか。先進国と同じような指標を使って、よりゆるいターゲッ
トを設定し、排出削減を達成できたらインセンティブを与えるのがいいと思います。

【江守】ムチなしで飴だけということでしょうか。

■中期目標の衡平性は一人当たりの排出量を指標に
【江守】中期目標の衡平性の指標についてはどうお考えですか。
【蟹江】最もシンプルでよいと思うのは、一人当たりの排出量をどこかで収斂する
ことですね。しかし国際的合意は難しいので時間がかかりますから、コンセンサス
をとる必要はないと思います。

【江守】いま、各国が宣言している数字と国際交渉で最終的に決まる数字とはどん
な関係があるのでしょうか。

【蟹江】例えばアメリカが宣言している数字と EU がアメリカに望む数字には隔た
りがあります。その差をどうやって埋めるかは、交渉の余地があります。2005 年
からの削減の割合で考えるとある程度同じ数字になっていきますから、見方をかえ
れば落としどころはあります。

【江守】基準年を変えて数字を換算しても、数学的には等価です。日本も基準年に
こだわっていますし、今のお話でも基準年を変えれば合意できるかもしれないとい
うのは、実態と違うところでそういうものが合意形成に効果をもたらすということ
でしょうか。

【蟹江】おっしゃるとおり合意形成は政治的に行われ、科学と離れてしまう場合もあ
ります。しかし、科学の提示する数字の役割は目安を与えるものだと思います。科学
で決まるのであれば科学者が話し合えばいいのですが、そういうことではありません。

【江守】日本国内でも産業よりと環境よりの研究者がいて、グループも立場も違っ
ていて、中期目標検討ワーキングチームでの作業中もいろいろと難しいことがあっ
たかと思います。

【蟹江】江守さんがおっしゃる二つの立場は、産業構造を変えることを前提とする
かどうかが大きな違いですね。日本はあまりにも省庁主導で動いていることが問題
でしょう。

【江守】立場の違いを研究者コミュニティの対話で越えていくことができるとお考
えですか。

【蟹江】省庁が入ることで与えられる情報や考え方が違うなど、不必要な対立が生
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じているような気がします。研究者として不幸なことですね。また、中期目標の検
討については、大学の研究者がほとんどかかわっていません。大学を交えて共同研
究できると省庁を越えた中立性も出やすくなると思います。

■政策と科学の境界は「価値」？
【江守】政策と科学の境界線をどうひくか。政治そのものとそれを科学として扱う
境界線はどこにあるとお考えですか。

【蟹江】科学的論理性、科学的蓄積に則った視点で第三者の立場で政治を見ること
です。

【江守】だんだん実際のプロセスに巻き込まれていくことがあるかと思いますが、
どこにラインを引いていますか。

【蟹江】ラインを越えたところは逆に科学的根拠が頼りになります。ある一線を越
えたら、科学的な根拠に自分なりに依拠しながら考えを進めます。

【江守】自然科学者にとっては、価値が入るところが一つのラインになると思います。
その先に価値を社会科学的に分析する領域があるということでしょうか。

【蟹江】例えば 2020 年までの排出削減量が日本はどれくらい必要だという話で発
言を求められたら、「こういう仮定に基づいて、あるいはこういう世界になると想
定して計算したものだが、実際にはそうなるとは限りません」といった根拠を含め
て言います。それを言わないで、「日本はこうすべきだ」という言い方をすると政
治的発言になります。そう言うことを望んでいる人もいますが、私は興味ありませ
ん。

【江守】前提条件を明示すれば、社会的な分析をしたということであり、政治的な
主張ではないということですね。価値を分析のターゲットにしているが、政治的な
ところには踏み込まないというのが今の説明で理解できました。
　ところで、気候変動に関する政府間パネル（IPCC、p63 豆知識参照）の評価報
告書で論文が引用されるのは蟹江さんの専門分野では大事なことなのでしょうか。

【蟹江】IPCC の報告書には国際政治学的分析はあまり載っていませんね。もっと載っ
てもいいのかなと思いますが、科学と政治の境界線が見づらいことと、IPCC は政
府間パネルであり「純粋な」科学者の集まりではありませんから、そこに国際政治
的要素がのってくると政治的に利用される心配があります。もし第 5 次評価報告
書（AR5）で考慮されるとしてもあまり踏み込んだものでない方がいいと思ってい
ます。

【江守】やはり政治的になる可能性を恐れていらっしゃるんですね。
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■価値と論理性の関係
【江守】ご自分の主張や意見を多くの人に受け入れてもらうための戦略は何ですか。
【蟹江】人間を見る洞察力、社会を見る洞察力です。
【江守】では、洞察力をどうやって表現するのでしょうか。文科系の人が議論の説
得力をどうやって示すのか興味があります。

【蟹江】科学性です。もう少し言うと、論理性です。
【江守】論理性については理解できます。しかし最終的に論理からこぼれ落ちる部
分が出てきたときに価値の問題になり、それまで構築してきた論理がうまく説得に
使えなくなるのではありませんか。最終的に価値の問題になったときに、社会科学
的な説得力はどこに落ち着くのでしょう。

【蟹江】そうですね。最終的には価値は科学で解決できません。ただ、社会科学の場
合には、理論自体がある価値観に基づいて構築されていることにも配慮が必要です。

【江守】論理性・客観性と価値の関係について、蟹江さんの分野の研究者はどのよ
うに処理しているのでしょうか。

【蟹江】例えば、国際政治の理論に、主流となる考え方が三つくらいあります。①
国主流、国単位で動いていると考えるものと、②国際機関、国際制度が影響を及ぼ
すので、国は一つのアクターにすぎないというもの、そして③考え方、規範が国際
政治を動かしているという 3 パターンです。その違いは哲学的な基盤をどこに置
いているか、つまり価値観です。

【江守】そのうちのどれが正しいとも言えないし言う必要もないというわけですね。

■興味がつきない温暖化問題
【江守】最後に、蟹江さんの 5 年後、10 年後の将来構想についてうかがいたいと

思います。お話ですと、なりゆき上地球
環境問題、そのなかでも温暖化がメイン
テーマになっているそうですが、これか
らも温暖化をメインテーマに続けていく
と思われますか。

【蟹江】博士論文が終了したら別のテーマ
を見つけたかったのですが、ご縁もあり、
知れば知るほど面白いと思いました。ま
た、これまで受けてきた教育や私自身の
専門にあっているテーマなので、今後も
継続していきたいと思っています。とは

江守室長は米国からの帰国後につき新型イ
ンフルエンザ対策でマスクをして対談に臨
みました（2009 年 5 月）
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いえ、発言も研究も自由にしたいので、どこかでつぶされたら別のテーマを探します。
【江守】私もそんなふうに生きたいですね。今後も国際的に活躍していただくと同
時に国立環境研究所とも一緒に研究を続けていただきたいと思います。今日はとて
も興味深いお話をいろいろお聞きすることができました。ありがとうございます。

（注 1）アクター：「行為主体」または「国際関係に影響を与える機関・個人」。国際政治は、

国家だけではなく、さまざまな国際組織、企業、NGO などで構成され、これらのア

クターが国際関係を動かしている。地球温暖化対策の国際的な枠組みの構築について

は、各国政府、企業、NGO、科学者などのアクターが関与している。国際的枠組みの

制度設計は、国際社会におけるいろいろなアクターの相互作用のなかで議論される。

（注 2）21 世紀 COE（世界的研究教育拠点）プログラム：大学構造改革の方針に基づい

て文部科学省が平成 14 年度から 16 年度にかけて実施した補助金事業。日本の大学

に世界的な研究教育拠点を形成し、研究水準の向上と世界をリードする創造的な人材

育成を図るため重点的な支援を行い、国際競争力のある世界最高水準の大学づくりを

推進することを目的とする。

（注 3）エージェントベース：個々の主体（エージェント）の行動が相互作用を繰り返し

てシステム全体に影響を与える、ボトムアップ的な考え方。マルチエージェントともいう。

（注 4）原単位目標：経済活動量 1 単位当たりの温室効果ガス排出量を計算して、その

削減を目指すもの。

　気候変動でつぶされたわけではないのですが（少なくともそういう

自覚はありませんが）、気候変動の国際制度に関する国際政治が停滞

していることもあり、ま

た、 ご 縁 も あ り、2013

年度からは少し毛色の違うプロジェクト

を始めることになりました。2015 年に

期限を迎える「ミレニアム開発目標」後

の、持続可能な開発目標のあり方を検討

するプロジェクトです。包括的に持続可

能な開発を考える良い機会ととらえ、新

たなチャレンジをしていきたいと思って

います。
Earth System Governance 国 際 ワ ー ク
ショップ（2011 年）での白熱した議論
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締約国会議 (COP)

　COP は、締約国会議（Conference of the Parties）の略で、多くの地球環境条約の中で、

その加盟国が物事を決定するための最高決定機関として設置されています。最も頻繁

に耳にする COP は気候変動枠組条約のものですが、生物多様性条約や砂漠化対処条

約などにも COP があります。

　COP の歴史は、国際社会が地球環境問題に取り組んだ歴史でもあります。例えば、

気候変動枠組条約に関していえば、1995 年の COP1（第一回目の COP の意味）では、

条約だけでは気候変動抑制に不十分という認識が共有され、２年間かけて議定書交渉

を行うことが決定しました。京都で開催された 1997 年の COP3 では、京都議定書

が採択されました。2001 年に開かれた COP7 では、京都議定書で承認された諸制度

の運用規則を盛り込んだマラケシュ合意が合意されました。2009 年の COP15 では、

コペンハーゲン合意という政治合意が了承され、その後の国際交渉への道筋をつけま

した。

　COP には、政府関係者だけでなく、産業界や環境保護団体関係者、研究者等がオ

ブザーバーとして出席できます。そのため、COP は、政府間の交渉の場としてだけ

でなく、さまざまな関係者が一堂に会する場としても機能します。オブザーバーは、

インターネットを通じて会議の模様を世界に流し、ロビー活動で政府関係者に意見を

伝え、サイドイベントでワークショップを開催する等、重要な役割を果たしています。
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＊このインタビューは 2009

年9月30日に行われました。

■トータルの最適化から離れ
て多岐にわたる研究に発展

【江守】松橋さんとは国の
温暖化対策にかかわる委員
会等でご一緒する機会があ
るのですが、なかなかお話
をうかがう時間がありませ
んでした。本日は松橋さん
の研究内容や、国内外の温
暖化対策の動向についてどんなご意見をおもちかなどお聞きしたいと思います。ま
ず現在の研究テーマと、どのような変遷を経て現在のテーマに至ったかを教えてく
ださい。

【松橋】大学の修士課程では核融合のためのプラズマの研究をしました。修士課程
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の指導教官が退官し、子どもの頃から興味をもっていた環境を仕事にしたいと思い、
国立環境研究所などいろいろと就職先をあたりました。しかしドクターを取得して
いないと環境の研究に携わることは難しいことを知り、博士課程に進みました。博
士課程の茅陽一研究室では二酸化炭素（CO2）問題に対応できるエネルギーシステ
ムの最適化を研究しました。

【江守】そして現在の研究テーマは何でしょうか。
【松橋】大学の助手のときに、当時の上司の判断でトータルなエネルギーシステム
の評価から個別技術のライフサイクルアセスメント（原料採取から製造・廃棄にい
たるまでのすべての段階で環境負荷を評価すること）に方向を変えました。さらに
個別技術の市場評価、消費者の選好調査などに移りました。それに使用する手法は
環境経済学などです。そこから需要というより純粋な環境の評価で、製紙会社が所
有している私有林の環境価値の評価などを行いました。

【江守】アンケートによる主観的な価値の定量化でしょうか。
【松橋】そうです。非市場価値です。主観は当てにならないという人もいますが、
確立された手法はありますので、丹念にやっていくことで検証もできます。一方、
京都メカニズムのなかで制度リスクのあるクリーン開発メカニズム（CDM）プロ
ジェクトについて、リアルオプションという手法を使って研究しています。リアル
オプションとは金融工学的手法で、プロジェクトの価値を、プロジェクトリスク、
制度的リスク等の面から評価します。

【江守】トータルの最適化の問題から離れたことによって多岐にわたる研究に展開
してこられたようですね。

■公害問題から地球環境問題へ
【江守】この分野の研究者を志されたきっかけを教えてください。先ほど、子ども
の頃から環境問題に興味をもっていたとおっしゃっていましたね。

【松橋】私は 1963 年生まれで、小学生の頃大阪府堺市に住んでいました。当時光
化学スモッグ注意報など公害という言葉をよく耳にしていましたから、公害をよく
することをやりたいとぼんやりと思っていました。

【江守】公害と地球環境問題は同じではないですが、地球環境についてはいつから
意識していましたか。

【松橋】博士課程の茅先生はエネルギーと地球環境をテーマにしていましたから、
先生から受けた指導が大きいと思います。硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）
による大気汚染はある意味で解決済みの問題で、CO2 による地球温暖化が重要に
なってくると言われました。
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【江守】私も実は環境問題を研究したくて学科を探し、東京大学の基礎科学科第二
を選びシステムの最適化などを勉強しました。途中まで松橋さんと似た道を歩いて
きた気がします。

■ますます重要になる IPCC 第 3 作業部会
【江守】2007 年に公表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC、p63 豆知識
参照）第４次評価報告書（AR4）に代表執筆者として参加されて何をお感じになり
ましたか。

【松橋】自然科学分野の第 1 作業部会（WG1）はすばらしいと思いますが、私が参
加している WG3（温暖化を抑制するための緩和策に関する作業部会）はすっきり
した内容がなかなか出てこないですね。2007 年に IPCC はノーベル賞を受賞しま
したが、WG1 で扱った温暖化の科学的側面が大きく貢献したと思います。WG3 は
政治的な話になりがちです。特に第 1 次評価報告書（FAR、1990 年）では一部の
世論から攻撃され、本質的に面白い内容というより政治的なものを考慮して角のと
れたものとなりました。

【江守】攻撃に遭わなかったら何を主張すべきだったのでしょうか。
【松橋】当時は、私自身こういうことを IPCC の評価報告書に加えたいというもの
はありませんでした。AR4 では代表執筆者になりましたので、セクター別アプロー
チ（注 1）などを主張したかったですね。WG3 のなかで産業分野の章を担当し、
鉄鋼業の効率などを調査・分析したのはとても面白かったです。WG3 はこれまで
あまり脚光があたらなかったのかもしれませんが、ポスト京都議定書（京都議定書
については p125 豆知識参照）の話になり、WG3 に書かれている内容は重要性が
増してくるのではないでしょうか。

【江守】次の第 5 次評価報告書（AR5）に向けて、ご自身の分野でどんな研究が重
要になるとお考えですか。

【松橋】IPCC は第 3 次評価報告書（TAR）までは政策には関与しないという立場で
したが、AR4 では政策に関係することは書くが中立な立場をとることになりまし
た。AR5 はもっと政策的な面が色濃く出てくると思います。ですから誤解されて
世の中に出ていかないよう、きちんと見ていく必要があります。

【江守】IPCC の報告書は査読付き論文であるべきとなっていますが、実際には執筆
者が中心になって作業する部分もあったと、松橋さんが発言されているのをうか
がったことがあります。

【松橋】削減ポテンシャルとコストの評価にあたり、IPCC の技術支援ユニット（TSU）
から、割引率 10％で目標年が 2030 年、といった細かい前提条件を出されました。
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それに合う査読付き論文はなかなかそろいませんから、計算し直さなければなり
ません。そこで自分たちで計算した報告書を IPCC の会議にかけ、正式には査読付
き論文とはいえませんが、IPCC がレビューしているということで灰色文献（grey 
literature）（注 2）として扱われ、認めてもらいました。今後もこういう論文が出
てくると思いますから、論文を迅速に査読して載せていくようなことも必要だと思
います。

■ 25％削減の中期目標の達成に向けて
【江守】鳩山内閣の温室効果ガス排出 25％削減（1990 年比）の中期目標など、国
内外の温暖化対策議論の動向をどうご覧になりますか。

【松橋】エネルギー分野に長くかかわっていましたから、微量の環境排出物と違っ
て CO2 を減らすのは難しいことをよく知っています。鳩山内閣のマイナス 25％は
大量の排出権を購入しないと無理ではないでしょうか。そのときに海外の排出権で
約束を果たすのはいいことなのかという疑問はあります。しかし総理大臣が国際的
に表明したことですから、達成できるよう国を挙げて取り組まなければなりません。
それには、省庁の壁を越えた研究者のグループを作って真剣に議論するべきです。
それが今の思いです。

【江守】現時点でポイントは何でしょうか。
【松橋】麻生内閣のときの中期目標の評価を基にしていうと、いくつかの産業のベー
スラインの生産量を再評価しなければならないでしょう。また、国内の制度も前向
きな方向に強化されていくでしょうから注視していく必要があります。排出量取引
の議論に見られるように、「絶対だめ」、あるいは「絶対いい」という人がいますが、
私はエンジニアリング出身ですから、制度の組み方次第だと思います。茅先生は、
かつて「解がないように見えても解を見つける努力をする」とよくおっしゃってい
ました。そのとおりだと思います。

