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II

　国立環境研究所は地球環境研究センター編著として、重要かつ信頼のおける
最新の研究成果や情報をまとめた中項目事典である『地球温暖化の事典』を
2014 年 4 月に丸善出版から刊行しました。その完成までに約 5 年を要したた
め、最新の研究成果を載せられなかった項目も少なからずありました。刊行後、
記載できなかった最新の研究成果や苦労話などを執筆者にインタビューしては
との編集スタッフの提案により、今回の『地球温暖化の事典に書けなかったこ
と－最新研究の舞台裏を覗いてみよう－』が実現しました。内容は「地球環境
研究センターニュース」の研究者へのインタビュー記事（2015 年 5 月号から
2017 年 4 月号まで連載）をもとにしています。その後の状況が大きく変化し
た事柄を補遺し、できるだけ最新情報となるように取りまとめました。インタ
ビューされた 22 名の研究者の専門分野は、極めて多岐にわたっています。各
分野における地球温暖化問題の現況とともに、それぞれの研究者の考え方、志
望動機、感銘を受けた学生時代の講義など、インタビューならではの楽しいお
話も聴くことができました。この本によって、最新の地球温暖化研究に携わる
研究者の生の声を、多くの皆様にお届けできれば、これにまさる喜びはありま
せん。　
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＊このインタビューは 2017 年 1 月 23 日に行われました。

■二酸化炭素が地球温暖化にもっとも影響を与えている温室効果ガスなのは…
【広兼】『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）では、向井さんには “ 地球温暖

化と気候変動 ”“ 温室効果ガス ” をご執筆いただきました。特に “ 地球温暖化と
気候変動 ” で書かれている、過去の気候変動とその解釈、地球温暖化・地球の
気候変動、温室効果ガスの赤外吸収については、地球温暖化を考える前提にな
る知識ですが、内容が難しいこともあり、あまり一般向けには解説されていな
いと思います。このあたりの情報をもっとわかりやすく伝えるべきではないで
しょうか。

【向井】同感ですが、そのしくみは専門家でない人からは捉えにくい事柄を含
んでいます。地球は太陽からエネルギーを受け取り、それとほぼ同じだけのエ
ネルギーを主に赤外線の放射という形で宇宙に放出しています。これは、宇宙
から遠巻きに地球を見た場合のことをイメージしているものです。しかし、わ
れわれが理解すべき温室効果は、大気の存在する地表付近の温度との関係で考
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えるのが前提です。大気がなければ、地表は宇宙からそのまま見えるので、遠
くから見ても両者のイメージに差はなく、その場合地表は平均的に -18℃程度
の温度になり（注：実際は地球の反射率によって温度は異なる）、その温度で
の地表からの赤外線が宇宙から見えるはずです。「はずです」と言っているのは、
エネルギーのバランス計算上ではそうなると考えられるという意味です。しか
し、大気があると大気成分（温室効果ガス）の赤外吸収と放射により、地表付
近の温度に関しては結構ややこしいことが起こります。しかも、赤外吸収が物
質によって異なる波長で起こることと、温室効果ガス等は高さ方向に濃度差が
あることが関係します。
　たとえば二酸化炭素（CO2）はすべての波長の赤外線を吸収するのではなく、
特定の範囲の波長（15 ミクロン程度）の赤外線を強く吸収します。水（水蒸気）
は、8 ミクロンよりも短い波長や 20 ミクロン以上の長い波長帯に吸収領域が
あります。もし地表面が -18℃ならば、この CO2 や水の吸収する赤外線の波長
帯を宇宙から見ると、想定される -18℃より低い少ない量の赤外放射しか出て
いかないことになります。その際、水は対流圏の下部に高い濃度で存在し、上
部にはあまり存在しないので、対流圏下部の赤外線量が宇宙に放出されると考
えていいことになります。他方、CO2 は対流圏上層部まで濃度がそれほど変わ
らないので、上層部でも吸収放出が起こり、宇宙に対しての放射量はさらに減っ
てしまうことになります。いずれにせよ、この波長領域の赤外線放射は宇宙に
対してあまり出ていかない領域になります。
　一方で、温室効果ガスの赤外吸収があまりない波長も存在します。水と CO2

