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Future	Earth

History of Future Earth

Fully	operational	
since	2015

Transition	team	
2011- 2012

世界気候研究計画

地球圏・生物圏国際
協同研究計画
Ended Dec. 2015

生物多様性国際研究プログラム
Ended	Dec.	2014

地球環境変化の人間的側面国際研究計画
Ended	June	2014

地球システム科学
パートナーシップ
Ended	Dec.	2013



IGBP-IHDP-WCRP-DIVERSITASの連携強化



国連環境計画 世界気候研究計画



WCRPの目標は、自然の気候変動のメカニズムを明
らかにして、気候変動予測を可能にすること、人間
活動によりどのように気候が変化するかを評価する
ことである。
WCRP が大気の長期的な物理的状態の変化（気候変
動）を扱うのに対して、大気を始め地球環境変化に
おいて生物的・化学的プロセスが係る側面に関して
の全球的な研究が欠けている点が強く認識され、こ
れらに対する人間活動の影響を研究する必要性が強
く認識された。
変化する「地球システム」を人類活動も含めた生物
的、化学的、物理的相互作用の観点から解析する国
際共同研究としてのIGBPがICSUを中心に創設された。





地球システムの解析・統合・モデリング
(モデルを使って地球環境の将来予測)

全球陸域研究計画
(人間による陸上の変化と持続可能な社会を構築)

地球大気化学国際協同研究計画
(大気化学組成の変化と人間への影響解明)

統合陸域生態系－大気プロセス研究計画
(陸上生態系と大気成分との相互関係解明)

海洋生物地球化学と生態系の統合研究
(海洋の物質循環と生態系の変化の解明)

沿岸域における陸地－海洋相互作用研究計画
(陸域と沿岸域での人間が加わった過程の変化の解明)

古環境の変遷研究計画
(過去の地球の環境の変化してきたかを解読)

海洋・大気間の物質相互作用研究計画
(大気と海洋の間に生じる現象とその影響の解明)

地球圏－生物圏国際協同研究計画

地球上で生命を育む環境が人間活動による影響によってどう変わるか
を予測し、どう適応するかに取組む8つのコアプロジェクト
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第２期 C4MIP
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炭素収支に関する地球システムモデル比較
(単位：PgC)  Arora et al. (2013) J. Clim. より作成
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・WCRP-CMIP5と融合・連携が進む：実験プロトコル/データのシェアリング 等

・日本からは、JAMSTEC/AORI/NIES,  MRIが参加

・特集号を組むなど多数の研究成果が得られる →IPCC第5次成果報告書

-第1期と同様、炭素循環フィードバックの理解を促進→窒素循環等の新たな課題

-土地利用変化とそれに伴うCO2排出の明示的取り扱い →大きな予測不確実性

-シナリオ選択に依らない、累積CO2排出量と全球気温上昇の線形的な関係

→緩和/適応策での見通しを容易に

累積人為CO2排出量と全球平均気温変化
IPCC第5次報告書 政策決定者向け要約

CO2増加に対する応答

温暖化への応答

CO2増加に対する応答

温暖化への応答



ACP	special	issue:

The	Mount	Tai	Experiment	2006	
(MTX2006):	regional	ozone	
photochemistry	and	aerosol	studies	
in	Central	East	China

Editor(s):	F.	J.	Dentener,	S.	C.	Liu,	and	
L.	T.	Molina	

Field campaigns of O3/PM in China

Rudong
2010 May/Jun Fukue

2009 ~

Taishan 2006 
Jun

Mangshan 2007 
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Jeju
2012 Oct