【江守】私も「絶対に…」という考え方は以前から両方ともに違和感がありました。
どういう制度にするかというところに知恵を絞るべきというお話をお聞きして嬉し
くなりました。
　さらに長期の目標である 2050 年に世界で温室効果ガスの排出を半減するという
のはどう思いますか。

【松橋】科学的な数字とは思えません。世界全体でというのは無理があります。途
上国はあれだけの主張をしていますから、拘束力のない目標としてやっていくこと
でしょう。もっと温暖化のリスクと対策費用を明らかにして、費用便益で評価すべ
きです。これは大変な作業ですが、自然科学の人たちと私たちで協力して一つずつ
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進めていくべきです。そのうえで、半減すればどれくらいリスクを回避できるかを
評価しなければなりません。しかしその評価ができるまで減らす必要はないという
ことではありません。最大限私たちができることを、政策的な動向もふまえつつや
らなければなりません。

【江守】温暖化の被害の経済評価については、計算で出てくる部分と価値観に依存
する部分があると思います。例えば人命の価値を生命保険で測っていいのかなど、
計算しても答えは出ません。費用便益で最適解を見いだすのは簡単ではないと思い
ます。だからといって何も評価しないわけにはいきませんから、進めながら見直し
ていく必要があるかと思いますが。

【松橋】放置しておいたら亡くなってしまう人の命の価値は無限大です。保険では
はかれません。そもそも本人が受け取りませんから。しかし、極めて小さいリスク
の場合は評価できる場合があります。例えば、水道に浄水器をつけて少しでも発ガ
ンリスクを避けられるなら、人は数千円のお金をかけます。そこから確率的生命の
価値を計算できます。確かに温暖化のリスクに確率的生命の価値の理論が当てはま
るかというと当然疑問はありますが、疑問をもちながらどこかで意思決定していく
ことです。

【江守】そのためには現時点での最大限の情報を出すことですね。

■先進国の先端技術と途上国の削減ポテンシャル
【江守】世界全体で温室効果ガスを今後大幅に減らしていかなければならないとき
に、途上国にこれから経済成長するなとは言えません。ところが途上国には削減ポ
テンシャルはたくさんあります。私は先進国のお金と技術を投資して、途上国で減
らすしか解はないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

【松橋】日本政府が提唱してきた協力的セクター別アプローチが有効だと思います。
つまり、鉄、セメント、石炭火力、自動車交通については、先進国の最新技術は途
上国で大きな削減ポテンシャルを生み出します。途上国に数値目標をもてというの
は非常に難しいので、どういう形で約束するか、そのためのインセンティブをどう
与えるかという問題は残ります。しかし、途上国での排出量削減には必要です。

【江守】排出権を買うというのを、達成できなかったので払う罰のように思うと富
の流出に見えますが、日本のお金で海外で削減していると見れば、悪いことのよう
な気がしません。CDM などで、日本が海外で削減することも重要ではないでしょ
うか。

【松橋】現在、日本が買っている排出権のうち、大きいものはグリーンインベスト
メントスキーム（GIS、注 3）で、大口で払ったお金が相手国の対策に使われますから、
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悪くないと思います。しかし、現在の CDM は、数十万トン単位の小口で一つひと
つ交渉を進めていますから、現在の規定で日本が今より排出権を多く買うのは大変
なことです。ですから CDM が大幅に制度改善され、セクター別アプローチ的な観
点で行い、それを政府がきちんと採択できるならいいかもしれません。

■改善のスピードが資源の持続可能性のカギ
【江守】松橋さんのホームページなど拝見すると持続可能性ということが書かれて
いますが、世界が持続可能な方向に向かうための条件や課題をどのようにお考えで
すか。

【松橋】究極的な意味での持続可能性の評価というのは大変難しいと思います。持
続可能性の概念だけを取り出すことはできず、それを例えばある国の CDM プロジェ
クトに当てはめる場合はこういうことを考えなければいけないというときに、具体
的な条件が現れるものだと思います。人類が究極の持続可能社会に向かうという評
価は残念ながら私の能力を超えています。

【江守】素朴に考えて、私は持続可能社会を目指すためにはどこかで物質的な成長
を止めなければならないと思います。そういった世界の姿というのは想像できます
か。

【松橋】かつて、リサイクルも含めて常にエネルギーの利用の総合的な効率が上がっ
ていく、つまり、改善のスピードがある一定の水準を超えていれば資源が枯渇する
ことはないという論文を書きました。鉄やアルミなど持続可能限界の線より上にあ
るか下にあるかという評価をしました。単純ではありますが、そういうことを全体
システムで産業連関（注 4）など使って評価することは不可能ではありません。

■科学者の論文を直接政策に活かしたい
【江守】ご自身のことについて少しお聞きします。5 年後、10 年後にはどんな研究
を、もしくは研究以外をしていらっしゃると想像されますか。

【松橋】研究、教育を続けていると思います。また、好むと好まざるとにかかわらず、
現在もすでにそうですが、政策的な意思決定という若干境界的な部分に携わってい
ると思います。

【江守】政策的な意思決定の手伝いをする機会が増えているということですが、最
後に、政策と科学の境界線をどのようにお考えになりますか。

【松橋】科学者の公平な論文を参考にして政策の意思決定がなされるのが正しい姿
だと思います。今は政治家と研究者の間に行政が入っていますから、政治家には行
政官のフィルターを通して情報が入っていくこともあります。研究者の論文が直接
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政治家に伝わるルートはないのでしょうか。
【江守】民主党政権の「脱官僚」、「政治主導」というのは、今のお話と関係があり
ますね。今のお話ですと官僚を通すと話がゆがむということでしょうか。

【松橋】そういうこともあるかもしれないということです。官僚に委ねないで政治
家自身が意思決定するというのであれば、正しい判断をするためには、科学者の公
平な情報、査読付きの論文が入るきちんとしたルートを作りたいですね。省庁内の
審議会などに政治家が入ってくる仕組みを作るのもいいと思います。

【江守】大変面白いご意見ですね。ところで科学者も経済産業省よりの人と環境省
よりの人がいて、委員会などでは意見が大きく分かれることもあるようですが、今
後どのようにしていったらいいとお考えですか。

【松橋】研究者が省庁の影響を受けて発
言していることがあるとすれば、それは
いいことではありません。省庁の壁を越
えた研究者のグループを作っていくべき
だと思います。

【江守】まったく同感です。是非そうい
う形になっていくといいですね。私自身
も何らかの形でお手伝いできればと思い
ます。本日はありがとうございました。

（注 1）セクター別アプローチ：温室効果ガス排出量を抑制するにあたり、部門（産業、

民生、運輸等）や業種（鉄鋼、発電、セメント等）ごとに対策を検討していく方法。

（注 2）灰色文献（grey literature）：一般の書籍やジャーナルなどとして出版されない、

政府や学術機関、企業などにより発行される出版物。

（注 3）グリーンインベストメントスキーム（GIS）：排出量取引の一つ。排出量取引で

得た資金を供給国内の具体的な環境対策に利用する仕組み。

（注 4）産業連関：一定期間に行われた財・サービスの産業間取引。
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低炭素社会のシナリオ分析

　本研究では、東日本大震災のエネルギー政策への影響を考慮し、

2030 年までの日本全体のエネルギー消費量・温室効果ガス排出量お

よび経済活動を、図のような統合フレームワークで評価する。

　その際、左下の電源計画モデルを用いて将来の電源構成を推定し、右下の最終需要

評価モデルを用いて家庭部門の省エネルギー可能性を推定する。こうして得られた結

果を中央の応用一般均衡モデルに入力し、日本における経済活動全体の均衡を考慮し

て、最終的な推定結果を得る。
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＊このインタビューは 2010

年 1 月 5 日に行われました。

■政策研究と法学の二足の
わらじ

【 江 守 】 国 連 気 候 変 動 枠
組 条 約 第 15 回 締 約 国 会
合（COP15、COP に つ い
ては p107 豆知識参照）が
2009 年 12 月 に コ ペ ン
ハーゲンで開催されまし
た。国際法、国際環境法の
専門家でいらっしゃる高村さんに、ご自身の研究内容や COP15 の結果などについ
てお話をうかがいたいと思います。まず現在の研究テーマと、どのような変遷を経
て現在のテーマに至ったかを教えてください。

【高村】私は二足のわらじを履いているような状況です。一つは、地球温暖化防止
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に関する次期枠組みの国際制度構築に関する政策研究、もう一つは、環境条約の遵
守とリスク管理と予防原則など、オーソドックスな国際法学の研究です。

【江守】遵守というのは法的拘束力ということでしょうか。
【高村】国際条約は国家が合意をし、拘束力はありますが、中央集権的に条約の違
反に対応（制裁）する仕組みが国際社会でうまく機能していません。これをどう理
解しどう対処すべきかを扱うのが遵守の問題です。私は環境条約を素材にこの問題
の答えを探っています。

【江守】高村さんの国際法学と環境問題への関心はどういう前後関係で、いつ頃か
ら始まったのでしょうか。

【高村】環境分野をフィールドにしていこうと思ったのは比較的早く、大学院の修
士論文を準備していた 1991 年でした。リオ・デ・ジャネイロで開催された「環境
と開発に関する国際連合会議」、いわゆる地球サミット、リオサミットの前年で、
社会的に地球環境問題に関心が高まっていました。当時まだ国際法学では環境分野
の研究者は必ずしも多くなかった頃です。博士課程に入ってから特に環境条約の遵
守の問題を研究の対象としていました。静岡大学に就職してから、環境省に設置さ
れた京都議定書（p125 豆知識参照）の遵守制度に関する検討会のメンバーになっ
たことがきっかけで、遵守制度を考えるなら遵守の対象となるルール全般を知らな
ければならないということで、京都議定書の国際制度や地球温暖化防止の次期枠組
みの研究も研究テーマの一つになりました。

【江守】国際法と国際政治の違いや両者の関係について簡単に教えていただけます
か。

【高村】扱っている事象は近いのですが、アプローチが違います。例えば次期枠組
みでいえば、最終的な法的文書をどう解釈し理解するかというのが国際法の最も大
きな関心事です。国際政治学・国際関係論というのは、最終的な成果物が国際社会
のいろいろなアクター（p106 注 1 参照）のどんな相互作用のなかでどのようにで
きてくるかを研究することだと理解しています。

【江守】法学を志したきっかけは何でしょうか。
【高村】大学の専攻を選ぶとき、文系でしたから、つぶしがきくのでは？と考えま
した。

【江守】いつ頃から研究者になろうと考えましたか。
【高村】大学時代面白いと思えたのが外交史、国際法、国際政治の講義でした。い
い教師とのめぐりあいもありました。決して優等生ではなかったと思うのですが、
卒業時に大学院を選択しました。当時文系で大学院に進学というと研究者しか道が
なかったということになります。
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■アメリカの意向を反映した「コペンハーゲン合意」
【江守】COP15 の結果についてどのようにご覧になりますか。また、今後の国際交
渉の行方、日本のとるべき戦略などについて、どのように分析していらっしゃいま
すか。

【高村】私は、2000 年ハーグでの COP6 から毎回出席し、2009 年の COP15 も
その場で交渉を見ていました。COP15 は京都議定書の第一約束期間（2008 年～
2012 年）が終了した後、2013 年以降の各国の削減目標・削減努力のあり方を決
める重要な会議でしたが、新しい法的合意に具体的につながる政治合意はされな
かったので、満点は決してあげられません。同時に、COP15 は、国家間の政治力
学が大きく変わりつつあることを示しました。

【江守】開催前から新しい法的文書はできないだろうといわれていましたね。
【高村】10 月半ば頃から、議長国のデンマークからそういう発言が続き、期待感
がずいぶん下がりました。しかし、11 月 25 日と 26 日にそれぞれアメリカと中国
が相次いで 2020 年温室効果ガス排出削減目標を公表したので、数字の評価はとも
かくこの 2 国が COP15 に向けてやる気をみせているとして期待値は上がったと思
います。ところが、結果として法的合意になるのか、どういう法的合意になるか
は「コペンハーゲン合意」には書かれていません。交渉に参加している各国は、何
らかの法的合意—京都議定書の改定か一つの包括議定書かそれらの組み合わせか—
が必要であり、法的合意を望んでいるのですが、次期枠組みの最終的な合意の形が
COP15 では合意されていないので、今後もこの課題を抱えて交渉を続けなければ
なりません。

【江守】会議前半では京都議定書の継続を主張する途上国に対して欧州や日本が反
対していたようですが、京都議定書の継続を考えるときには、当然アメリカも含ん
だ別の約束ということを誰もが考えていたのはないでしょうか。

【高村】考えていましたが、別の約束がどういう形態をとるのかわからない段階で
京都議定書の交渉だけを進めることを欧州や日本は恐れていました。今後の交渉で
も一番大きな争点になります。アメリカは、国内の議会対策としても京都議定書の
ように各国間の交渉で自国の数値目標を決めるのではなく、議会が決めた目標を国
際的に確認してもらったという形をとりたいのです。「コペンハーゲン合意」の内
容は、先進各国が 2020 年の削減目標を自ら決めて提出し、実施することを約束す
るものですが、各国の削減目標の水準は自らが決め、交渉で決めるものではありま
せん。自発的な誓約を国際的な目標とし、国際的レビューを受けるというもので、
アメリカが 6 月に提出した実施協定案に沿ったものです。

【江守】京都議定書に替わる新しい議定書を主張すると、カナダをはじめ日本など、
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京都議定書第一約束期間の削減目標をなかなか達成できそうにない先進国が、京都
議定書をご破算にしたいと思われてしまいますね。

【高村】そのとおりです。京都議定書の遵守のしくみは、第一約束期間の未達成分
は次期に追加的に削減することになっていますから、先進国が提案している京都議
定書に替わる新しい議定書の作成はそれをご破算にしかねないので、途上国がもっ
とも警戒しているところです。

■変わりつつある国家間の政治力学
【江守】先ほど COP15 では、世界における国家間の力関係が変わりつつあったと
いうお話をされましたね。

【高村】具体的な資金目標、途上国の削減努力の規定などこれまでなかった前進と
評価できるものもありますが、何より COP の決定として採択できませんでした。
全体として交渉の進展が遅れ、COP の最終段階でアメリカ・オバマ大統領、中国・
温家宝首相を含む 20 数カ国の首脳が合意案を起草したものの、結局起草に参加で
きなかった国の賛同を得ることができませんでした。COP15 では、従来の温暖化
交渉の基礎になっていた国際的な国家間の政治力学が変わってきて、それが顕在化
したと思います。最も大きいのが中国です。中国が圧倒的な決定力をもって交渉に
影響を及ぼしました。

【江守】なぜ中国の発言が重要視されたのでしょうか。
【高村】世界第一の二酸化炭素排出国だからです。米国も同様ですが、本来最も責
任が重いはずなのですが、中国が対策をとらないと問題は解決しないため、一番大
きな交渉力をもっていました。また、中国は援助外交を行い、途上国のいくつかに
中国が影響を与えて交渉を動かしたという印象があります。他方で、今回の COP で、
途上国のなかでも島嶼国や後発途上国は中国などの新興国に強い削減行動を求めま
した。今後は、先進国はもちろん、中国に対して強い要求をしている途上国の一部
と連携・協力していくことが、日本の温暖化防止の外交戦略として重要です。

【江守】資金についてはどう評価しますか。
【高村】数値を伴った具体的な目標が先進国から出されたのは良かったと思います。
結果的には、これがあったから途上国の削減行動の具体的合意案を引き出したと思
います。しかし課題も残っています。まず必要と試算されている額との隔たりがあ
ります。もう一つは「コペンハーゲン合意」の本格的な運用には COP の場で議論
を進めてルールを作らなければなりません。

【江守】2010 年 1 月末までに先進国は削減目標を、途上国は削減の行動を提出し
なければなりません。その後何が起こるでしょう。
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【高村】今のところ何も決まっていませんが、「コペンハーゲン合意」の内容を次期
枠組み交渉にインプットしていくこと、COP が「コペンハーゲン合意」を動かす
ためのルールを作ることが必要だと思います。

■研究の組織化と機動力で勝る欧米
【江守】高村さんの分野では日本人研究者の国際的なプレゼンスはいかがでしょう
か。

【高村】国際法学だけではありませんが、日本の政策研究は国際的に発信する力が
弱いのではないかと思います。それをどうやって克服していこうかと政策研究に携
わっている人は格闘しているのではないかと思います。長い伝統をもつ社会科学の
学会ではなかなか政策研究は評価されにくい傾向があります。伝統的な学会でも認
められる質の高い研究成果を出していかなければ、政策研究の成果への評価も得ら
れにくい、それゆえ「二足のわらじ」を履く、と申し上げました。同じような悩み
を抱えている政策研究者は日本では少なくないと思います。

【江守】海外との交流についてはいかがですか。
【高村】環境法についてはいろいろなネットワークがあります。一つは国際自然
保護連合（IUCN）の環境法委員会で、今回の「コペンハーゲン合意」もどう評
価するかなど意見交換をしています。温暖化の政策研究は既存の学問分野とは別
にアカデミックなグループができています。最近では、亀山康子さんと一緒に、
炭素価格が不均一な場合の国際競争力に与える影響とその対処に関する Climate 
Strategies の研究プロジェクトに日本からの執筆者としてかかわりました［Dröge, 
S. et al. (2009) Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices（Climate 
Strategies）］。