の吸収のない 8 ～ 14 ミクロン程度の領域は、赤外線における大気の窓ともよ
ばれています。この領域では、温室効果があまり効いていないことになります。
つまり、大づかみでいえば、大気の窓以外の領域で宇宙に出るのを制限された
赤外線放射エネルギーは地表にとどまり地表面を温めることが全体では起こる
ことになります。それによって、地表温度が上がります。地表が -18℃では宇
宙に出るエネルギーが少なすぎるのですが、地表温度が 15℃まで上がってく
ると、大気の窓やそれ以外の領域全体を通して出ていくエネルギー量が宇宙か
らやってくる太陽エネルギーと釣り合うという状態になります。それが、現在
の地球の姿になるとイメージしてもらいたいのです。
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　その際、どこに赤外線の吸収
帯があるかが重要で、CO2 は地
球の放出する赤外エネルギーの
大きな波長領域にありますので
大きな影響を示します。フロン
などは、濃度は低いものの大気
の窓領域に吸収帯があり、濃度
の割に寄与が大きい。一酸化炭
素（CO）は CO2 と近い物質で
すが、強い吸収帯はそこからは

ずれています。それぞれ、物質により濃度変化に対して温室効果の寄与量も異
なります。エアロゾルや雲があると放射エネルギーの出入りに関してはさらに
複雑なことが起こります。

【広兼】ちょっと確認ですが、CO は一般的には温室効果ガスといわれていま
せんね。地表からの赤外放射は水蒸気や CO2 など温室効果ガスの種類や吸収
波長、再放射、存在位置によってその振る舞いが複雑になることはよくわかり
ました。

【向井】CO はそのままでは温室効果ガスとはあまり考えられていないのですが、
酸化すると CO2 になります。そこで、最終的に CO2 になる物質として温暖化
に何 % 寄与しているのかを気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は計算し
ています。CO はわりと濃度が高くて 100ppb（大気中 0.1ppm）くらいあります。
それが速いスピードで CO2 になっていくので数％の寄与になります。このよ
うに間接的に温暖化に寄与するものもあります。

■気候変動の将来予測を複雑にするエアロゾル
【広兼】温室効果ガスの波長ごとや高さ方向の赤外放射については、一般の人

にはちょっと理解しにくいかと思います。
【向井】どの高度でどの温室効果ガスがどれくらい放射をしているのかという

のを細かく計算して説明できたらいいのでしょうね。地球温暖化問題に携わる
科学者も全体を理解しようとすると、そういうところを見なければなりません。
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IPCC は対流圏界面（対流圏と成層圏の境界）でのエネルギーバランスを放射
強制力という形で示しています。CO2 が増えると対流圏は暖まりますが、下か
らくる赤外が CO2 によって吸収されるので成層圏は冷えます。それを定性的
に解説しようとすると、IPCC 第 5 次評価報告書（AR5）を読み込まなければ
なりません。AR5 の技術要約には、成層圏と対流圏の関係について以下のよ
うな記述があります。「ハロカーボン類がオゾン層を壊すと、成層圏が冷える。
成層圏が冷えるので対流圏から出ていく量が増え、対流圏も冷える」。このよ
うに、さまざまな物質が対流圏や成層圏のいろいろな位置にあって、それぞれ
がオゾン（これも温室効果ガス）などさまざまな成分を作り出しながら非常に
複雑なメカニズムで地球表面の温度が決まってきます。これに冷却効果を伴う
エアロゾルを考慮すると、さらに複雑です。

【広兼】放射平衡に関しては、いろいろな場所（高度）にあるさまざまな物質
が多様な役割をしていて、それについてすべてがわかっているわけではないと
いうことでしょうか。

【向井】大雑把にいうと、温室効果ガスをすべて足したものの半分くらいの量
が実際の温暖化に寄与しています。半分が寄与しない理由は、エアロゾルによ
る冷却効果と考えていいです。

【広兼】今のお話は、炭素循環を考えるときに人為的に大気中に排出された
CO2 の半分くらいは海洋・陸域が吸収しているのと似たような話でしょうか。
だとするともっと力をいれて研究すべきではないですか。

【向井】そのとおりです。温室効果ガスのインベントリにおいてもエアロゾル
は考慮されてなく、温室効果ガスの放出量だけで計算しています。実際にはエ
アロゾルが半分くらいを相殺しているので、その分がどうなるかによってまっ
たく予想が違ってきます。