Collaboration	with	Prof.	Zifa	
Wang	(IAP/CAS)

emission	ratios	
from	OCRB

Pan	et	al.,	in	revision,	
JGR,	2012

Courtesy	of	Yugo	Kanaya,	JAMSTEC



東南アジア熱帯林の減少続く：アブラヤシプランテーション
の増加により炭素貯留量は大幅低下

世界的な森林減少・劣化は続いており、
人間活動によるCO2排出のうち、森林減少
による排出は約20％を占めています。例え
ばマレーシアでは1990年から2007年に120
万ヘクタールの森林が減少し、アブラヤシ
プランテーション面積が220万ヘクタール増
加しました。陸域生態系モデルVISITを改
良し、森林伐採による炭素放出とアブラヤ
シプランテーション転換後の炭素収支を算
出したところ、植栽後30年を経てもアブラ
ヤシプランテーションの炭素貯留量は森林
の約35％と推定され、森林に比べて炭素
蓄積能力が明らかに低下することが分か
りました。

文章・図引用：国立環境研究所プレス発表資料
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2011/2011092
8/20110928.html
文献：Adachi, Ito et al. (2013) Biogeosciences

熱帯林 アブラヤシ



陸域システムの歴史的変遷と短期的な激変

Ellis	et	al.	2013	PNAS			www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1217241110

⼈⼝と陸域⽣産性の⾮線形的な関係
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LAND
陸域科学

GLP	Nodal	Offices
• Sapporo
• Beijing
• Taipei

アジアの⾃然、気候、
経済、⽂化傾度を活
かした持続性科学の
国際発信

東アジア地域の
国際連携基盤

GLP：環境−⼈
間相互作⽤系の
統合陸域科学

＜Future Earthで取り上げるべきテーマ＞
特に東アジア地域の環境－⼈間システムの持続性に関連した、
l Local realityとGlobal changesのフィードバック関係、不

可逆変化の解明
l 環境変化・社会経済活動を通じた遠隔地域間の

Teleconnectivityの解明
l 持続的な地域ガバナンスと意思決定のツール開発

北海道大学に札幌
拠点オフィス



アジア・太平洋地域における沿岸域の変化ーDriverと将来予測

■気候変動・
海面上昇による長期リスク

■流域開発と沿岸
環境との相互作用

■地震・津波、洪
水、台風など
激しい自然災害

■人口、経済活動の集中。沿岸域の価値とともに沿岸メガ
都市の脆弱性 も増大

＜研究戦略＞
• 沿岸域の変化の総合

的理解と予測
• 沿岸域の健全性を保

証する戦略の提案
• 超学際的アプローチ

（東北地方太平洋沖地震
津波合同調査グループ）

（IPCC 
AR4）

（IPCC 
AR4）



Theme 1
物質循環と食物網の

相互作用

Theme 3
地球システムへの

フィードバック

Theme 4
人間社会への影響

Theme 2
地球環境変動に対

する応答

研究の４つの柱

人間活動により海洋から「得る恵み」と「失う恵み」を
経済的な価値観から評価

新学術領域：「新海洋像：その機能と持続的利用」2012-2016



台風は亜熱帯海洋生態系を維持する重要な要因

台風経路(移動速度)＋中心風速

移動速度中心風速→生物生産

亜熱帯海域での台風による生産

0

2

4

6

8

10

12

14

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

d
P
P
 [
M
tC

/
yr
.]

モデルによる推定値

衛星による推定値

1997年

1997年

「物理＋生物」モデル
による見積もり

11年間に拡張

1997年28個の台風による生産量
11,600 GgC

この海域の一次生産の4.2%に相当。
(新生産の20%程度)

1997~2007年の11年間では
年間5,800 GgC(新生産の10%程度)

衛星の見積もりの10倍程度だが、雲で覆わ
れて観測できない期間が非常に多いため、
衛星による観測が過小評価になっている。

Shibano et al.(GRL, 2011)



PAGES 2k-Networkの一環としてのアジアにおける気温変動の復元
アジアでは年輪幅データベースによる復元

PAGES 2k network 
(2013) Nature 
Geoscience

IGBP/PAGESの枠組みでの国際共同研究

Cook et al. (2012)
Climate Dynamics

気温変動の変遷や地震や津波の
過去の記録を検証（温故知新）
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Future	Earth	Global	Research Projects



持続可能な開発目標（SDGs）





目標13：気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急
対策を取る

国際連合広報局