【江守】国際的に活躍している海外の研究者とお話をされて、考え方や情報収集に
ついて差を感じますか。

【高村】社会的に求められている研究課題について、研究者を集めて時宜にかなっ
た成果を迅速に出す研究の組織化と機動力を見ると、圧倒的に欧米が勝っているよ
うに思います。

【江守】欧米ではどういう機関が動かしているのでしょうか。
【高村】まずは大学の研究機関です。欧米では研究機関のネットワークができてい
ます。日本では大学が以前よりもずっと忙しくなり、研究者にどんどん余裕がなく
なっていることもあって、しっかりとしたネットワークが構築されていませんから
同じような対応はできていません。また、欧米では独立系のシンクタンクが発信力
をもっていて、政策決定者もそれを重要視し、交渉にインプットされています。日
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本ではコンサルタントでも、政府の外郭団体でもない、温暖化政策に特化した独立
性・専門性の高い研究機関・シンクタンクは残念ながらあまり育っていないのでは
ないでしょうか。

■ IPCC AR5 への貢献
【江守】高村さんの研究分野における気候変動に関する政府間パネル（IPCC、p63
豆知識参照）報告書への貢献についてはいかがでしょうか。第 5 次評価報告書（AR5）
に向けて、ご自身の分野でどんな研究が重要になるとお考えですか。

【高村】AR5 では、衡平性や持続可能な発展など、温暖化防止の制度および政策の
あり方についてフレーミングする概念や考え方を取り扱おうという議論があるよう
ですから、それは経済学や政治学とともに法律学が貢献できる分野です。

【江守】そういうところに引用されるような論文を書く、その分野を意識した研究
をしていくということでしょうか。

【高村】頑張らないといけないところですが、私自身も日本の学会としてもまだま
だ弱いところです。政策研究は、IPCC へのインプットを意識して具体的な成果を
出してくる習慣がなかった分野でもあります。

■リスクや不確かさの課題に手をつけたい
【江守】5 年後、10 年後にはご自身は何をしていらっしゃると想像されますか。
【高村】5 年後は次期枠組み交渉が一段落していてほしいなあと思い、一段落する
ようならぜひその間の温暖化の交渉・次期枠組みの国際制度に関するまとまった形
の研究成果を出したいですね。また、20 世紀の大量生産、大量消費型社会・経済
から生じている化学物質の問題にも関心があります。10 年後は、温暖化とともに
21 世紀の課題である化学物質の対処について手をつけたいと思います。

【江守】国際法的に面白いポイントがあるのでしょうか。
【高村】学際的側面からは、「不確かさ」の問題があります。これまでの法システム
は、100％の科学的証拠を前提に構築されてきました。しかし、それでは対処でき
ない環境問題が生じてきている。国際法学の立場からは、条約・協定を素材として
扱うことになりますが、不確かさを伴うリスク管理の国際的枠組みをどう具体化的
に構築するか研究したいと思っています。

【江守】リスクや不確かさというのは、私自身のキーワードでもあります。温暖化
の2℃のリスク（産業化以前からの全球の気温上昇を2℃以内に抑えるべき）の場合、
誰にとってのリスクかなど非常に抽象的です。温暖化のリスクも、まさに不確実性
をどう捉えるかという問題ですね。
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■異分野の人とのコミュニケーションから知識を得る
【高村】温暖化研究は関連するきわめて多くの異なる専門分野から問われ、それに
応答しながら研究を進めていくことが求められる「バトルロイヤル」の状況の研究
分野ではないかと思います。講演などをしてもいろいろな質問があり、さまざまな
学問分野の知識が要求されます。江守さんはどうやって対処されていますか。

【江守】講演などで専門外の質問に答える場合、私は個人的理解・見解であること
を必ず断ります。また、本当に大事な場面では自分の専門以外のことは答えません。
専門以外のことについては、このインタビューもそうですが、異分野の人と話をし
て知識を吸収することは大切です。科学的な問題や経済的な問題など多分野のこと
が出てきますから、交渉担当者は本来すべての情報を適切にインプットされた状態
でやらなければいけないはずですね。

【高村】残念ながら現実の交渉ではなかなか難しいと思います。政策研究もいろい
ろな学問分野の知識をふまえて議論することが求められる分野で、大きな課題です
ね。一人の人間がすべての知識をもつことはほぼ不可能ですから、異業種・異分野
の人同士で協力していくことは政策研究を遂行する際の一つの必須要素なのかもし
れません。

【江守】高村さんの研究分野ではどの程度できているでしょうか。
【高村】経済学と政治学の人と議論するプロジェクトはありますが、一つの課題を
設定してそれぞれの研究を統合し、まとめていくような組織化はなかなかできてい
ません。日本の政策研究の弱さかもしれませんね。

【江守】自分の理解が不安な部分について常に聞ける体制、ゆるやかなネットワー
クができるといいですね。

■専門分野の能力は温暖化問題の解決に使いたい
【江守】最後に、政策と学問の境界線をどのようにお考えになりますか。
【高村】日本では、例えば次期枠組みのあり方の話になると、市場メカニズムを使
うのかとか、セクター別アプローチを使うのかとか、これらはまさに典型的な争点
ですが、研究の結果に基づいてどちらかの立場に肯定的な意見を示すと、それが特
定の政治的立場だと評価される傾向があるように思います。政策研究者が自由闊達
に意見交換し、ニュートラルな形で意見を出せるような社会的基盤がまだ成熟して
いないのではないでしょうか。

【江守】高村さんご自身は政策・政治との距離をどうとっていますか。
【高村】法律の解釈のテクニックは、ある意味「技術的」で、依頼して下さった側
の意向とは関係なく、テクニックを使うことで出てくる答えは同じです。しかし、
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解釈のテクニックにしたがって法律の文言を解釈しても、法律の文言が曖昧だった
りして、いつも一つの解釈が出てくるとは限りません。多くの解釈の中で、どの解
釈が最も法の目的と趣旨にそうものか、法システム全体と整合性がとれるのかなど
を考えて、どの解釈が最も適切かを判断していくときに解釈をする法律家の価値観
が現れてくる。極端なことをいうと、他の学問分野と違うかもしれませんが、法解
釈は場合によってはどちらかの価値、主張に合うように解釈をすることもできる。
弁護士は依頼されれば依頼主に有利なように法律を解釈しますよね。ですから自分
の立ち位置が問題になります。新たな法制度・法政策を作るときは特にです。自分
のテクニック、専門分野の能力を使うときには、私は、温暖化問題の解決につなが
る方向で使いたいと思っています。

【江守】私も自然科学だけの専門性でできる範囲は限られますが、専門性をうまく
使いながら、いろいろな人の話を聞いて少しでも温暖化問題の解決につなげていき
たいという思いは同じです。
　ところで、高村さんは環境 NGO の講演会などでよくお話されていますね。

【高村】環境 NGO は昔から弁護士さんが大きな役割を担っていらっしゃる。法律
家同士のつながりをとおして環境 NGO の方々とのおつきあいができました。しか
し自分の専門知識が求められれば NGO に限らずどこにでもうかがいます。法律の
解釈には解釈をする人の価値観が反映しますが、法律の解釈のテクニックは、かな
りのところまである意味「技術的」で、解釈する人の価値観と関係なく、テクニッ
クを使うことで出てくる答えは同じです。テクニックを使うことで出てくる答えが
複数あるときには、どのような解釈の選択肢があるかを示した上で、どれが最も適
当な解釈と自分が考えるか、なぜそのよう考えるのかをお話しするようにしていま
す。

【江守】私も同感です。自然科学が専門だというと環境 NGO とも話ができますし、
産業界とも話ができます。そのときに使い分けはしないで、必ず同じことを言うよ

うにしています。
【高村】法律は、意外にテクニックが問
題になる学問分野で、社会科学の中でも
特徴的だと思うのですが、自然科学とあ
る意味似ているんですね。

【江守】認識を新たにしました。今日は
大変興味深いお話をありがとうございま
した。
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　COP15 直後のこのインタビューから約 2 年後、2011 年 12 月の

COP17 で、地球温暖化交渉は新たな段階に進んだ。「対策の促進のた

めのダーバン・プラットフォーム作業部会」を新たに設置し、2015

年 の COP21 で 採 択 し、

2020 年から実施されるすべての締約国

に適用される新たな法的文書を作成する

ことを決定した。2013 年からこの法的

文書が実施される 2020 年までは、京都

議定書第二約束期間が設定されるととも

に、気候変動枠組条約の COP の決定に

基づいて、先進国が 2020 年の国別数値

目標を、途上国による適切な緩和行動

（NAMA）を提出、実施し、一定の国際

的検証を受けることとなっている。
南 ア フリ カ・ ダ ー バ ン で の 締 約 国 会 議

（COP17）で合意に向けて交渉する各国代表
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京都議定書と京都メカニズム

　1997 年に京都で開催された COP3 で、温室効果ガスの排出量を削減するため、先

進国に対して排出量に関する数値目標や政策措置を義務づけた京都議定書が採択され

ました。数値目標とは、第一約束期間（2008 年～ 2012 年）の間に、附属書 I 国（注 1）

が排出を認められた温室効果ガス排出量のことで、日本は 1990 年の水準よりも 6%

少ない量に排出量を抑制することを約束しました。また、国際的に協調して目標を達

成するため、

　　共同実施、

　　クリーン開発メカニズム（CDM）、

　　排出量取引、

という三つの制度を導入しました。これらの制度を総称して京都メカニズムといいま

す。

　共同実施は、附属書 I 国間において温室効果ガス排出削減あるいは吸収強化のため

の事業を実施することにより生じる排出削減単位を、関係国間で移転（または獲得）

することを認める制度です。クリーン開発メカニズム（CDM）とは、附属書 I 国と非

附属書 I 国（主に開発途上国）との間で、共同実施と類似の制度をもうけたものです。

排出量取引は、京都議定書の下で排出量の数値目標を設定した国同士で排出枠の一部

を移転（または獲得）することを認める制度です。

　京都議定書は 2005 年に発効しましたが、先進国の中で排出量が最も多い米国が不

参加という事情等から、第一約束期間終了後（2013 年以降）について交渉が始まり、

2020 年まで第二約束期間を設定することが決まりました。

（注 1）気候変動枠組条約の附属書 I に示されている先進国及び経済移行国（ロシア

や東欧諸国など市場経済移行中の国）
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＊このインタビューは 2010

年5月20日に行われました。

■苦手だった半導体分野の
世界へ

【江守】これまで私は文系
の人をインタビューするこ
とが多かったのですが、今
回は対策技術分野の人のお
話をお聞きしたいと思いま
す。櫻井さんは太陽電池の
開発をされていますが、ま
ず、どのような変遷を経て現在のテーマに至ったかを教えてください。

【櫻井】父が医者で博士だったので、ハカセになって何か人に喜ばれるようなこと
をしたい、という気持ちがありました。また、子どもの頃からコンピュータに触れ
るのが好きでした。10 歳くらいのときに父がパソコン（当時の呼び方はマイコン）
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を買ってきたのですが、当時とても珍しくて、ゲームを作って遊んでいましたね。
機械いじりが好きでしたから大学の専攻は電気工学を選びました。学部のとき情報
系は得意だったのですが、半導体の授業は赤点をたくさんもらいました。このまま
だと悔しいので、大学院からは半導体分野に飛び込み、大学院では発光素子の研究
を行いました。学位を取得したとき、研究が縁で産業技術総合研究所（以下、産総
研）に就職しました。産総研では新しいことをやってみようと思い、発光素子から
受光素子（太陽電池）の研究へと移行しました。

【江守】実は私も子どものときにマイコンでゲームを作っていた経験が、気候モデ
ルのプログラミングに役立ちました。二人ともオタクのはしりだったみたいですね。

■政策の解説がサイドワークからメインに
【江守】最近、太陽光発電の普及政策に関する分析や解説を精力的に行っていらっ
しゃいますが、政策に関することはサイドワークでしょうか。

【櫻井】もともとはサイドワークでしたが、最近はメインになっています。以前は
叱られることもありましたが、世の中が動き出して、私の本も解説書として役立っ
ているようです。

【江守】私もご著書「波に乗れ　にっぽんの太陽電池」（日刊工業新聞社）を拝見し
ましたが、大量普及のための制度についてしっかりした解説をされていますね。

【櫻井】数年間調査した結果を要約していますが、特に新しいことを提案している
わけではありません。ドイツのハーンマイトナー研究所に客員研究員として行って
いたときに、ドイツでは技術の研究が実にスムーズに実用化までいっていることを
感じました。もちろん新しい技術ですから失敗もしますが、チャレンジを何度かやっ
ているといいものができてきます。社会もそれを受け入れています。彼らは始める
ときにはよく調査し、どの情報を参考にして進むかを考えます。日本でも技術開発
は進めていますが、その先は急に狭くなっています。いわゆる「死の谷」といって、
普及するまでのハードルが高いです。また、たくさんの情報を収集し信頼性を評価
し振り分ける作業が不十分ですね。それを元に全体の状況を見て、将来どうなって
いくか、そこで日本はどうすべきかを考えなければなりません。

■新技術の研究・開発・普及にはタイミングが重要
【江守】日本および世界における、太陽光発電の研究、開発、および普及の現状を
どのようにご覧になっていますか。

【櫻井】最近、低炭素化の産業は年間 3 割とか 5 割なんて勢いで伸びるものが珍し
くありません。太陽電池もご多分にもれず、この 10 年は毎年 4 割ぐらいの勢いで
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伸びていて、今後もほんの 10 年で、金額ベースで今の 5 倍の産業になると見られ
ています。この分野ではドイツが最初に動き出し、中国や台湾、マレーシアなどが
これに素早く対応して成長していますし、アメリカも急速に追い上げてきています。

【江守】最先端技術開発という意味では日本がリードしていますか。
【櫻井】日本は技術ではトップレベルです。
【江守】普及に向けた制度について、どうお考えですか。
【櫻井】環境のことより経済第一で考えていいと思います。それが一番の近道です。
低炭素化にはお金がかかりますが、募金箱に何十兆円ものお金を入れる人はいませ
ん。お金を出したからにはそれ相当の見返りを期待します。

【江守】ビジネスのための投資ですね。日本では始まっていますか。
【櫻井】経済産業省はじめたくさんの方が精力的に動いていますが、残念ながら日
本はこういう急激な変化への対応が遅い面があります。その大きな原因の一つは、
情報収集や将来予測の弱さにあると感じています。また、都合の悪い情報を過小評
価しがちな面もあると感じています。新しい産業を育てるときはお金も手間もかか
ります。でもそれを必要以上に怖れず、研究・開発から普及までを効率よく、タイ
ミングよく進める努力が、あらゆる分野で今まで以上に求められていると思います。
国家間の激しい競争にも生き残れるように。

■人の絡む要素もにらみながら制度の最適化を
【江守】櫻井さんは「波に乗れ　にっぽんの太陽電池」のなかで固定価格買い取り（注
1）を推奨していらっしゃいますね。

【櫻井】固定価格買い取りは使いこなせば、世界でもっとも効率が高くなる普及政
策です。これは何十カ国の実績から分析されていて反論の余地はありません。ステー
クホルダー（利害関係者）同士が話し合って、全体的に負担より利益が上がるよう
に進めていくことが要です。

【江守】短期的には負担して長期的には利益を得るということですね。
【櫻井】実は短期的にも利益になり得ます。実際にドイツ等では、再生可能エネルギー
にかけた金額より何倍もの経済効果が出ています。低炭素化技術の普及は産業構造
もだんだん変えていきます。ドイツの場合、再生可能エネルギーの普及に伴い全体
的な産業構造の転換があり、労働者人口の 1/4 が生涯に一回転職するぐらいの割
合で変化が進んでいます。技術的なことよりも、こうした「人」が絡む要素が、変
化の速度に大きく影響すると思います。

【江守】雇用の需給ミスマッチをどういうスピードで解決していくかですね。
【櫻井】政策はそこを助けてあげなければいけないわけです。一方で炭素税を課し、
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もう一方で低炭素化に対応した新技術開発には助成をすることです。飴とムチどち
らも必要です。

【江守】日本も固定価格買い取り制度が導入されましたが、よい制度にしていくた
めに注意すべき点は何ですか。

【櫻井】助成制度全般にいえることですが、バランスが重要です。早すぎても遅す
ぎても損です。出したお金に対して一番利益が得られるところがあります。

【江守】どうやって最適なバランスを計算するのでしょう。すでにあるデータで計
算できるのでしょうか。

【櫻井】人の心が絡むので不確実な部分があり、試行錯誤的になります。また将来
の技術開発をある程度予測しながら進めますが、うまくいかなかったりすごい技術
が突然出てきたりします。このへんがいいという見当をつけてとりあえずやってみ
る、それでずれてきたらまた調整する。走りながら調整することが重要です。