【広兼】火山の噴火が起きると火山性エアロゾルの冷却効果で地球表面の温度
が下がるといいます。気候モデルの研究者にお聞きしたところ、気候変動の将
来予測で、過去の火山噴火についてはスーパーコンピュータで再現できても、
将来どのくらいの火山が噴火するかということは組み込まれていないそうで
す。今後火山噴火が起きれば起きるほど、将来の気温変化は下方修正されると
いうことですか。

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   5 2017/03/23   8:14:05



6

【向井】代表的濃度パス（RCP、p38 豆知識参照）では火山の噴火は想定され
ていませんが、化石燃料の燃焼によって発生する煤など人間活動から排出され
るエアロゾルが時間とともにどれくらい減っていくかというのは想定されてい
ます。

【広兼】想定されていない火山の噴火によってそうした値は変わるかもしれま
せんね。それは誤差の範囲内に入っていないわけですよね。

【向井】ただし、火山噴火による冷却効果の有効期間は数年です。

■ローカルな変化からグローバルな変化を捉える難しさ
【広兼】“ 地球温暖化と気候変動 ” については、ローカルに起こる気候変化や温

度変化と、グローバルに起こる地球温暖化の関係についてより深い解説が必要
ではないかと感じました。よく強めの寒波が襲来したりすると、温暖化してい
るのに寒冷化がきたといわれますが、本当に温暖化しているなら、放射平衡的
にどこかで辻褄が合っているのではないでしょうか。それを確認する方法はあ
りますか。

【向井】放射平衡がずれてエネルギーがたまっていくフェーズならば、エネル
ギーとしては保存しているはずなので、温度は不均一でもいいですが、全体の
温度は少し上がるはずで、仮にですが、そういう関係するすべての温度が正確
に測れれば、辻褄はあっていることが証明できるはずです。まあ、そう簡単で
はないですがね。一方で、よくある話は、気圧配置は年によって違うのですが、
この年はヨーロッパが暑かったけど、この年はアメリカが寒かったとか。そう
いう内部の構造があるパターンをもっているといわれています。しかし、全体
が暑くなったり寒くなったりするのを捉えるのは結構難しいのです。データが
あるのはある特定点ですから、ヨーロッパのある年の冬が寒かったからといっ
て、世界全体が寒いとは限らないのです。

【広兼】私もそれが言いたかったのです。
【向井】よく問題になるのは過去の地球の温度です。過去 1000 年間の気温上

昇を見積もるのは結構難しいのです。
【広兼】過去の気温上昇は、よく木の年輪の幅で見積もられています。
【向井】木の年輪は、その木が立っている地域性の影響を受けます。1、2 本だ
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け測っているわけではありませんが、そんなにたくさんではないです。また、
必ず暑くなる地域とそんなに暑くならない地域があります。暑くならない地域
ではあまり関係が見えないのですが、暑い地域で見ると非常に大きな相関があ
り、過剰な応答が見えるかもしれません。現在の気温が異常かどうか判定する
ときに過去の気温を知りたいわけですが、南極の氷床コア、木の年輪などがあ
るにせよ、地球全体の平均を見積もるのは結構困難です。それに過去に遡ろう
とすればするほどデータが少ないのです。

■ IPCC と国環研は科学的に未解明な部分を明らかにしていく
【広兼】地球温暖化のなかでまだわかっていないことは、わからないときちん

と説明するのも国立環境研究所（以下、国環研）の役割のような気がします。
また、これらのわかっていないことを明らかにしていかなければならないと思
います。

【向井】そうですね。IPCC は細かく検討しています。さまざまな研究によって
新しい説がどんどん出てきますから、IPCC も国環研も科学的に相関が認めら
れそうなことは検討しなければなりません。たとえば、宇宙空間から飛来する
宇宙線による雲の形成への影響が温暖化を左右する主原因とする説について
は、IPCC によると、その可能性はまだゼロとはいえないが低いとされています。
一方でそれに対する研究も進んでいますので、今後、今までわれわれが気づか
なかったような現象が見つかる可能性もあります。

【広兼】『事典』のなかで、水蒸気と温暖化とのかかわりについては、成層圏で
の飛行機雲の影響が未解明な点としてあげられています。どの程度の影響を及
ぼしうるかも未解明なのでしょうか。

【向井】成層圏下部を飛んでいる航空機の燃料の燃焼により成層圏の水蒸気の
生成が増加すると成層圏が暖まります。上が暖まると対流圏も暖まるという有
意な相関があることを IPCC は紹介しています。
　もう一つ IPCC は、温暖化が進むと対流圏から成層圏に移動する水蒸気が増
えるだろうと報告しています。熱帯の対流圏は高いところまであるので、もち
上がった大気は南北に輸送され、成層圏に水蒸気を少しですが供給しています。
実は成層圏の水蒸気は少しずつ増えているという観測結果があります。
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【広兼】それは温暖化とどのような関係があるのでしょうか。
【向井】温暖化すると対流が強くなります。その分、成層圏に水蒸気が入りや

すくなるという説もあります。
【広兼】IPCC の報告書以外にはあまり目にしませんので、もっと成層圏の研究

が必要ということですか。オゾン層は修復されつつあるということで、地球環
境研究センターでも重要な研究テーマにならなくなってきそうですが。

【向井】研究の継続は必要です。温暖化が進むと成層圏のオゾンがこれまで以
上に増えるともいわれています。成層圏と対流圏の間には熱の交換があり、こ
れがかなりの寄与をしている可能性があります。

■ CO2 の大気中の寿命
【広兼】CO2 は長寿命温室効果ガスですが、光合成で吸収されてしまう場合は

寿命を終えたことになりますか。大気中の寿命について明確には定義されてい
ませんね。CO2 は缶詰にしておけばずっと CO2 のまま変質しないのでしょうか。

【向井】缶詰にすれば CO2 のままです。大気中の寿命については結構難しいで
す。CO2 の除去は光合成によるものと海洋による吸収とがあります。光合成で
除去されても呼吸で戻されます。同様に海洋にも吸収と放出があります。数字
でいうと 700Gt くらいの CO2 が大気中にあり、それに対して光合成量は年間
100Gt 程度で、呼吸で 100Gt を戻しています。海洋のことを考慮しなくても、
700Gt のうち 100Gt は入ったり出たりして入れ替わっています。しかし、陸
域生態系や海洋が最終的に吸収するのは、年間 1 ～ 4Gt 炭素ぐらいでしょう
から、700Gt の炭素はなかなかなくならないということになりますね。

■前提となっている数値等に関する知識も重要
【広兼】地球温暖化を考える上で非常に基礎的な物理・化学定数、たとえば温

室効果ガスの放射吸収強度の数値や、地球のアルベド（約 30％）の値につい
てですが、時代とともに変化するものとあまり変わらないものがあります。こ
れらはどのように定められ、合意されるのでしょうか。IPCC のメタンの地球
温暖化係数（注 1）は、21 から 25 に変わりましたね。これはどういうことな
のでしょうか。

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   8 2017/03/23   8:14:05



9

【向井】まわりの状況によって計算し直しているからです。相対的に変化して
います。

【広兼】単体としての係数が変化するということは、物理的な性質をきちんと
把握していないということですか。

【向井】そういうことではありません。CO2 の温暖化への寄与率は CO2 濃度に
よって変わりますから、CO2 による影響 1 に対するメタンの係数も変わってき
ます。それはリニア（直線）的な変化ではありません。

【広兼】放射強制力は波長みたいに一義的に決まるものですか。
【向井】放射強制力は産業革命以前と比べています。2015 年の CO2 濃度と産

業革命以前の濃度と比べてどれだけワット数が変化したかを比べているので、
これは動きません。

【広兼】分子量や原子量は正確に測られていることになっていますが、前提に
しているものはよもや間違っていたりしないでしょうね。

【向井】地球温暖化係数は 100 年で計算されて、排出量を決めるときに CO2 換
算にして使われていますが、100 年だからいいとかそういったものでなく、あ
る意味決めごとであり、物理的にかっちりと決まるものではないと思います。

【 広 兼 】 実 は、 先 日、 一 般 の 人 か ら、CO2 濃 度 を NDIR（Non-dispersive 
infrared absorption method）法で同定できる根拠がどこかに説明されている
かと質問されました。たぶん彼はその原理を知りたいのだと思いました。前提
にしている部分についてもきちんと説明できるようにならないといけないと思
いました。

【向井】検出の原理があっても、妨害とかも含めて検討して分析化学が成り立っ
ているので、最後は標準ガスのようなもので校正することにはなります。気候
の科学は巨大な情報のかたまりで、すべてを把握している人はあまりいないか
もしれません。いろいろな人の協力のもとに成り立っている総合科学みたいな
ものです。またこれが気候の科学の大きな特徴でもあります。