■制度的なサポートと量産で普及を
【江守】持ち家の人は太陽電池を設置できますが、そうではない人は電気代が高く
なって不公平ではないかとよく言われます。

【櫻井】制度次第です。アメリカの例ですが、低所得者層の屋根を借りて、国や自
治体が太陽電池パネルを置いています。ドイツで成功した方法は、自分の家に設置
できない人が、野球場の屋根など大きなところに設置されたものに何口か出資する
というものです。日本でも集合住宅のベランダなどに実際に太陽電池を設置してい
る例はありますが、制度が複雑なのでなかなか普及しませんでした。技術的には、
通常の重いパネルは設置するのに構造上・強度上の問題がありますが、薄く軽量の
ものでしたら問題ありません。技術はすでにありますから量産して安くするだけで
す。

【江守】屋根に設置した場合と壁面とでは発電効率は違いますよね。
【櫻井】南側に向いた壁でしたら、最適傾斜角度の屋根より 2 ～ 3 割減りますが、
発電はします。将来は日当たりがよければどこでも設置することになるでしょう。

【江守】コスト次第ということですか。
【櫻井】そうです。大きな技術革新がなくても今の技術で量産を進めていくと、充
分に安くなることが見込めます。ただし、今の 10 倍、20 倍の生産をしなくては
なりません。そこにいたるまでが大変です。

■信頼性の低い情報は国益の損失につながる
【江守】太陽光発電をはじめ、再生可能エネルギーや省エネ技術の大量導入の可能
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性に関しては、悲観論から楽観論まで、さまざまな意見が聞かれ、素人目には何が
正しいのかわかりにくい状況です。この状況をどうご覧になりますか。

【櫻井】新しいものを導入すると必ずトラブルは起きます。トラブルが起こりそう
なのが嫌でそこで議論を止めてしまうと、それ以上に大きな問題がふってきます。
全体の状況を見なければいけませんね。

【江守】しかしなかには短期的にそういう動きを押しとどめたい人がいるのでは。
【櫻井】信頼性の低い情報を意図的に流す人もおられますね。主張に根拠がないこ
とをこちらが指摘しても、屁理屈や詭弁でごまかす。しかし国全体から見れば、信
頼性の劣る情報を流布させるのは国益の損失につながるでしょう。結局は人々の判
断を誤らせ、経済や産業に悪影響を与える危険性が高いと感じます。

【江守】櫻井さんからご覧になって信頼性の低い意見というのはどんなものがあり
ますか。

【櫻井】太陽電池は今後 20 年ずっと価格が下がらない、という前提で計算をして
いるシミュレーションがありました。しかし実際は、2009 年 1 年だけで 2 割くら
い下がっています。天候次第なので対応できないという意見もあります。確かに家
一軒でしたら激しい差があるかもしれませんが、広い範囲に分散して設置すれば、
全体的な出力の変化は十分なめらかになります。他の発電所の出力を調整したりす
ることで対処できます。

【江守】スマートグリッド（次世代送電網）にしないと、今のままで大量に入れる
と不安定になるというのをよく聞きますが、それについてはいかがでしょうか。

【櫻井】確かにスマートグリッドの技術も必要ですが、実用的なコストで導入可能
です。特定の技術にだけ頼るのではなく、いろいろなものを組み合わせて、長所は
活かし合い、短所は補い合っていかなければなりません。

【江守】電力を中央集中的にするのか地方分散的にするのかというと、イデオロギー
的なことも絡んできますね。

【櫻井】極論だけを論じるのはまずいですね。中央集中も地方分散もそれぞれ得手
不得手がありますので、うまく組み合わせることが安定して安く供給できる道です。

■技術分野からみた IPCC
【江守】気候変動に関する政府間パネル（IPCC、p63 豆知識参照）では再生可能エ
ネルギーの特別報告書を作成中ですし、第 5 次評価報告書（AR5）の作成も始まり
ます。技術の分野から見て IPCC の役割をどうご覧になりますか。

【櫻井】IPCC は、収集した情報の信頼性を評価し、全体の状況を正確に見ようとし
ています。そういう仕組みは気候変動だけではなく、技術や産業の将来予測にも使
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えると思います。
【江守】IPCC の第 4 次評価報告書ではいくつか記述の間違いなどが見つかってやり
方を見直すべきということになり、IAC（Inter-Academy Council）に外部評価を委
託することになっていますが、技術に関する IPCC のレビューはうまくいっていま
すか。

【櫻井】Mitigation（緩和）の発電関係のところを見た限りでは、参考になる情報
はありますし、私も引用しています。逆に IPCC の仕組みに沿わないところもあり
ます。それは変化の速さです。技術は数カ月で激変することがあります。IPCC の
レビューは時間がかかりますから、情報収集した時点では信頼性があるものの、そ
の後の状況の変化をどれだけ反映できるかが IPCC の仕組みの最大の課題かもしれ
ません。

【江守】技術の方面の方ならではのご意見ですね。

■低炭素化の研究をさらに進める
【江守】5 年後、10 年後にはご自身はどんな研究を、もしくは研究以外をしていらっ
しゃると想像されますか。

【櫻井】せっかく低炭素化の研究に携わったので、今後もその関係で何か人の役に
立つことをしていると思います。太陽電池の材料開発かもしれませんし、電力制御
かもしれません。あるいは、耐久性向上かもしれません。

【江守】研究所のなかで自分がやりたいことを選んで進めていけるのでしょうか。
あるいはトップダウンで上からの指示なのでしょうか。

【櫻井】研究者は基本的に自分でテーマを探さなければなりません。そのテーマが
ニーズに合っていなければなりません。私は自分がやりたいと思ってきたことが研
究所のミッションに合っていることが多いと思います。ただ、政策に取り組んだの
はイレギュラーでしたね。任期付きのポストの頃に、新型太陽電池の開発を放り出
して、世界の普及政策を調べたりしました。勝手にやったので、むちゃくちゃ怒ら
れました（汗）。そういうふうに新しいことをやっている可能性ももちろんあります。
そこまで無茶をしなくて済めば、それに越したことはないですけど。

■新技術が世界を変える
【江守】「環境革命」といった言葉が聞かれますが、新技術が世界を大きく変える可
能性についてどのようにお考えですか。

【櫻井】世界は大きく変わると思っていますし、変わらざるを得ない状況です。そ
の過程ではトラブルも起きますし、お金の流れも人も変わります。でもやってみた
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ら案外簡単にできるのではないかと思います。というのは、私たちは走り出すため
に必要な技術をすでにもっていますから。

【江守】先ほど、産業構造の転換で人が動くとおっしゃっていましたね。ここをう
まくやらないと大きな損失になりますし、抵抗が起きます。

【櫻井】考え方の問題です。私に言わせれば、今の産業構造を変えずに何十年も生
きていけるというのは、いちばん楽観的かつ非現実的な考え方です。

【江守】自分の時代が逃げ切れれば、後の時代はどうなってもいいと思っている人
もいるかもしれません。

【櫻井】先送りが正義と考えている人は実際いますが、それは最悪の選択です。問
題は厳然と存在し、放っておけば悪化するだけです。そう考えるとあとはビジネス
としてどうしたらいいかということになります。

【江守】エネルギーの問題でも温暖化問題でもそうですが、ゆがんだ情報を信じて
盛り上がっている文化を最近無視できなくなっています。いくら誰かが信頼性の高
い情報を出してもみんなが簡単に聞いてくれるものではないと思っています。

【櫻井】悪意のない人は理解してくれます。ただ、日本人全体として、自分で情報
を集めてその信頼性を確認してみようという人が少ないのかもしれません。

【江守】ビジネスの人は一生懸命調べるかもしれませんが、一般の人はそれ程モチ
ベーションが高くありません。しかし一
般市民も世論を形成するうえでは正しく
知る必要はありますね。

【櫻井】結局ビジネスもそれに影響を受
けます。

【江守】おっしゃるとおりですね。今日
はいろいろと興味深いお話をありがとう
ございました。

（注 1）固定価格買い取り：再生可能エネルギーによって発電された電気の買い上げ額を、

個々の設備ごとに一定期間保証する助成方式。導入済みの設備からの買い上げ額は変

えず、新規に導入される設備からの買い上げ額を定期的に見直していく。買い上げ額

の調整で、普及速度を柔軟に調節できる。
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　2010 年以降も太陽光

発電の価格低減と普及は

加 速 し て お り、2012 年

時点で先行するドイツで

は日本の 1/2 ～ 1/3 程度まで価格が下が

り、一部では助成を必要としなくなって

きています。世界の年間の新規設備量は

2016 年に 2010 年の 2 ～ 5 倍になると

予想されるなど、今後も急激に普及が進

むと見られています。

米国コロラド州の曝露試験場にて。右端が
櫻井
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産総研における太陽光発電の開発

　産業技術総合研究所太陽光発電工学研究センターは、太陽光発電専門では日本最
大の公的研究組織。従来から使われている結晶シリコンや薄膜シリコンだけでなく、
CIGS（注 1）・色素増感・有機薄膜（注 2）・量子ドット型（注 3）など、さまざまな
種類の太陽電池の開発を行う。素子そのものだけでなく、システム設計、電力網への
組み込み、国単位での普及政策に至るまで、さまざまなスケールでの関連事項を研究
開発対象にしている。企業や大学からの人材も多数受け入れ、共同研究および人材育
成の拠点にもなっている。性能評価の国際標準策定など、産業の基盤となる測定基準
の提供も行う、世界でも有数の評価機関でもある。屋外曝露試験設備として産総研敷
地内にメガソーラー（MW 級の太陽光発電設備）も有し、電力は所内での利用に供
している。７月下旬の週末には一般公開も行っている。
　クセのある…もとい、個性的な研究者を多く抱え、いつも関係諸機関のお世話になっ
ている。

（注 1）CIGS 太陽電池：化合物半導体（Cu（In,Ga）Se2 ）を用いた新型の薄膜太陽電
池。従来の薄膜シリコン太陽電池に比べ、性能が高い。

（注 2）色素増感太陽電池、有機薄膜太陽電池：有機物を用いる、開発中の太陽電池。
製造工程が簡単で、コストを大幅に下げられると期待されている。性能と耐久性が課題。

（注 3）量子ドット型太陽電池：ナノメートルサイズの規則的な微細構造を内部に持つ、
基礎研究段階の太陽電池。実用化までは 20 年かかるともいわれるが、性能が現在
の倍以上になると期待される太陽電池。

                                               （文責：櫻井）

所内の太陽光発電設備の稼働状況を示す
モニター

所内に設置された太陽光発電設備の一
部。形式や製造元の異なるさまざまな製
品を並べ、耐久性向上や低コスト化の研
究に供している。（写真提供：産総研）
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＊このインタビューは 2010

年10月7日に行われました。

■工学から経済学へ－見え
るものの原因は見えないとこ
ろにある

【江守】植田さんは環境経
済学がご専門でいらっしゃ
います。まず、どのような
テーマの変遷を経て現在の
研究テーマに至ったかを教
えてください。

【植田】私の場合、環境経済学に取り組むようになったきっかけは非常に重要です。
実は、大学の専攻は工学でして経済学ではありません。1970 年代、公害が大きな
社会問題になっていました。大学 3 年生の頃、たまたま先輩に誘われて水のサン
プリングをするアルバイトをし、岐阜県から富山県へと神通川流域の鉱山廃水分析
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の手伝いをしたのですが、それが公害問題とのかかわりの始まりでした。そして、
公害裁判の記録も読みました。工学部では公害問題を技術の問題として受け止める
のが基本でしたが、裁判の記録を読んでいくうちに、鉱山廃水による河川の汚染は
昔からあり、それ程高度な技術を用いなくても大きな被害は防ぐことはできるし、
その意味で解決できることに気づきました。つまり、廃水を一度ためて上澄みだけ
流すと汚染の原因となっている重金属は底に溜まります。そうするとそれ程ひどく
河川や海を汚染することにはなりません。その簡単なことが何故実行されないかと
なると、それは技術の問題ではなく経済・経営の問題だと思い、経済に関心をもつ
ようになりました。当時の経済学ではそういうことに関心をもっている人はきわめ
て少数でしたが、技術で最後に処理するのではなく、原因そのものをコントロール
するという発想で問題提起している工学部の先生がいらっしゃいました。私もまっ
たく同感でした。そこで今日いう環境経済研究に入っていきました。工学から経済
学へ大転身のように言われましたが、私自身はごく自然に入っていきました。

【江守】経済の学科に移られたのでしょうか。
【植田】工学部に籍を置いて経済学のゼミにも参加しました。日本で環境経済学と
いう部門・講座ができたのは 1980 年前後で、京都大学と一橋大学にできました。
当時私は博士課程の修了の頃で、経済学のゼミにも出席しながら鉛のリサイクル計
画などを研究していました。それから京都大学経済研究所にできた環境経済学部門
の助手に採用され、本格的に環境経済研究を行うようになりました。工学部は見え
るものを対象にし、技術的に処理しますが、原因は物的には見えないところにあり
ます。最初は廃棄物とリサイクルの研究を行いましたが、大量廃棄の原因は経済の
仕組みにありますから、研究は環境経済全体に広がりました。

【江守】温暖化問題にはどういう経緯で取り組むようになったのでしょうか。
【植田】温室効果ガス、二酸化炭素も経済学では廃棄物です。廃棄物はなぜ排出さ
れるかというと経済の構造的な問題です。1990 年代、日本で環境経済を研究して
いる人は少数でしたので、私にも温暖化問題についてどういう政策を導入すべきか
と意見を求められることが増えてきました。そこで体系的な基礎をもった形で発言
したいと思い、温暖化問題にかかわるようになりました。

■ GDP ではない豊かさを目指す
【江守】環境と経済の両立ということがよく言われるようになりました。世界規模で、 
特に途上国が大きく経済発展しながら、世界の温室効果ガス排出量を大幅に削減で
きる可能性について、経済学の観点からどのようにご覧になりますか。

【植田】貧困の撲滅、不公平の是正、景気循環の制御などを経済学は課題にしてき
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ましたが、そうした課題に取り組む場合も地球環境・地球資源（の制約）を念頭に
置いて取り組むべきです。人々の生活の質を改善しながら環境負荷を減らすことが
先進国では最大のテーマになります。途上国においては低炭素型に転換して発展し
なければなりません。それには根本的には国際社会が競争社会から協力社会へ移行
しないと実現しません。

【江守】生活の質を経済指標である国内総生産（GDP）で評価するのではないとい
うことですか。

【植田】経済を GDP で見ていくと、ある段階を超えると人は生活がよくなったとい
う満足感が低下するということが論文としてすでに発表されています。これは先進
国に共通する現象です。GDP では測れない幸福度があるといってもよいでしょう。
現在行われているハピネス（幸福）研究で私が注目しているのは、経済的要因に加
えて社会的、政治的要因です。自己実現でき、参加の場所があり、自分が他人の役
に立っているほど満足度が高まるというものです。これは大事な視点ではないかと
思います。

【江守】経済学で効用と言っているかと思いますが、これまでと質が違う効用に注
目しているということでしょうか。

【植田】効用というと主観的満足度ということになりますが、単純に主観だけで評
価すると問題があります。例えば、飢餓状態の人には追加的な水一滴でも大きな効
用がありますが、それで良いという人はいないでしょう。選択の幅と質が拡充し、
より自由になったかということが大切です。アマルティア・セン（Amartya Sen）
が提唱した考え方です。

【江守】自由、自己実現などは政治体制に依存してきますね。
【植田】私が翻訳したパーサ・ダスグプタ（Partha Dasgupta）の「サステナビリティ
の経済学」によれば、持続可能な発展というのは、一人ひとりが、ますます善き生
き方（well-being，福祉）ができるということです。福祉には決定要因と構成要素
という二つの側面があります。構成要素としては自由・幸福・健康などで、制度的
要因とも結びつきます。物的に同じ状態であっても非物的要素によって満足度は異
なります。決定要因とは福祉（well-being）をつくり出すための生産的基盤であり、
資本資産と制度から成ります。

【江守】物質的な成長が持続しなくても満足感は成長する世の中を目指していくと
いうことでしょうか。

【植田】そのとおりです。本当の豊かさとかかわるような議論がもっと出てくるで
しょう。
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■適正成長率から見た成長しなくても豊かな社会
【江守】国際社会が競争社会から協力社会へ移行するためにはどうしたらいいでしょ
う。また、その可能性はあるのでしょうか。と言いますのは競争を重視する市場原
理主義の立場は根強いと思うのですが。

【植田】決して競争を否定するのではありません。温暖化問題に対処するには、協
力のもとで競争していくことが大事で、実は経済モデルの問題と結びつきます。
持続可能な発展の経済モデルが私の現在の研究テーマです。私のなかでも充分な
回答ができてないので、アイディアというレベルで説明します。ケインズ（John 
Maynard Keynes）らが作り出した適正成長率という概念があります。需要と供給
がうまく合う点があり、それが適正成長率です。成長しなくても豊かに生きられた
ら素晴らしいと思いますが、単にゼロ成長というのではなく、成長しなくてもいい
社会というのを供給面と需要面で考えると、供給面では安全・安心で豊かなので貯
蓄しなくていい社会です。そうした社会は現在の国際社会には存在しませんが、北
欧は相対的にそれに近いですね。社会保障が充実していて安心ですから、貯蓄率を
上げなくてもいいわけです。逆に需要側で考えたときに、供給力を増やさないと需
要に応えられないとなると、成長しなければならなくなります。ですから物的需要
を増やさなくていい、変な言い方ですが、消えていく需要でなければなりません。
一つの可能性は皮肉ですが、軍事です。過剰設備になってきたら壊す。戦争をする
と壊れますから、作り直すということになります。他には学術、文化、芸術など非
物的消費があります。そういうもののウェイトが相対的に高まることです。北欧は
ある時期福祉という意味で注目されましたが、今申し上げた観点からも注目してい
いかもしれませんね。