■次の『事典』では科学的な内容が一新する
【広兼】次回、『事典』を執筆するとしたら、書きたい内容はありますか。
【向井】科学的知見がどんどん増えて、もう少しリアルにこれがこうなってい
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たというのがわかってくると思いますから、それを書きたいです。
【広兼】どんな点がリアルになりそうでしょうか。
【向井】まだわからないですが、研究者は誰も一つの研究テーマみたいなもの

を追求していますが、関連する研究が進めば互いのつながりがよく見えてくる
ので、切磋琢磨みたいにどんどん研究が展開していくと思われます。ですから、
次に『事典』を作るとしたら、科学的な内容が一新する可能性があります。本
筋はそんなに変わらないとしても、もっと確定的なことや、重要なことがわか
るのではないでしょうか。特にエアロゾルに関しては、まだあまり理解が進ん
でいませんから新しい研究成果が書けるといいです。

【広兼】そのためにはどういう研究を進めていけばいいのでしょうか。
【向井】モデルの研究も必要ですが、エアロゾルなどの観測が大きく遅れをとっ

ています。
【広兼】どんな観測ですか。
【向井】エアロゾルの量的なものもそうですが、エアロゾルの中身を見なけれ

ばなりません。煤など黒色のものは熱を吸収するので、エアロゾルのなかでも
温暖化物質ですが、硫酸塩は白色なので寒冷化物質ということになります。そ
ういうふうに区分しながら、どのようなエアロゾルが世界のどのあたりにどれ
くらいあるかという分布までわかるようにならないといけません。それが、雲
の核としてどの程度どの地域で効いているのかなど、あまりよくわかっていな
いと思います。

【広兼】お話を聞いていて、まだまだ明らかにしなければいけないことがたく
さんあると思いました。

（注 1）ある一定期間におよぼす地球温暖化の影響について、CO2 の影響を 1 としたと

きの係数。京都議定書の第一約束期間は、IPCC 第 2 次評価報告書（1995）の 100 年

間の影響値を用いていたが、2015 年提出インベントリ以降（いわゆる京都議定書の

第二約束期間）は、IPCC 第 4 次評価報告書（2007）の 100 年間の影響値（例、CH4：

25、N2O：298）を用いている。
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＊このインタビューは 2015 年 5 月 22 日に行われました。

■ハドレーセンターのモデルに追いつけ！
【小倉】野沢さんは『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）で、国立環境研究所

在職中に新しい研究として立ち上げた “ 過去の気候変化の検出と要因推定 ” に
ついて執筆されています。この研究を始めるうえでいろいろと注意された点、
苦労された点があったかと思います。

【野沢】研究を始めたきっかけをお話しします。2001 年に公表された気候変動
に関する政府間パネル（IPCC）の第 3 次評価報告書（TAR）に、イギリスのハ
ドレーセンターが行った温暖化のシミュレーション結果が掲載されました。気
候を変えるファクターは自然要因と人為要因に分類できます。ハドレーセン
ターの温暖化シミュレーションでは、両者をモデルに与えて、観測された気温
変化を見事に再現しただけでなく、自然要因のみ、人為要因のみを考慮した仮
想的なシミュレーションも行い、近年の温暖化は人間活動のせいである可能性
が高いことを示したのです。それを見たとき、本当にこんなことができるのか
なと素朴な疑問をもちました。大変失礼な言い方ですが、何かしら特別な処理
をしているのではないか？　というのがホンネでした。ちょうどその頃、日本
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では地球シミュレータ（世界最大規模のスーパーコンピュータ）が開発され、
文部科学省の「人・自然・地球共生プロジェクト」が立ち上がり、日本でも信
頼度の高い温暖化予測を目指して高解像度のモデル開発を行うことになりまし
た。そこで、普通の解像度のモデルでもシミュレーションの例数が多ければ統
計解析ができるのではと考え、研究を進めました。人間活動が温暖化の原因で
あるというのは、もちろん自分でも疑ってはいませんでしたが、気候を変える
ファクターをできる限りもっともらしくモデルに与えるだけで、実際に観測さ
れた複雑な気温変化がここまで忠実に再現できるのだろうか、さらに最近の温
暖化は人為起源の可能性が高いといえるほど統計的に有意な結果が本当に出せ
るのだろうか、と思い、二番煎じでもいいから、手を付けてみようと考えたの
がきっかけです。ところが、その段階になって、そもそも観測データはどのく
らい「正しい」のかと調べ始めたら、とんでもなく大変な作業であることがわ