【江守】北欧はそういう社会に近いということですね。
【植田】相対的にという意味です。環境福祉社会という言い方をする人もいらっしゃ
います。

【江守】素人的な考えですが、需要と供給が増えないと失業者が増えると思いますが、
必ずしもそうはならないということでしょうか。

【植田】失業者が出る原因は、必要となる働く時間に比べて少数の人が長時間働く
社会になっているからです。ワークシェアするともっと短い時間で同じ水準の物を
作れるようになっているはずです。北欧はみんなが働きみんなが得られるという仕
組みを作ることで、高い成長率ではなくても失業率の低い社会が維持できています。
GDP や成長率はそもそも市場を通過したもののみしかカウントしませんが、それ
以外のものが厚い方が社会としては安定しています。それが大きな背景にあると思
います。
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【江守】そういう社会のなかでも人より物質的にいい暮らしをしたい、人よりお金
を稼ぎたいと思わないでしょうか。

【植田】いい暮らしとは何か、社会的価値意識も変化するとは思いますが、お金を
稼ぎたいと思う人もいるでしょう。そういう動機が問題だというよりも、そういう
動機づけが結果的に環境破壊につながることが問題なのです。その意味で社会の
ルールこそが問われるべきです。個人の動機やインセンティブが尊重されながら環
境が保全されるような社会の仕組みでないとうまくいかないでしょう。一種の社会
的評価システムです。単純に私的な利益が大きいという動機付けでは動かないよう
になるのかもしれません。しかしそれが直ちになくなるというわけでもありません。
社会的な仕組みに関して試行錯誤をしているような感じがします。

■途上国の低炭素型発展のための NGO と研究者の役割
【江守】今お話された視点で途上国がどう発展していったらいいとお考えですか。
【植田】中国はすでに途上国とは言えないかもしれませんが、中国についてお話し
します。2009 年 1 月に西安から 30km 入った農村に行きました。その村の当面の
目標は、今は遠いところから汲んでいる水を 20 分以内で汲めるようにするという
ことです。水道がないからです。日本の経験とは違い、中国では格差が拡大しなが
ら高度成長しています。そういう現実を踏まえながらどう進めるかというと、低炭
素型で発展していくことです。本当の意味の development が必要です。

【江守】本当の意味でとおっしゃったのは、物質的にも成長しながら、ということ
ですね。

【植田】ミニマムの物的条件を満たしながら、発展のプロセスとしては、早い段
階から環境問題を考えなければならないでしょう。私はよく sustainable human 
development と言います。sustainability には人間のキャパシティ、能力の発展が
内容として入っていなければなりません。中国にはそういう方向に向いてもらうと
いうことです。また、世界全体、特に先進国はより多くの努力をして、途上国の貧
困削減を含めた取り組みに支援するというのが協力社会の具体的内容だと思いま
す。さらに国家単位ではなく、国民、あるいは自治体や NGO など地球市民の存在
が不可欠です。

【江守】途上国の体制がしっかりしていないとせっかく投資しても有効利用されま
せん。オバマ大統領が、以前、投資した分で途上国が自立するように向かわなけれ
ばいけないと演説していたようです。どのくらい現在そういう方向に向かっている
のでしょうか。

【植田】大切な視点ですが、現状の評価は難しい。一方では新興国の台頭がありま
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すが、世界全体では格差が拡大している面があります。途上国が自立できる条件を
つくること自体が持続可能な発展の課題であり、その国だけの課題ではなくグロー
バルな課題と位置づける必要があるでしょう。ミレニアム開発目標（注 1）の成果
に注目しています。根本的にはグローバルな課題も、現実には世界政府がないので
すから国が集まって、議論をして決める以外に方法はありません。しかし、国益の
ぶつかりあいでは解決しませんから、地球益に配慮した動きが強くならないと難
しい。それが NGO の活動の大きな意味です。世界各国にいろいろな NGO があり、
それが国境を越えた力になれば大きな変化が起こります。一方研究者の役割を考え
ると、議論をするときの知的共通基盤をつくることです。2010 年 8 月に東アジア
環境資源経済学会が設立されました。中国は国の力が強く縛りが強いような気がす
るのですが、科学はそれを越えて、正しいことは正しいという感覚が中国の人にも
出てくれば、大きな変化が生まれるはずだと思います。どういう原理で考えるべき
か、どういうメカニズムが働くかという分析はやはり科学者なら共通の理解がでて
きます。遠回りのようですが大切だと思います。

■知的共通基盤をもつための科学と政策の役割
【江守】政策のために科学ができることは知的共通基盤をつくることとお話しされ
ました。植田さんは、2009 年、政府の温室効果ガス削減の中期目標（2020 年ま
でに 1990 年比で 25％削減）に関するタスクフォース（温室効果ガスの削減目標
については p151 豆知識参照）の座長をなさっていましたが、その立場から政策と
科学の境界線についてどうお考えになりますか。

【植田】環境問題の観点でいうと、被害が起きてしまってからでは遅いということ
がはっきりしていますから、まだ起こっていないことについて予防原則的に判断し
ていくことが必要になります。そこは社会科学的な部分です。自然科学的にはもっ
と知見を増やす努力をしなければいけないわけですが、環境問題の場合は完全に理
解できるということはないと思います。不確実性が大きいなかでも何か決定をしな
ければいけなくて、しかも予防型にする必要もあります。その決定は社会的・政治
的決定になります。例えば温室効果ガス削減の中期目標を 1990 年比で 25％削減
するか 8％削減するかというのは、科学ではなく政策的判断に属します。その際、「モ
デルがどういうもので、その計算結果をふまえてこういう理解をしたので、こう判
断します」という一種の説明責任があると思います。あるいはそれを討議できる社
会であってほしいのですが、まだ十分ではありません。そこは日本の社会、政治の
弱さです。日本はその点ではまだ習熟していないといえます。

【江守】私自身、温暖化のリスクの観点から不確実性のもとでの意思決定、社会的判
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断、市民参加についてとても興味をもっています。今のお話はまさにそのことでした。
【植田】タスクフォースはいい機会なので、分析モデルの精度をより上げるとか、
もっともらしい前提条件で分析するためにパラメータを変えるなど、議論を恒常的
に行ってもいいと私は思っていました。楽観論すぎるかもしれませんが、ある種の
正論は浸透していくと思います。正論というのはどれかのモデルが正しいというこ
とではありません。

【江守】結果の違いは前提条件の違いですから、それをすりあわせたり幅をもたせ
たりして、それで結果がこんなに違うということを詰める作業が重要だと思います
が、今はどれくらいできていますか。

【植田】十分ではありませんが学会で議論しています。別の話ですが、アメリカは
分析するための基礎データが豊富です。個票データを使えるので統計分析がやりや
すいのですが、日本はデータの収集と公開がちょっと弱いですね。データソースを
共通にもっていませんから十分な計算がやりにくいのです。

【江守】モデルのグループもお互いにデータを公表しないということがあるのでは。
【植田】国立環境研究所のアジア太平洋統合評価モデル（AIM）がモデルを公共財
として取り扱ってくれたのは良かったと、私は思っています。私がモデルの専門家
ではないので言えるのかもしれませんが、モデルとデータの共有は大切です。

■今後のテーマは：①持続可能な発展を具体的に使えるコンセプトに、②アジアの
知的共通基盤を広げるネットワークづくりを

【江守】最後に 5 年後、10 年後にはご自身は何をしていらっしゃると想像されま
すか。

【植田】二つあります。持続可能な発展という言葉は、1980 年代、世界自然保全
戦略（注 2）そしてブルントラント委員会（注 3）で提起されて枕詞としては大変
よく使われましたが、実際の政策を動かせたかと問われると疑問が残ります。私は
持続可能な発展が、実際に判断でき、判定でき、使えるものにしていく研究がもっ

とあっていいと思います。温暖化問題を
考えるとき、持続可能な発展になるかど
うかが大きな意味の判断基準だと思いま
すから、温室効果ガスの削減、温暖化へ
の適応を統一的に把握できるような枠組
みを作ることを目指しています。それは、
5 年後、10 年後にできるかどうかわか
りませんが、周りにいる若い人たちと一
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緒に研究集団として研究をしていると思います。
　もう一つは、研究そのものではありませんが、東アジア、アジア全体で知的共通
基盤がもう少し広がるようネットワークづくりをしたいと思います。そこに政策と
の関係も含めて総合化していくことがテーマです。言うのは易いのですが実行はそ
れほど簡単ではないでしょう。

【江守】私も持続可能性に注目した研究をしていきたいと思っています。是非また
個別の研究内容でもご相談させてください。今日はどうもありがとうございました。

（注 1）ミレニアム開発目標：2000 年 9 月の国連ミレニアム・サミットにおいて 21 世

紀の国際社会の目標として採択された「国連ミレニアム宣言」と、1990 年代に開催

された主要な国際会議やサミットで採択された「国際開発目標」を統合し、一つの枠

組みとしてまとめたもの。ミレニアム開発目標の八つの目標は 2015 年を達成期限と

している。

（注 2）世界自然保全戦略（WCS）：国連環境計画（UNEP）の委託により、国際自然保

護連合（IUCN）が 1980 年に作成した地球環境保全と自然保護の指針。自然資源保

全のため、「持続可能な発展」の概念を初めて公表。

（注 3）ブルントラント委員会：環境と開発に関する世界委員会。ブルントラント・
ノルウェー首相が委員長となり、1987 年に報告書 “Our Common Future” を発行
した。そのなかで展開された「持続可能な発展」の考え方はその後環境と開発を
考える際の指針となった。

　持続可能な発展論のそ

の後の発展については、

さ し あ た り、 植 田 和 弘

編『持続可能な発展の環

境ガバナンス』ミネルヴァ書房（近刊）、

および Kazuhiro Ueta and Yukio Adachi 

eds, Transition Management Theory for 

Sustainable Development (tentative), 

UNU Press, in press を参照、東アジア環

境資源経済学会については http://www.

eaaere.org/ を参照ください。

中国から幹部候補生に来てもらい、いっしょ
に持続可能な発展について学び、持続可能
な発展を担える人材づくりをすすめている。
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＊このインタビューは 2011

年1月20日に行われました。

■モデルと環境経済への興
味から研究の道へ

【江守】増井さんは国内的
には政策対応を、国際的な
コミュニティではアジア太
平洋統合評価モデル（AIM）
の研究で活躍されていま
す。どのような変遷を経て
現在の研究テーマに至った
かを教えてください。

【増井】高校生のときに環境問題に関心をもち、大学は環境工学を専攻しました。
卒論を書いた後、1993 年に、指導教官の紹介で、修士課程の 1 年間、国立環境研
究所（以下、国環研）の故森田恒幸先生の研究室でモデルと環境経済を学びました。
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博士課程に進学するつもりはなかったのですが、森田先生から研究者に向いている
とおだてられたのと、この分野での研究が面白くなっていましたから、研究の道に
進みました。当時は 1990 年から始まった AIM プロジェクトの創成期でした。

【江守】高校生のときに環境問題に興味をもったきっかけは何ですか。
【増井】私は大阪出身で、大気汚染や水問題などの公害問題が身近にあったことと、
小さい頃から父やその職場の方と一緒に山歩きをしていたからだと思います。しか
し地球環境問題を意識したのは大学に入ってからです。

【江守】研究者を志されたきっかけは森田さんとの出会いがあったからですね。
【増井】森田先生の研究室で森田先生や亀山康子さんと深夜まで勉強会をしている
うち、こういう仕事があるんだという新鮮な気持ちになりました。学位を取った後、
たまたま国環研でのポストがあいたので応募し、採用されました。

■理論と現実のギャップが課題
【江守】温暖化対策の文脈で社会経済活動をモデル化する上で、難しいところはど
こですか。

【増井】まず、温暖化に関するモデルについてご説明します。私は人間活動と二酸
化炭素（CO2）排出等の環境負荷を分析するモデルを使い、CO2 をどれだけ排出し
ているのか、どうしたら排出削減できるかなどの分析を担当しています。研究グルー
プのなかでは、個々の対策技術に焦点を当てた積み上げ型モデルである「技術選択
モデル」と、マクロ経済全体の整合性をとりつつ温室効果ガスの削減を評価する経
済モデルである「応用一般均衡モデル」を使って計算しています。その二つのモデ
ルが中心となり、うまく連携させながら、具体的にどういう技術を導入すればどれ
くらいの CO2 削減が可能か、対策を導入するための費用はいくらで、経済活動に
どういう影響があるかを研究しています。難しいのは理論と現実とのギャップです。
モデルで想定している主体の行動と、実際の行動にはかなり違いがあります。研究
という側面では大きな問題となりませんが、研究結果をもとに政策が決まることも
あり、その場合には実際の生活や生産活動に影響が及ぶ可能性が出ますから、責任
の重さを感じながら研究しています。

【江守】具体的なモデルの発展の方向を教えていただけますか。
【増井】応用一般均衡モデルでは所得階層別に分けたモデルを使って分析されてい
る例や、都市と農村に分けて評価するという例もあります。今までは、日本全体の
平均的な分析を行ってきたので、今後 5 年間では、できれば地域的な特性を反映
できるようにしたいと考えています。

【江守】企業から技術関係の情報を収集するのは大変だそうですね。
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【増井】私は 2008 年に組織された中期目標検討委員会の下に設置織された中期目
標検討ワーキングチーム（p151 豆知識参照）から、2020 年の温室効果ガス排出
削減の試算・検討にかかわっており、当時から、各業界へのヒアリングを行ってき
ました。中央環境審議会地球環境部会の中長期ロードマップ小委員会（p151 豆知
識参照）でも、ロードマップ作成にあたり、各業界のヒアリングを同様に行いまし
た。2020 年に向けてどういう技術が利用可能かなどある程度わかるものもありま
すが、それが完全に導入されるかどうかはわかりませんし、新しい対策技術導入の
初期費用は企業や業種により違いますから、費用の見積もりが難しいです。そこで
ヒアリングと収集したカタログ等から標準的なものを作成しました。

【江守】ヒアリングをしたときに、相手側の担当者が中立的な見通しを教えてくれ
るとは限らないでしょう。

【増井】信頼関係が大切です。中期目標検討委員会から 2 年以上もヒアリングを続
けてきたなかで、企業側の考えを教えていただくことができました。

■オールジャパンで問題に対処
【江守】ご自身の分野における日本の研究は国際的にどんなレベルでしょうか。国
際的な研究コミュニティを意識したときに、今後どのような研究や活動を進めるべ
きでしょうか。 

【増井】国際的なネットワークがあり、そのなかで日本の研究者も活躍しています。
しかし海外ほど研究者の層が厚くないですね。ですからオールジャパンで情報共有
して、幅広くいろいろな問題に対処していかなければなりません。

【江守】どういう種類の情報になりますか。
【増井】例えば、シナリオを共有化して計算することが挙げられます。影響グルー
プに提供する社会・経済のシナリオについて検討するワークショップが 2010 年末
に行われ、シナリオの共有が議論されました。こうした活動を通じて、日本として
実行力のある対策を組み立てていく視点や枠組みが必要です。中期目標検討のよう
な場では、モデルの結果は役所等の意見を代弁するものと見られがちですが、研究
面ではこれまでも立場の異なる研究機関が協力しており、研究者間のネットワーク
はありますから、それをうまく活かして日本の温暖化対策や日本からの情報発信に
貢献するものを作ることが重要です。

【江守】オールジャパンでというのはいいお話なので、是非リーダーシップをとっ
ていただければと思います。

【増井】中立的な人がリーダーシップをとってそこに情報を集めるのが理想的です。
エネルギーモデリングフォーラム（EMF）が何十年と続いているのは、主宰者がス
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タンフォード大学のジョン・ウェイアント（John P. Weyant）教授で彼はモデルを
実際に動かす人ではなく、コーディネートする人だからと思っています。

【江守】EMF はどんな活動をしているのでしょうか。
【増井】EMF はモデルのコミュニティで、毎回テーマを決めて宿題を出します。世
界のさまざまなモデリングチームは答えをもちよって議論します。例えば、将来の
対策技術（太陽光発電、CO2 隔離・貯留、原子力など）が進むケースとそうではな
いケース、それが 450ppm 安定化（産業革命前からの全球平均気温の上昇を 2℃
に抑えるのに概ね目標となる温室効果ガスの安定化濃度）達成にどう影響するかな
どです。こういう作業のなかでも人手のなさを感じています。

【江守】気候変動に関する政府間パネル（IPCC、p63 豆知識参照）第 5 次評価報告
書（AR5）に向けた研究の動向を教えてください。 

【増井】AR5 に向けても EMF が中心となって計算を開始しています。また、アジ
アモデリングエクササイズという活動もあって、こちらはアジアに焦点を当てて、
計算結果だけではなく人材育成的なことも行いながら、アジアの研究者に呼びかけ
てアジアのシナリオを作っています。それが論文としてまとめられて AR5 に引用
されるように準備を進めています。

■アジアの研究者との協力関係を築いた AIM
【江守】AIM はこれまでずっとアジアで協力関係をもちながら研究を進めてきまし
たね。

【増井】甲斐沼美紀子さんが IPCC の第 4 次評価報告書（AR4）のリードオーサー
を務めたとき、AIM でかかわりのあったアジア各国の研究者がサポートして、AIM
の結果を積極的に後押ししてくれました。また、AIM モデルを各国に当てはめた
計算結果が論文としてまとめられ、それらが IPCC の統合評価報告書にも多く引用
されました。

【江守】AIM は森田恒幸さんたちのグループがアジアにネットワークを作り、国際
的に進めてきました。森田さんが残したもの、増井さんが受けた影響について少し
お話ししていただけますか。

【増井】アジアに展開したのは今から 20 年程前です。現在でもおつきあいのある
アメリカのエネルギーモデルの大御所であるエドモンズ（James A. Edmonds）博
士からアジアでモデルをするためのカウンターパートとして、中国能源研究所の胡

（Xiulian Hu）教授とインド経営大学院のシュクラ（P.R. Shukla）教授たちを紹介
していただき、実際に森田先生らが行脚され、今のようなアジアでの研究協力体制
ができました。その後胡教授の下で働いていた姜（Kejun Jiang）博士が東京工業
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大学で博士課程を修了し学位をとりました。彼は今では中国のエネルギーモデル、
温暖化研究の第一人者となっています。森田先生が築いたネットワークは今も続い
ています。森田先生から一番影響を受けたのは、人間関係を大切にしつつ、研究と
してはしっかりやっていただき、きちんとサポートするということです。2003 年
に森田先生が亡くなったときに、世界のグループから AIM はこれで終わったとい
う声もあったそうですが、アジアの多くの研究者がサポートしてくれました。

■持続可能な社会に向けた前提条件の共通認識
【江守】持続可能な社会は 2011 年 4 月から始まる国環研の第 3 期中期計画の中心
テーマの一つですし、IPCC の AR5 で増井さんは持続可能な社会の章を担当されま
すね。持続可能な社会は研究だけではだめで、実現しなければなりません。それに
向けて私たち研究者には何ができるでしょうか。また何をすべきでしょうか。

【増井】持続可能な社会といっても、環境を優先的に考えられる先進国と飢餓や毎
日の生活が最優先課題の途上国では目標が違ってきます。だからこそ「持続可能な
社会」という言葉が使われてきたと思っています。しかし、実際に実現するために
何をすべきか、みなさん考えていることが少しずつ違っています。世代間のことを
強調する人もいれば、現在の生活の質を強調する人もいます。定義はいろいろあり、
そのなかでどういう社会が持続可能な社会かを明らかにし、実現するとどういうメ
リットがあるのかを現実的な話として示していくことが重要と思っています。

【江守】仮に達成すべき目標がいくつか決まってもそこにいく道筋は一つではあり
ません。また、途中で不確実性があり、なかなか描ききれませんね。

【増井】描ききれませんし、研究者が特定のものを目標・結論として定めていいの
かということもあります。研究ですから、一つひとつのシナリオを示すことは重要
です。それぞれ利害関係者と呼ばれている人たちが、どういう社会を実現したいと
考えるのかのお手伝いをする、基礎的情報を提供するのが研究者に求められている
ことかと思います。

【江守】そのときにコミュニケーションが重要です。こちらで用意したシナリオが
誤解して伝わって、研究者がこういうふうにしろ、便利な生活を我慢しろ、と言っ
ているみたいに思われてしまうこともありますね。コミュニケーションについてよ
く強調されるのは「双方向性」です。誤解なくわかりやすく伝えるのは必要ですが、
こういうふうに伝えたらこういう勘違いが起こるなど、研究者が双方向的に情報を
得るのはとても大事です。

【増井】現在、東京工業大学で 3 年生の学生を指導し、2050 年の社会がどうなっ
ているかというシナリオ作りの演習を行っています。若い学生たちは将来のことな
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ど考えたことがないのか、最初は戸惑った感じでした。しかし議論していくにつれ
て、私自身が今まで想像していなかったような意見やフィードバックをもらいまし
た。また、学生にとって 2050 年は 60 歳くらいですから、大学を卒業し、社会に
出て就職して、退職するという人生にとって大事な期間を議論しているということ
を改めて実感してくれているようです。最終的には面白いものが出てくると期待し
ています。将来を議論することは自分たちにとって大事なことだと理解してもらえ
れば、世の中いい方向にいくのではないかと思っています。

【江守】それは持続可能な社会を考えるときの本質的な問題です。人類の文明が持
続していくことが大事だという前提条件を、本当にみんなが共有できるかというこ
とです。持続可能な発展のための教育（ESD）を熱心に進める動きがあるようです。
教育の現場で言い続けるとだんだんみんながそう思っていくことはあるかもしれま
せんが、一個人にとってそれ程自明のことではないような気がします。自分が本当
にそう思うのかというのは今後の課題として残されていますね。

■科学と政策の役割と境界
【江守】増井さんはこれまでどういう政策対応的なお仕事をなさいましたか。その
ご経験から政策と科学（社会科学を含む）の境界線について、どのようにお考えに
なりますか。

【増井】一番大変だった仕事は、先ほどお話した「地球温暖化問題に関する中期目
標検討委員会」の下に設置された「中期目標検討ワーキングチーム」での 2020 年
の温室効果ガス排出削減目標の作業です。温暖化問題の場合、政策と科学は両輪で
すが、それぞれの役割があります。中期目標検討会においては、科学からどういう
情報を出せばいいのかがはっきりしていました。そして科学が提示したオプション
から実行すべき目標を選ぶのは政策担当者です。ただし、対策の検討は政策とセッ
トで行うことが求められ、政策と科学の境界が曖昧なところはありましたけれども、
こうした考え方、手順は良かったと思います。一方で、2009 年民主党に政権交代
して、「2020 年までに 1990 年比 25％削減」は、最初に達成すべき目標が与えら
れていました。そこで中長期ロードマップ小委員会では、環境省と一体となり、議
論しながら具体的な政策を準備しました。目標の実現可能性や道筋を示すという意
味ではこちらも重要な作業ですが、中長期ロードマップとして出されたものは、科
学と政策の境界がさらに曖昧になってしまいました。科学の役割が重要になってい
るということはありますが、科学の面から情報を提供する立場として、これで良かっ
たのかと疑問に思うところもあります。

【江守】科学技術的な選択肢だけではなく、政策判断の基準を人々はどう考えるの
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かを研究者が調べて、政策判断の基準についての選択肢も提示してあげることが必
要ですね。人々の認識を引き出すようなことを議論しながら作っていくような研究
も必要かなと思います。

【増井】地球温暖化問題はいろいろな利害関係者がいて、最適解が見つからないだ
ろうと思います。みんながある程度納得するような満足解しか得られません。

【江守】人々が現時点でどんな直接的・経済的利害をもっていても、将来の世代の
存続について合意ができれば話は簡単なのですが、実際に人々は将来世代の存続に
ついていつも真剣に考えているわけではありません。そこが一番難しいところです。
その議論は避けて通れないのですが。

【増井】温暖化の問題は既得権の問題と考えています。モデルは一見すると合理的
で客観的な答えを出しているように見えますが、モデルやシナリオを作成する段階
では主観によるところが大きく、実際は計算結果のようにはうまくいきません。

【江守】既得権というのは特別な人だけがもっているものではなく、誰にでもあり
ます。それを手放そうとすると誰でも抵抗します。口で言うほど簡単ではありませ
ん。社会が大きく変わった後で自分がより活躍できるという自信とチャレンジ精神
がないと手放すことはできないのではないでしょうか。あらゆる主体がそういう方
向で脱皮していくことが望まれます。単に我慢するという形で既得権を放棄させる
のは無理でしょう。

■自分にとっても人類にとっても明るい将来とは？
【江守】最後に、5 年後、10 年後にはご自身は何を（どんな研究を、もしくは研究
以外を）していると想像しますか。

【増井】1997 年の気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）の前に京都議定書
（p125 豆知識参照）第一約束期間（2008 年～ 2012 年）での温室効果ガス削減が
森田先生らを中心に研究されていました。その約 10 年後の現在は 2020 年の排出
削減の計算をしています。ですから、たぶん 10 年後は 2030 年の排出削減目標が

議論になっているだろうと思います。た
だ、こうした議論は体力的にも非常にき
ついので、そのときには次の世代の人が
研究をしていて、私はアドバイスに回る
方がいいですね。よく冗談で言うのです
が、問題解決していれば私たちは失業し
ているわけですから、そうした社会の
方が本当は望ましいはずです。10 年後、
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まだ今と同じような議論をしていたら本当に地球の将来は危険だと思います。です
から違う分野の研究をしているか、大学で別の分野の研究者を育成しているなら、
将来の見通しは明るいのかなと思います。それが理想であり、そうなってほしいで
す。

【江守】今進めている研究については 10 年間でうまく世の中が進んで、増井さん
ご自身は別のことをやっているということですね。そうなることが増井さんにとっ
ても人類にとっても明るい未来を意味しますね。

　2011 年 8 月から 2012 年 5 月まで、国立環境研究所の長期派遣研修

制度を利用して、本文でも紹介した Dr. Jae Edmonds のいる米国メリー

ランド大学の Joint Global Change Research Institute にて研究を行い

ました。世界からさまざまな人が集い、切磋琢磨する点が研究の原動

力となっていることを実感しました。一方で、米国で実際に生活をして、つくば以上

の車社会を経験し、温暖化対策が進まないことも身をもって理解しました。心残りは、

滞在期間の最後の数カ月間、米国滞在にもかかわらず、日本のエネルギー政策に関す

る試算に多くの時間を費やしたこと。原

子力発電をどうするかはエネルギー供

給の問題ではありますが、エネルギー需

要をどれだけ減らせるか、さらには日本

の将来ビジョンをどう描くかといった

点も議論する必要があると考えていま

すが、米国滞在中には日本からの強い

メッセージは残念ながら伝わらず、時間

だけが流れたという印象をもちました。
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温室効果ガスの削減目標

　日本は、温室効果ガス排出量削減に関する長期目標として、2008 年 7 月「低炭素

社会づくり行動計画」に 2050 年に現状から 60 ～ 80％削減することが閣議決定され、

2010 年 3 月には民主党政権のもとで 2050 年 80% 削減を書き込んだ「地球温暖化

対策基本法案」が国会に提出されました。これからは、京都議定書約束を守ったあと、

2050 年までにどういう道筋で削減していくかが重要ですが、東日本大震災や東京電

力福島第一原子力発電所事故もあり、明確にはなっていません。

　2009 年 12 月にコペンハーゲンで開催された気候変動枠組条約第 15 回締約国会

議（COP15）において 2020 年の各国削減目標の議論が行われる予定であったこと

から、2008 年 11 月下旬から 2009 年 4 月上旬にかけて、内閣官房が中心となって

「地球温暖化に関する中期目標検討委員会」（福井俊彦座長）が設置され、わが国の

2020 年の削減目標が検討されました。この委員会の下に設置された「中期目標検討

ワーキングチーム」には国立環境研究所の研究者も参加し、これまでに開発を進めて

きた AIM モデルを駆使して科学的な知見を提供しました。検討の結果、中期目標は

六つの選択肢としてとりまとめられ、2009 年 6 月 10 日に 2020 年の中期目標として、

真水（国内削減努力）で 2005 年比 15％削減（1990 年比 8% 削減）が麻生首相（当

時）から発表されました。

　2009 年 8 月に誕生した民主党政権の鳩山首相（当時）は、9 月の国連気候サミッ

ト会合で主要排出国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築や意欲的な目標の

合意を前提とする中期目標として、2020 年までに 1990 年比で 25％削減を公約と

しました。これを受けて、「地球温暖化に関する閣僚委員会タスクフォース」（植田和

弘座長）が設置され、25％削減目標をどのように実現するかが検討され、中間とり

まとめが COP15 期間中の 12 月 11 日に公表されました。「地球温暖化に関する閣僚

委員会タスクフォース」は「中期目標検討ワーキングチーム」と同じ研究機関が参加

し、国立環境研究所は最新の科学的な知見に基づいてモデル分析を実施し、モデル以

外の重要な観点についての考察もまとめましたが、前提となる社会経済の状況につい

ては手が付けられず、「地球温暖化に関する中期目標検討委員会」と同様に 25% 削減

を技術のみで達成することは難しいという結果となりました。

　2009 年 12 月に環境省では地球温暖化対策に係る「中長期ロードマップ検討会」（西

岡秀三座長）が発足し、25％削減に向けた取り組みについて社会・経済の前提を検
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討することから議論されました。2010 年 4 月には、日本における中長期の温室効果

ガス削減目標（2020 年に 1990 年比で 25％、2050 年で 80％削減）を実現するた

めの対策・施策の具体的な姿（中長期ロードマップ）について、国民各界各層からの

意見を聴取し、その内容も踏まえて精査を行うために、中央環境審議会地球環境部会

の下に「中長期ロードマップ小委員会」（西岡秀三小委員長）が設置されました。「中

長期ロードマップ小委員会」は、2010 年 12 月に中長期の温室効果ガス削減目標を

実現するための対策・施策の全体像を中間整理としてまとめました。

　2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災と、それによる東京電力福島第一原子

力発電所事故は、それまでに議論してきたエネルギー基本計画や温室効果ガス排出削

減目標の議論を根底から覆す出来事となりました。震災後の温室効果ガス排出削減目

標は、環境省中央環境審議会 地球環境部会 2013 年以降の対策・施策に関する検討

小委員会、経済産業省 総合資源エネルギー調査会 基本問題委員会、エネルギー ･ 環

境会議で議論されてきました。2012 年末の政権交代によって、エネルギー政策につ

いては改めて議論されることが表明されており、温室効果ガス排出量の削減目標も不

透明なままとなっています。

【参考ホームページ】

　中長期ロードマップ小委員会中間整理

　　http://www.challenge25.go.jp/roadmap/index.html

　日本温室効果ガス排出量 2020 年削減目標達成に関する AIM モデルによる分析結果

　　http://www-iam.nies.go.jp/aim/prov/middle_report.htm
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＊このインタビューは 2011

年 8 月 1 日に行われました。

■資源としての生物多様性
【谷本】まず初めに、馬奈
木さんはどのようなきっか
けで現在の研究分野を選ん
だのか、これまでどのよう
な研究をされてきたのか、
などを教えてください。

【馬奈木】私の専門分野は
「環境と資源の経済」です。
環境だけではなく、エネルギーやアフリカ経済、生物多様性などの研究にも携わっ
ています。環境とは直接関係なくても南北問題は温暖化問題と関連がありますから。

【谷本】生物多様性は、どのような関係で研究されているのでしょうか。
【馬奈木】生物多様性は資源の一つだと考えています。地球サミット（1992 年リオ・
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デ・ジャネイロで開催）で気候変動と生物多様性が議論され、温暖化問題は政策的
に少しずつ前に進んでいますが、生物多様性の重要性はあまり知られておらず、政
策もなかなか変わりません。2010 年名古屋での生物多様性条約第 10 回締約国会
議をきっかけに日本では知られるようになりましたが、世界的にはまだまだです。
目標はできていますが守られていない状況です。

【谷本】資源開発と利害が反するからでしょうか。
【馬奈木】それもあります。建築事業を始めるときに緑化面積を増やさなければな
らないなど、小さい政策は日本でも海外でもいろいろありますが、温暖化対策のよ
うに産業界を巻き込んだ議論はまだあまりありません。経済と環境の本質にかかわ
る問題で、生産活動、企業活動は生物多様性とリンクしていると一所懸命説明する
人もいますが、わかりにくいですし温暖化と二酸化炭素（CO2）濃度の関係ほど明
快ではありません。しかし今後大事な問題なので研究しています。

■日本でも進めたい排出量取引
【谷本】馬奈木さんは気候変動に関する政府間パネル（IPCC、p63 豆知識参照）第
5 次評価報告書（AR5）のリードオーサーに選ばれていますね。

【馬奈木】私は第 3 作業部会の「排出量取引」など国内・地域対策評価の章を担当
しますが、私自身のテーマとして、市場の不安定さや初期配分の不明確さを解決す
るメカニズムもやっていますので、IPCC にも興味をもって取り組んでいます。

【谷本】排出量取引はヨーロッパが主導権を握っているという印象をもっています
が、いかがですか。

【馬奈木】ヨーロッパはビジョンを示してそれに対応する政策を出していくという
やり方で、ビジョン先行型ですね。またヨーロッパだけでなく、カリフォルニアや
オーストラリアでは排出量取引を導入することをすでに決めましたし、中国、韓国
も導入すると言っています。ですから、世界的に統合される可能性も含めて、議論
は大事になっています。