IPCC の TAR に掲載された、ハドレーセンターのモデルによる過去の気温推移の再現実
験結果。赤線は観測された全球年平均気温を、灰色の陰影はモデルにより再現された全
球年平均気温の最大・最小値の幅を、それぞれ示す。(a) 自然要因のみを考慮した実験、
(b) 人為要因のみを考慮した実験、(c) 自然要因と人為要因の両方を考慮した実験。
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かりました。また、不確実性の幅を調べるきっかけにもなりました。
【小倉】実際に始めてみると、長期にわたる良質な観測データ収集の難しさも

ありますが、現実の気候の特徴を再現できるように気候モデルを開発し、スー
パーコンピュータで走らせることにも壁がありますね 。

【野沢】最初はそこがものすごく大変でした。ポスドクの学生だった小倉さん
には真夜中までよくつきあってもらいました。プロジェクトの主要なメンバー
はモデルの高解像度化にかかりきりになっていましたから、自分が中心となっ
て進めるしかありませんでした。当時はまだ若かったので、やりたいならやっ
てしまえと、とりあえず突っ走りました。

【小倉】ハドレーセンターの結果を見て、自分たちの気候モデル（Model for 
Interdisciplinary Research on Climate: MIROC）でも同じような結果が出るのだ
ろうかと思われたのは、その前に大気海洋結合モデルで温暖化実験をされてい
たからでしょうか。

【野沢】その前段階で、同じ IPCC の TAR に、過去から将来までの全球の年平
均気温推移の 1 本の線をのせるためのシミュレーションを行っていました。当
時の私たちのモデルでは、過去の気温の細かい変化を再現できていませんでし
た。一方、ハドレーセンターはこれを忠実に再現したうえに自然要因と人為要
因に分けて解析していました。両者の結果には歴然とした差があることに衝撃
を受けました。

【小倉】それから、第 4 次評価報告書（AR4）に向けて、プロジェクトの人数
もある程度増えた体制で過去の気温推移の再現に取り組むことになりました
が、はじめはなかなかうまくいかなかったですね。

【野沢】最初の頃、とんでもない失敗がありました。海の温度情報をあらかじ
め与えて、大気モデルだけで気温を計算してなんとか再現できるところまでは
きたのですが、海の温度も計算する海洋モデルを入れて走らせてみると、とた
んに全体の大気が地球ではあり得ない寒い惑星の温度になってしまいました。
今だから笑えますが、本来なら二酸化炭素（CO2）濃度が上がって温暖化する
はずなのに、海洋モデルを結合すると温度が下がっていきました。地球を冷や
す効果について、観測とは著しく違うパラメータを設定していたのが原因でし
た。
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【小倉】過去の気候を再現しようとしたことでモデルの欠点が見えてきて、そ
れを一つひとつ解決してモデルの精度を上げていく開発の過程をたどっていっ
たのですね。最終的に、気温は過去の再現がかなりうまくいったと考えていま
すか。

【野沢】当時としてはうまくいったと思います。東京大学で人・自然・地球共
生プロジェクトの代表だった住明正さん（現：国立環境研究所理事長）らにお
見せしたら、「よくやった」と言ってもらえたのは嬉しかったです。自然のメ
カニズムを現状の知識の範囲でモデルのなかに含めていく、その作業の積み重
ねできちんと結果が出るという確認ができました。世界の最先端のモデルと同
じことができるようになったという喜びがありました。

■「レディング大学に行ってきます」が功を奏して
【小倉】シミュレーションの信頼性を独立に検証して高める必要もあったでしょ

うね。

観測 モデル

すべての
気候変動要因

自然要因

人為要因

GHG

MIROC モデルによる過去の気温推移の再現
実験結果。黒線は観測された全球年平均気温
を、赤線および赤色の陰影はモデルにより再
現された全球年平均気温のアンサンブル平均
とその最大・最小値の幅を、それぞれ示す。
上から順に、自然要因と人為要因の両方を考
慮した実験、自然要因のみを考慮した実験、
人為要因のみを考慮した実験、温室効果ガス