【谷本】それでは、日本はどうなのですか。
【馬奈木】2010 年、日本でも排出量取引の議論が進みました。他国が一気に導入
する可能性があるので日本もやるべきという議論でした。しかしカンクンの気候変
動枠組条約第 16 回締約国会議（COP16、締約国会議については p107 豆知識参照）
で温暖化対策の各国コミットメントが確定されなかったため、温暖化の政策がうま
くいかなかったので、日本での議論もストップしてしまいました。私は、炭素税で
もよいのですが、日本は日本でやればいいと思っています。

【谷本】世界が進めないなら、日本では独自に進めれば良いということですね。
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【馬奈木】排出量取引と炭素税のいずれについても反対している経済学の研究者は
いません。政策の研究者は賛成しませんが、彼らとも議論を進めていきたいと思っ
ています。ただ、今すぐ導入すべきと言っているわけではありません。国益を考え
て事前の準備はしっかりして、きちんとした包括的な議論をすべきですが、それが
行われていません。

■コベネフィットで進む中国の温暖化政策
【谷本】温暖化問題、環境問題における中国についてはどうお考えですか。
【馬奈木】中国では排気ガスによる健康問題や廃棄物問題がありますが、なかなか
個別の政策はできませんから、温暖化政策と同時に進めていくことをやると思いま
す。つまり、コベネフィットです。そこで排出量取引のようなものを導入すること
になりますから、制度的には日本でやっていないものを中国が先にやるかもしれま
せんね。

【谷本】中国は政治が強いので、やると決めたらなんとしてもやるでしょうね。
【馬奈木】中国は自国のエネルギー対策としての風力発電設備容量が世界一になっ
ています。太陽光発電もどんどん進めており、輸出もしています。これは直接的に
は CO2 削減目標でなく、産業政策として行っていますが、結果的に温暖化対策に
なるので政策としては重要です。対外的には気候変動政策と言えますし、国内的に
は健康問題の解決と言えます。今後増えると予想されている新興国の排出量ですが、
インドは中国に比べてだいぶ小さいです。ですから経済問題と同じで、アメリカと
中国が重要になります。また、今後発展し経済規模が大きくなると予想されるアジ
アの重要性は増します。経済学では実証研究が主流になっていて、使えるデータの
質と量が大事です。自国や地理的に近い国の研究はよい研究をするにはいい環境な
のでやりやすいでしょう。日本を含めアジアの研究者はこの分野では有利かもしれ
ません。

■包括的な情報で議論したい原発問題
【谷本】2011 年 3 月 11 日の大震災による原発事故では、エネルギー問題がクロー
ズアップされています。専門家として感じることは何でしょうか。

【馬奈木】原発に反対してもすぐなくなるわけではありません。20 ～ 30 年なくな
るまでの間原発は必要だということを受け入れていかなければなりませんし、原発
が減る分、コストが高くなることも受け入れなければなりません。しかし、みんな
が受け入れるのでしょうか。ある調査によれば「安い電力の方がいい」というのが
市民感情です。企業は収益が 2 ～ 4 割下がるから、海外に移転するという話もあ
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ります。ですから包括的に情報を整理して議論を進めていくべきです。私はきちん
とした合意形成ができるならば、古い原発は 20 ～ 30 年で止めて、新規に造る場
合は既存施設にあるものと置き換えるのみで、長期的に減らしていくこともいいと
思っています。今過剰に脱原発に動くとしたら、原発の管理に関する不信感が原因
です。廃炉の廃棄物処理の問題もはっきりしていませんし、コストにうまく反映さ
れていません。専門家もわかっていない中では判断のしようがありません。小さな
研究グループを作り、きちんとした計算をして、問題にならない範囲で公表して議
論する必要があるのですが、それができていません。情報提供をして全国民にアン
ケートをとり、それを土台にして政治家は意思決定していくことです。それをしな
いのが今の原発の問題だと思います。

■政策の成功を産業の成功へ
【谷本】私も多くのプロジェクトを同時並行で進める方なのですが、私から見ても
馬奈木さんは実に多種多様なプロジェクトを進めていますね。

【馬奈木】以前、水産業界の分析をしたことがあります。現在は船が多すぎて乱獲
になっていますから、漁船の 9 割ほどは必要ない、現状の 2 割の費用でできる、
補助金政策がうまくいっていないからだ、と私は指摘しました。そして補助金は漁
業を辞めた人への退職金などとして効率的に使う方がいいと思っています。世界的
には、漁業にも排出量取引のような仕組みである ITQ（譲渡可能個別割り当て方式）
というものがあり、漁をしてよい権利を売買します。ノルウェーで導入しています
が、漁師の収入もよくなり漁業は成長産業になりました。日本の漁業だって成長産
業になり得るのです。林業も補助金政策が成功しなかった産業です。補助金で木を
切る機械を買ったり、道路を造ったりします。どんどん木を切るため経営も悪くな
りました。林業は過去 20 年くらい生産性が落ちています。産業は、普通にしてい
れば、淘汰が進み、全体としては生産性が上がるのが普通なのに、です。

【谷本】補助金が事業者のインセンティブを上げるように働いていないということ
ですね。

【馬奈木】はい。一方、農業はわずかながら生産性が上がっています。温暖化によ
る農業への影響の緩和政策ではありませんが、気候変動の影響を考慮した公共投資
のダム建設などは、結果的に農業の生産性を落とさずにすんでいます。ですから部
分的にうまくいっているということになります。

【谷本】補助金の効果については現在、さまざまなところで指摘されていますね。
【馬奈木】補助金を与えていた産業を競争環境にしたら、うまくいっている人が儲
かる仕組みになります。私事ですが、「環境政策とビジネス―ケーススタディで学
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ぶ環境経営」という本を共著で出版し、政策が成功するとビジネスもついてくると
指摘しました。私は温暖化問題だけではなく、生物多様性、廃棄物、水産業、農業、
自動車など幅広く全体を研究しています。全体のなかでの視点であるという主張を
したいからです。地域的にも日本だけではなく、中国、インド、ヨーロッパ、アフ
リカも研究対象にしています。そうすると地域的な特徴も言うことができます。モ
デルとしてすべてつながってはいませんが、総合的に自分のなかでそれぞれがつな
がっていますから、説得力が増すと思っています。残念ながらそういうふうに客観
的に評価されたことがないのですが、長期的にはうまくいくと信じています。

【谷本】同感です。ある一つのことしか研究していないと偏りますから、その視点
は大事だと思います。

【馬奈木】ほかには、交通政策については自動車の研究をしています。将来の自動
車については、今考えられている燃料電池はどれだけ技術革新してもコストが高す
ぎます。大学や研究所で基礎研究として燃料電池を研究している人をもっと支援し
て、そこから出たブレイクスルーを活かすようなものにすべきです。電気自動車に
ついては、このまま技術を上げていけば社会的にも企業にも意味があります。企業
にとってだけではなく、社会にとってもいい方向性を見つけようと前向きに取り組
んでいる自動車会社と共同研究をしています。彼らは技術開発においてどれを何％
コストダウンすればいいかという目標値を決めています。私は経済と技術の両方を
総合的に理解した上で提案をします。自動車会社にとってもメリットがあり、私に
とってもその提案が活かされれば意味があり、楽しい仕事です。

■身近なコミュニケーションから生まれる文理融合
【谷本】経済学者としては、馬奈木さんはご自分の研究が社会に活かされたときに
充実感があるのでしょうか。その点は、自然科学者にはあまりない魅力ですね。

【馬奈木】もちろん研究者としては論文が掲載されれば嬉しいですが、アイデアが
実際に政策に活かされたり企業に応用されたりすればそれも嬉しいです。

【谷本】経済学者で企業と共同研究を行っているというのは少ないのではありませ
んか。

【馬奈木】企業が依頼してくる内容と学者の興味が違いすぎるので、あまり多くな
いと思います。私は学生時代、修士課程まで土木工学専攻でしたから工学系のバッ
クグラウンドがあり、技術的な部分も論文を読めば理解できます。企業の経営戦略
と環境問題における政策を理解できるという意味で、工学と経済の理解は最もいい
ミックスです。経済学者としての評価で、工学の勉強をしていたことで評価を受け
たことはありませんが、企業やメディア関係では工学をやっていた人の発言という
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と、工学と経済の両方を理解しているということで信頼されます。内容より肩書き
重視かとも思えますが、人とのコミュニケーションにおいては役に立ちます。これ
までは製造業とのかかわりが中心でしたが、最近はコンサルティングやマーケティ
ング会社とも研究の連携が始まりました。ところで私の現在の所属は環境科学研究
科です。母体は工学部ですが、工学、経済、社会科学、自然科学との融合がしやす
い学科なので、融合研究を立ち上げ、どうやって工学や科学の知見を政策や技術に
活かすかを大規模災害を含め総合的に研究しています。

【谷本】環境学ではその重要性が叫ばれて久しい「文理融合」についてはどう思い
ますか。これまでいろいろと試みはありましたが、なかなかうまくいっていないよ
うに感じます。

【馬奈木】私も融合研究の難しさはよく理解しています。社会科学者は工学がわか
らないので工学系の人から知見をもらい、逆に工学系の人は技術を出し、これを活
かす政策や経営を社会科学の人に求めますが、そんなに簡単なことではありません。
実際は自分で両方の学問を勉強しなければなりません。もちろん強みはどちらかに
もちながらです。そして自分と反対の強みをもっている人と時間をかけてコミュニ
ケーションをとっていくことが融合につながります。

【谷本】私も大気と海洋を研究していますが、大気を軸にですが自分で両方の研究
を進めることで、海洋化学や海洋生物の研究者と一歩進んだお付き合いができるよ
うになり、より深いコミュニケーションがとれるようになりました。

■不確実性を考慮した政策が重要
【谷本】温暖化研究の分野で今、研究として欠けていると思うこと、重要だと思う
ことは何でしょうか。

【馬奈木】国立環境研究所でも行っていますが、気候モデルには不確実性がありま
すよね。一方、経済モデルにも不確実性がかなりあります。温暖化が進むことによ
る社会的損失（気温が上昇することで洪水が増えインフラが壊れるなど）は、数字
でも表されますが、CO2 が 1t 増えることによる社会的損失にはいろいろな数字が
あり、本質的に不確実なのです。不確実性を低減する努力はすべきですが、限界は
あります。不確実なりに、知見としてどう使い、より社会的に望ましい合意を得る
かという議論が現在はうまくできていません。できていないから、温暖化問題につ
いても賛成・反対で対立した意見があり、温暖化政策や排出量取引の是非について
も分かれています。しかし、完全にはわからないなかでリスクを理解して社会的な
合意につなげる研究が必要です。つまり、総合的に不確実性の度合いを考慮しなが
らある程度しかわからない中での合意ができる意志決定方法を構築していくことで
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す。その意志決定方法を構築していくための学際的で文理融合の視点も含めたテー
マが欠けていると思います。そういう点では、自分一人でやっていてもシンプルな
合意やメカニズムの話で終わってしまうので、いろいろなジャンルの人と勉強会を
もつ機会がほしいですね。

■環境学を志す人へ
【谷本】環境を研究したいと思う人が、初めから環境学にいくのか、化学や物理や
生物など既存の学問を学んでから環境を研究する方がよいのか、という選択で迷う
ことがあります。

【馬奈木】能力ややる気があればどちらでも可能です。むしろ、しっかり教えてく
れる人、つまり必要なときに最低限のアドバイスをくれる指導者につくこと、きち
んとした研究をしている人につくことが重要です。さらに、みんな仲がよい組織だ
と理想的ですね。

【谷本】自分自身が現役の研究者で、研究を大事にしている人ということですね。
馬奈木さんは学生にどのように指導していますか。

【馬奈木】月に 1 回セミナーを行い、学生には研究室にいつでも相談に来ていいと
言っています。テーマについては、私のプロジェクトと多少関連づけますが、本人
の希望を尊重しています。テーマがしっかり決まっていない場合は、こちらからオ
プションを与えて考えてもらいます。明確にテーマが決まっていて研究費を取れれ
ばいいですが、取れなければ違うテーマを選んでもらうこともあります。しかしな
るべく本人の希望に合うようにし、むしろそれをプロジェクト化しています。私の
研究室では、修士 ･ 博士課程の学生は外の大学から来る人もいます。東京の会社で

働きながらの社会人学生もいます。環境
学は範囲が広いので大変ですが、いろい
ろと理解していく中で面白さが芽生える
分野だと思います。

【谷本】文理融合の環境の中で、次世代の
人材育成を続けていくということですね。
今日は大変興味深いお話をお聞きするこ
とができました。ありがとうございました。
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環境経営の発展と因果関係性

　環境保全に無関心な社会では経済は環境に悪い影響を与えるが、持

続可能な環境経営を行っている企業では環境の取り組みが経済に良い

影響を与えることがわかっている。
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＊このインタビューは 2011

年10月5日に行われました。

■多岐にわたる GCP の使命
【三枝】ダカールさんは、
国立環境研究所地球環境
研究センター内に設置さ
れたグローバルカーボンプ
ロジェクト（GCP 、注１）
つくば国際オフィスの事務
局長として、2006 年から
勤務されています。まず、
GCP について簡単に説明していただけますか。

【ダカール】GCP は地球システム科学パートナーシップ（ESSP）により実施されて
いる国際的な科学プログラムで、国際科学会議（ICSU）と国際社会科学評議会（ISSC）
の枠組みのもとで活動しています。GCP の研究テーマは炭素循環と炭素管理です。
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GCPは炭素循環と炭素管理に関する自然科学や社会科学の分野の研究コミュニティ
の協力を得て、統合された共通の知識基盤を確立し、研究計画を作成し、高いレベ
ルの革新的な研究を進めます。また、GCP は炭素循環に関する研究を国際的にコー
ディネートする役割をもち、科学的知見や人的能力が不足している地域に研究コ
ミュニティを立ち上げるなどの、キャパシティ・ビルディングの支援も行っていま
す。さらに、炭素管理に関する科学と政策担当者との連携を強化することも GCP
の重要な使命です。

【三枝】GCP の活動は非常に広い範囲に及んでいますね。ところで特定の研究テー
マを選んでそれを深く掘り下げる従来型の研究と、幅広い分野の知見を集めて統合
することから始める GCP のような知識融合型の研究との違いは何でしょうか。

【ダカール】それは非常に重要なポイントです。研究は長い時間をかけて一つの学
問分野を極めていくことが多いのですが、社会に、より関連のある研究を行おうと
すると、特定の分野の研究を掘り下げても答えを得ることができず、どうしてもさ
まざまな分野の知識が必要となることがあります。そのような場合、誰かが異なる
コミュニティや異なる分野の研究者と連携をとって知見を統合しなければなりませ
ん。そうやって統合された知識のなかから、従来型の研究では得られない新しい知
見が生まれます。

■人間的側面と社会科学的分野に力を入れるつくば国際オフィス
【三枝】GCP の国際プロジェクトオフィスは世界にどれくらいあるのでしょうか。
【ダカール】つくばのほかに、オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）に
キャンベラ国際オフィスがあり、二つの国際オフィスは非常に密接に連携していま
す。国際プロジェクトオフィスは日本とオーストラリアの二つですが、中国と韓国

ICSU および ISSC のもとで活動する国際的な科学プログラム
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には GCP の関連オフィスがあります。つくば国際オフィスは特に人間的側面と社
会科学的分野に力を入れています。

【三枝】GCPつくば国際オフィスの重要な成果として、どんなことが挙げられますか。
【ダカール】重要な活動が二つあります。第一に都市と地域の炭素管理（URCM 　
http://www.gcp-urcm.org/）イニシアティブを立ち上げたこと、第二に、全球
の炭素収支評価です。私たちは科学者のネットワークやコミュニケーションを
創り出し、知識の統合化を行いました。最も重要なのは、気候変動に関する
政 府 間 パ ネ ル（IPCC、p63 豆 知 識 参 照 ）、 全 球 エ ネ ル ギ ー 評 価（GEA  http://
www.globalenergyassessment.org）、 地 域 炭 素 収 支 評 価（RECCAP http://www.
globalcarbonproject.org/reccap/）のような重要な国際的アセスメントに深く携
わったことです。特に RECCAP は地球全体の炭素収支が現在どこでどうなってい
るかについて最新の知見をとりまとめるために GCP が立ち上げた活動です。また、
GEA では、私たちは都市の章のとりまとめに重要な役割を果たしました。

■専門分野を活かしてコーディネート
【三枝】多くの研究者は、専門教育を受ける過程で一つの学問を深く学びます。ダ
カールさんも日本の大学院で学位を取得しましたが、現在は GCP つくば国際オフィ
スの事務局長として幅広い学問分野を融合するお仕事をしています。私から見ると、
一つの専門分野を深く修得させようとする日本の大学院のシステムと、ダカールさ
んの現在のお仕事の間にギャップがあるように見えるのですが、現在のお仕事をす
るようになったきっかけを教えてもらえますか。