（GHG）のみ考慮した実験。
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【野沢】ハドレーセンターとは特性がまったく違う数値モデルである MIROC を
使用し、しかも MIROC が得意とし、当時はハドレーセンターが考慮していな
かったエアロゾル（大気中に浮遊する微粒子）の気候影響までも含めた計算で、
ハドレーセンターと基本的に同じ結果になったのは、AR4 で日本のモデルの信
頼性を高めるのに貢献できたかなと思っています。

【小倉】同じチームで働かせていただいたときに覚えているのは、ハドレーセ
ンターのグループと協力関係をつくり、要因推定の解析の仕方について情報交
換をしていたことです。

【野沢】それについては、今でも江守正多さん（地球環境研究センター気候変
動リスク評価研究室長）に言われますが、私はあるときふっと、ハドレーセン
ターで要因推定の研究をしているグループのメンバーにちょっと会いに行って
来ようという気分になりました。当時、年一回、日本側から数人がハドレーセ
ンターまで行き、ディスカッションしていましたが、要因を推定している主要
な人たちは、籍はハドレーセンターにありながら、レディング大学で研究して
いました。私は帰国の途中で他のメンバーと別れて一人でレディング大学に行
き、シグナルの有意性を検証する統計解析に必要なコントロール実験がどのく
らい長期的に安定しているのか、などの裏情報を根掘り葉掘り聞きました。私
たちがその時点で行っていた実験についても紹介し、有益なコメントをいただ
きました。さらに、具体的な解析手法についてはオックスフォード大学で最先
端のものを開発していると教えてもらい、帰国してから再び何人かでオックス
フォード大学に行き、情報交換しました。

【小倉】レディング大学を訪問したのが大きな転機でしたね。
【野沢】今考えると無鉄砲だった気がしますが、結果としてはうまくいったか

なと思います。

■社会的にインパクトの強い研究へと発展
【小倉】人為的要因の影響の研究は、その後、熱波や洪水などの極端現象や、

水資源、植物生産性などの地球システムの応答にかかわる部分に対象を広げな
がら発展を見せています。これまでの物理過程だけではなく、生物、化学過程
も考慮した地球システムモデルを使わなければいけなくなり、それに対応した
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長期間の観測データも整理していかなければいけないなど、必要なことがどん
どん増えてきますね。

【野沢】幸い優秀な後輩が引き継いでくれて、イベントアトリビューション（過
去の特定の異常気象などの要因を「仕分け」する）という研究手法でも論文が
出ています。これも、イギリスの研究者らとコミュニケーションが取れたこと
がきっかけですから、とても重要でしたね。さらに温暖化シグナルの検出と
その要因推定に関する国際的な研究コミュニティ IDAG の人たちとも交流がで
き、日本のモデルを使わせてほしいと言ってもらえるようになったことも大き
かったと思います。水資源や植物生産性などに応用する際には、ダウンスケー
リング的な手法を用い、複数のシミュレーションをして統計的な情報を出す必
要があります。その作業は複雑で計算の分量も多くなりますが、工夫してコン
ピュータをできるだけ有効に使い、社会的に役に立つ、インパクトの大きい研
究ができるようになったことは個人的にはよかったと思っています。

【小倉】一方で、過去の気候変化の要因については、「少なからぬ不確実性がま
だ残されていることに注意が必要である」と野沢さんは『事典』に書かれてい
ます。それは使うモデルによって結果がばらつくということでしょうか。

【野沢】それもありますが、まだ事例が少ないということもその一つです。今
問題視されている異常気象、つまりあまり起こらないが一度起こると被害が大
きくなるような現象については、過去に遡ってもそんなに起こっていないの
で、そのメカニズムがきちんと理解できていないのでは、という不安がありま
す。というのは、イベントアトリビューションを含む温暖化シグナルの検出と
その要因推定に関する研究は、その背景として気候変動の物理的なメカニズム
を考えているのですが、実は統計に頼るところが大きいからです。したがって、
下手をすると統計的に有意な情報を抽出するには情報量（サンプル数）が少な
すぎて、実際とは違う結論を導いてしまっている恐れがあります。統計に物理
的な理屈がともなって初めてより信頼度の高い強固なものになると思っていま
す。統計処理の研究は担当してくれる人がいるのでそちらに任せて、僕自身は
あちこちで起こっているいろいろな変化の物理的メカニズムは何なのか、気象
ないしは気候の理にかなった（物理法則に基づいた）変化をしているのだろう
かということを調べて、人間活動に伴う気候変化シグナルの検出と要因推定に
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ついて研究ができたらいいかなと思っています。
【小倉】野沢さんが北太平洋の水温の応答を理解しようとするのも、人為起源