【ダカール】私は東京大学で都市工学の学位を取得し、（財）地球環境戦略研究機関
で気候政策プロジェクトや都市環境管理プロジェクトに携わりました。融合型の研
究については以前からずっと興味をもっていました。幸いなことに、GCP の活動
を行うなかで、同時に自分が興味をもつ研究を進める機会もあるのです。GCP は
私がつくば国際オフィスの事務局長に就任する以前に設立されていて、都市の炭素
管理に関する分野に取り組もうとしていました。それは私が長く学んできた専門分
野です。ですから、私が事務局長として炭素循環や炭素管理に関する幅広いテーマ
の研究計画を策定しているときに、都市における炭素管理の研究計画のなかで、私
自身の専門分野である都市のエネルギーや都市における炭素管理の研究も進めるこ
とができるのです。個人的な見解ですが、GCP の事業が成功している理由の一つは、
事務局長が自分の専門分野の研究を進めながら、事務局長として行うべき包括的な
研究計画の策定を行っていることだと思っています。
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■ GCP と国立環境研究所との共同研究がもたらす相乗効果
【三枝】GCP つくば国際オフィスが国立環境研究所（以下、国環研）にある意義は
どのようなところにあるとお考えですか。

【ダカール】国環研のように炭素循環と炭素管理の幅広い分野の研究者のいる組織
のなかで仕事をすることは、GCP にとって、とても意味のあることです。国環研
の研究者から学問的な支援を得られますし、同時に GCP は、国環研をはじめ国内
の研究者が国際的な科学コミュニティで活動する機会を提供することができます。
GCP は日本の研究コミュニティと国際的なコミュニティとの架け橋となるのです。
これは相乗効果を生みます。例えば、観測やモデル開発に従事する国環研の研究者
が GCP の全球的なプログラムに参加すれば、彼らにとっても研究プログラムにとっ
ても非常にいいことです。つまり、GCP と国環研は理想的なカップルなのです。

【三枝】おっしゃるとおりですが、正直に言いますと私から見て両者の間にはまだ
コミュニケーションが不足していると感じています。国環研をはじめとする国内の
研究者らと GCP がもっとコミュニケーションをとって互いを理解し協力するため
には何が必要だと思いますか。

【ダカール】私の個人的な意見ですが、優秀な研究者に共同研究に参加していただ
くには二つのものが必要です。一つは資金です。十分な資金があれば特定の研究テー
マについて共同研究を始めることができます。もう一つは魅力的な研究計画を作る
ことです。研究計画が非常に魅力的であれば、たとえ資金がなくても研究者が参加
するモチベーションになります。GCP が事業を始めるときいつも十分な資金があ
るわけではないので、いろいろな人との交流を通して面白いアイデアを考え、まず
そのアイデアに賛同する少人数の研究グループを作ります。それがうまく運んだら
活動を開始し、研究に資金提供をしてくれるところを探します。異分野の人たちが
コミュニケーションをとり、お互いの活動に参加することが重要です。自分の専門
分野にこだわらずに、新しい分野を開拓しようとする研究者の意欲も大切です。

【三枝】そうした異分野コミュニケーションによってもたらされた最近の成功事例
を紹介していただけますか。

【ダカール】URCM については、山形与志樹さんや甲斐沼美紀子さん、一ノ瀬俊明
さんらと連携し、広島大学、名古屋大学などとも協力し、東京大学のサステイナビ
リティ学連携研究機構（IR3S）とは共同でイベントを開催しています。RECCAP に
ついては、伊藤昭彦さんが活発に協力してくれていますが、もっと日本の研究者
に参加してもらおうとしているところです。国際的な研究プログラムはオープン
で、議論も活発で、より総合的な知識を創造しようという気運があります。日本人
の研究者はあまり積極的に議論に参加しない傾向がありますから、もっと国際的な



CGER-I109-2013,CGER/NIES

165

プログラムに参加してほしいと思います。そういう架け橋にもなりたいので、私は
GCP の科学運営委員会の委員の募集やさまざまな研究プログラムの情報を国環研
の研究者に送っています。自分の専門分野に合う国際的なプログラムがあることを
知ってほしいのです。

■ URCM と RECCAP がもたらす可能性
【三枝】URCM と RECCAP について少し詳しく説明していただけますか。いつ頃か
ら行われ、成果としてはどんなものが挙げられますか。

【ダカール】URCM は 5 年前に始まったもので、これまでに国際学術誌に三つの特
集号を発表しました。都市のエネルギーと炭素モデリングフォーラムを立ち上げ、
この分野の研究者を集めてモデルと分析に関するプレゼンテーションや議論を行
いました。名古屋大学、アジア工科大学院（AIT）、国際応用システム分析研究所

（IIASA）、ポツダム気候影響研究所（PIK）、オランダエネルギー研究財団（ECN）、
地球環境変化の人間社会側面に関する国際研究計画（IHDP）などと一連の会議を
共催しました。東京大学の IR3S とも会議を開催するなど、さまざま国際的アセス
メントの支援を行っています。
　こうした活動の中で、GCP の活動に直接的・間接的に関係するものをあわせて
40 以上の論文が発表されています。炭素収支のイニシアティブについては国環研
からも記者発表し（http://www.nies.go.jp/whatsnew/2011/20111205/20111205.
html）、日本でもさまざまなメディアで取り上げられました。しかしこれで十分と
は決して思っていません。
　RECCAP については、炭素循環や炭素管理に関する知識や情報が不足していると
思われる南アジア・東南アジアをこれから総合的に取り扱っていきます。南アジア・
東南アジアの情報不足を埋める上で、国環研をはじめ日本の研究者は重要な役割を
果たすことができるでしょう。日本には南アジア・東南アジアに関する幅広い専門
分野の研究者が数多くいますから、GCP はこれらの研究者を通してアジアと強い
つながりをもつことができます。

【三枝】南アジア・東南アジアには観測データにおいても知識においても大きな空
白域があります。こうしたギャップを埋めるために、私たちは何ができるでしょう
か。

【ダカール】南アジア・東南アジアに関する研究をさらに進め、研究者のネットワー
クを構築し、協力してこの地域での技術的・人的能力の開発を行うことです。その
一環として、GCP はアジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）や海洋研究
開発機構（JAMSTEC）などとインドでワークショップを共催しました。私は、まず、
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この地域における統合された知識を得るために必要となる情報は何かということを
示さなければならないと思います。RECCAP の評価によりいくつかアイデアはあり
ます。また、RECCAP から得られた知見に基づき、この地域特有のギャップは何か
を評価し、情報の基盤を整備しなければなりません。そうすれば、いろいろな地域
においてどうやって研究ネットワークを構築するかを検討することができます。こ
うした地域においては、計画を立案し思考しながら進めていくことが要求されてい
ます。

■すぐに取り組むべき緊急性の高いテーマは？
【三枝】課題はたくさんあります。緊急性の高いテーマは何ですか。
【ダカール】2001 年に設立され 10 年が経過した GCP は 2011 年から第 2 期が始
まり、今後 10 年間で大変重要となる活動があります。雑誌「Current Opinion on 
Environmental Sustainability」のなかで、炭素循環の研究における将来の方向性を
示しました。これは今後 GCP が取り組む研究課題のガイドラインです。途上国に
おける森林減少・森林劣化からの排出削減、森林の炭素蓄積の保全、森林の持続可
能な管理、森林の炭素蓄積の強化活動（REDD ＋）や土壌・土地に関する炭素管理、
負の排出（negative emission）、地球システムのさまざまな要因と炭素との関係、
全球的な炭素観測システムなどは緊急性の高いテーマです。今から GCP の事業の
いくつかを国環研や日本の科学コミュニティと共同で進められれば、成果が得られ
るはずです。

■専門分野を越えた研究に挑戦してほしい
【三枝】このニュースレターは若い研究者や学生、地球環境問題に関心のある一般
の人たちに読まれています。最後に読者にひとこと、メッセージをお願いします。

【ダカール】GCP はとてもオープンな組織でいろいろな機関と共同研究を行ってい
ます。一緒に研究を進めたいという人ならどなたでも歓迎します。予算的に恵ま

れているとは言えませんが、興味深い研
究計画や科学的なネットワークがありま
す。GCP の強みは、研究者のコミュニティ
をまとめ、研究計画を作成し、研究を促
進できることです。また、GCP は、適用・
応用を目指した活動も進めたいので、政
策決定者や社会に直接貢献できる研究を
行っていきたいと思います。GCP の事業
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はさまざまな学問分野を統合して行っていますから、自分の専門分野を越えた研究
に挑戦する勇気のある人を求めています。協力していただけるあらゆる機会、共同
研究のあらゆる可能性、どんな提案も大歓迎です。

（注 1）グローバルカーボンプロジェクト（GCP　 http://www.cger.nies.go.jp/gcp/）は、

地球システム科学パートナーシップ（ESSP）により実施されている国際的な科学プロ

グラム。2001 年設立。2004 年につくば国際オフィスが国立環境研究所地球環境研

究センター内に設置された。

　

2010 年 12 月 に 国 立 環

境 研 究 所 で 開 催 さ れ た

GCP10 周年報告会では、GCP の二つの

国際プロジェクトオフィスの事務局長

と科学推進委員より、これまでの活動

や今後の研究計画が紹介された。
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社会環境システム研究センター
統合評価モデリング研究室　主任研究員　高橋潔
社会環境システム研究センター
統合評価モデリング研究室　主任研究員　高橋潔

おわりに

　２１人のアクティブな研究者へのインタビュー、お楽しみ頂けましたでしょうか。
今回、インタビュアーの一人として地球環境研究センターニュースの企画記事の作
成に参加して、私の心に浮かんだ言葉は「役得」でした。私たち研究者は、日頃の
研究活動の一環として、定期的に学会やセミナーに参加し、他の研究者の研究発表
を聴講し、またその研究内容について質問したり意見したりする機会をもっていま
す。学会やセミナーでの研究発表は各人が（試行錯誤しながら）まさに日夜格闘し
ている最新の研究について出来立てほやほやの報告がなされることが多く、いろい
ろな意味で大きな刺激を受けることができます。ただ、一般的にいって、学会やセ
ミナーでは、発表者１人に対して聴衆が多数いるため、質問や意見はある程度絞る
必要があり、その研究構想を得るに至った経緯や背景、研究を進めるうえでぶつかっ
た障壁、その障壁を乗り越えることができたきっかけ、といったことまで突っ込ん
で尋ねることはなかなかできません。ところが、この企画では、地球温暖化研究の
各分野の第一線で研究を進める気鋭の研究者を独り占め、です。調子に乗って、研
究内容から簡単に横道にそれ、研究者になろうと思ったきっかけは何か、子供の頃
はどんな子だったか、最近の趣味は何か、などと興味の赴くままに質問してしまい
ます。読者の皆様にも一緒に楽しんでもらえる質問が一つでも二つでもできていれ
ば良いのですが。
　以上のように横道にそれることもままあるインタビューでしたが、「はじめに」
でも触れられているように、その主題は「今後の地球温暖化研究のあり方」です。
自身でインタビューを担当してみて、また、他のインタビュー記事を読んでみて、
共通して感じたのは、どの方も現時点までの研究で見出すことができたことに全く
満足していないということ。言葉が良くないかもしれませんが、非常に「貪欲」で
す。地球温暖化という喫緊の課題の解決に資するためにはまだまだ乗り越えねばな
らない壁があり、その壁にあの手この手で挑まねば・挑みたいという強い意志を感
じました。５年後、１０年後あるいは３０年後、問題の解決に向けて実際にどんな
貢献ができたか、問題は本当に解決に向かいつつあるか、さらなる取り組みが必要
な残された課題は何なのか、といったことを今と同じ熱気と迫力をもって互いに語
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り合うことができたら、研究者冥利に尽きると思います。
　最後になりますが、快くインタビューに応じて下さった研究者の皆様にお礼申し
上げます。また、本企画の査読をご担当頂いた所内研究者の皆様、CGER レポート
としてのとりまとめ作業を支えてくださった地球環境研究センターの担当者の皆様
に謝意を表します。
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ABS: Access to genetic resources and Benefits Sharing【遺伝資源のアクセスと利
益配分】
ACTM: AGCM-based chemistry-transport model【高解像度大気化学輸送モデル】
AeroCom: Aerosol Comparisons between Observations and Models【全球エアロゾ

ルモデル相互比較プロジェクト】
AIM: Asian-Pacific Integrated Model【アジア太平洋統合評価モデル】
AIT: Asian Institute of Technology【アジア工科大学院】
APN: Asia ‐ Pacific Network for Global Change Research【アジア太平洋地球変動

研究ネットワーク】
APP: Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate【クリーン開発と

気候に関するアジア太平洋パートナーシップ】
AR4: Fourth Assessment Report【（IPCC）第 4 次評価報告書】
AR5: Fifth Assessment Report【（IPCC）第 5 次評価報告書】
ASE: Automatic Air Sampling Equipment【自動大気サンプリング装置】
AVHRR: Advanced Very High Resolution Radiometer【改良型高分解能放射計】
BOD: Biochemical Oxygen Demand【生物化学的酸素要求量】
CCSR: Center for Climate System Research, University of Tokyo【東京大学気候シ

ステム研究センター（2010 年 4 月より東京大学大気海洋研究所）】
CDM: Clean Development Mechanism【クリーン開発メカニズム】
COE: Center of Excellence【世界的研究教育拠点】
CONTRAIL: Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner【民

間航空機を利用した温室効果ガス観測プロジェクト】
COP: Conference of the Parties【締約国会議】
CSIRO: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation【オースト

ラリア連邦科学産業研究機構】
DNA: deoxyribonucleic acid【デオキシリボ核酸】
ECN: Energy Research Centre of Netherlands【オランダエネルギー研究財団】
EMF: Energy Modeling Forum【エネルギーモデリングフォーラム】
EPO: Environmental Partnership Office【環境パートナーシップオフィス】
EPoCH: Environmental Project Coordinator in Hokkaido【北海道大学環境プロジェ

クトコーディネータープログラム】
ESD: Education for Sustainable Development【持続可能な発展のための教育】

略語一覧
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ESM: Earth System Model【地球システムモデル】
ESSP: Earth System Science Partnership【地球システム科学パートナーシップ】
EU: European Union【欧州連合】
FACE: Free Air CO2 Enrichment【開放系大気 CO2 増加】
FAR: First Assessment Report【（IPCC）第 1 次評価報告書】
GCM: General Circulation Model【大気大循環モデル】
GCP: Global Carbon Project【グローバルカーボンプロジェクト】
GDP: Gross Domestic Product【国内総生産】
GEA: Global Energy Assessment【全球エネルギー評価】
GIS: Green Investment Scheme【グリーンインベストメントスキーム】
GOSAT: Greenhouse gases Observing SATellite【温室効果ガス観測技術衛星】
IBM: International Business Machines Corporation【アイビーエム】
ICSU: International Council for Science【国際科学会議】
IHDP: International Human Dimensions Programme on Global Environmental 

Change【地球環境変化の人間社会側面に関する国際研究計画】
IIASA: International Institute for Applied Systems Analysis【国際応用システム分析

研究所】
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change【気候変動に関する政府間パネル】
IR3S: Integrated Research System for Sustainability Science【東京大学サステイナ

ビリティ学連携研究機構】
ISSC: International Social Science Council【国際社会科学評議会】
ITQ: Individual Transferable Quota【譲渡可能個別割り当て方式】
IUCN: International Union for Conservation of Nature【国際自然保護連合】
JAL: Japan Airlines【日本航空株式会社】
JAMSTEC: Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology【独立行政法人

海洋研究開発機構】
JICA: Japan International Cooperation Agency【独立行政法人国際協力機構】
NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Action【途上国による適切な緩和行動】
NCAR: National Center for Atmospheric Research【米国大気研究センター】
NEEM計画 : North Greenland Eemian Ice Drilling【北グリーンランド氷床深層掘削

計画】
NGO: Non-Governmental Organization【非政府組織】
NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration【米国海洋大気局】
NPO: NonProfit Organization【非営利団体】
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PIK: Potsdam Institute for Climate Impact Research【ポツダム気候影響研究所】
PractiSE: Practical Science for Environment【（北海道大学大学院環境科学院）実

践環境科学コース】
RECCAP: Regional Carbon Cycle Assessment and Processes【地域炭素収支評価】
REDD+: Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation, 

conservation of forest carbon stocks, sustainable management of forests, and 
enhancement of forest carbon stocks in developing countries【途上国における
森林減少・森林劣化の排出削減、森林の炭素蓄積の保全、森林の持続可能な管理、
森林の炭素蓄積の強化活動】
SPEEDI: System for Prediction of Environment Emergency Dose Information【 緊

急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム】
SPREP: South Pacific Regional Environment Programme【南太平洋地域環境計画】
SPRINTARS: Spectral Radiation-Transport Model for Aerosol Species【全球エアロ

ゾル気候モデル】
TAR: Third Assessment Report【（IPCC）第 3 次評価報告書】
TransCom: Atmospheric Tracer Transport Model Intercomparison Project【大気ト

レーサー輸送モデル相互比較計画】
TSU: Technical Support Unit【技術支援ユニット】
UNEP: United Nations Environment Programme【国際連合環境計画】
URCM: Urban and Regional Carbon Management【都市と地域の炭素管理】
WCS: World Conservation Strategy【世界自然保全戦略】
WG: Working Group【ワーキンググループ、作業部会】
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