のエアロゾルの影響が北太平洋に現
れていることを確かめたいという、
メカニズムの理解から迫ろうとした
ものですね。

【野沢】最近の温暖化の停滞期（ハイ
エイタス）との関係でいうと、たま
たまだったのかもしれませんが、大
気側の応答を見ているとエアロゾル

の影響が大きく、海を冷やそうとしているのではないかと感じています。ただ
し、理由は複数あってもおかしくないので、その点にも留意しながら調べたい
と思っています。

■長期にわたる良質な気象観測データの入手
【小倉】長期にわたる良質な気象観測データの入手はとても難しいと思います。

たとえば、ここ十数年気温の上がり方が全球的に遅くなって、ハイエイタスだ
といわれていたのですが、北極域のデータの質をもう少し上げると、実はそれ
ほど温暖化は弱まっていないのではないかという内容の論文があります。

【野沢】最終的には元となる観測データを調べないと納得できないかもしれな
いと思い、観測データの処理に着手しました。特に北極域に関してはもともと
観測データが少ないのと、ソ連の崩壊以降、シベリア域の観測点がどんどんな
くなり、条件として悪くなっているのは間違いありません。幸い私が参加して
いる GRENE 北極気候変動研究事業で、実際にロシアに行って観測データを集
めている人達がいますので、できるだけ話を聞いて情報収集するようにしてい
ます。非常に限られた地点ではありますが、10 年とか 20 年の観測データはあ
るので、複数のデータそれぞれの長所短所を理解した上で、総合的に判断する
ことが必要でしょう。ほかの領域ではすでに一般的にされていることですが、
北極域ではことのほかデータ数が少ないので、慎重にやっていかざるをえない
のかなと思います。GRENE 北極気候変動研究事業のデータもできる限り活用
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していきたいです。

■エアロゾルの気候への影響研究は日進月歩
【小倉】野沢さんは『事典』で “ 過去の気候変化の要因推定 ” のほかに、大気圏、

人間活動と気候影響などの地球システムについても担当されています。この分
野の最新の科学的知見を紹介してください。

【野沢】温暖化の基礎知識なので、最新の科学的知見として情報が更新されて
いくペースは最先端の研究に比べると遅いですが、エアロゾルの気候への影響
については日進月歩で新たな理解や知見は出てきています。エアロゾルにはい
ろいろな種類があり、さらにそれが雲を介して気候に影響を与えます。その作
用についての研究は、従来は水雲が中心でしたが、今は氷雲について議論が進
んでいます。もう少しすればまとまった形で最先端の研究者としての見解が出
てくるのではないでしょうか。

【小倉】現在の気候モデルの性能では、雲があるべき季節にあるべき量で出て
くれないという悩ましい問題がありますが、雲の凝結核になるエアロゾルとし
て何がどこにどれだけあるべきなのかというのがまさに今議論されているとこ
ろですね。

【野沢】雲の問題の根幹にかかわるところでもあるので、もしかしたら大きく
気候モデルのパフォーマンスを変えるかもしれませんし、そんなに影響がない
かもしれません。いずれにしても研究が進んでいることは間違いありませんの
で、今後、より整理された形で改訂がされたらいいのではないかと思います。

■温暖化を自分たちのこととして実感してほしい
【小倉】次回『事典』を書くとしたら、書きたい内容はありますか。
【野沢】書くことがあまり得意ではないので、そんなに書きたいものはないで

す（笑）。ただ、きちんと伝えなければいけないと思っていることがあります。
地方大学に異動して、学生向けの講義は当然ですが、一般の方に対しても講演
をさせていただく機会が増えました。大学生であれ一般市民の皆さんであれ、
地球温暖化の話をすると、「じゃあ、何をすればいいの？」という質問が必ず
きます。私は自然科学者ですから、その辺は必ずしも詳しくないのですが、彼

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   18 2017/03/23   8:14:07



19

らにとっては「地球温暖化全般の専門家」なんですね。ですから、「専門外だ
から知りません」というのではなく、自分なりの答えをもっておく必要があり
ます。また、環境教育を受けているはずの大学生に地球温暖化の話をしても、
大半は環境問題にあまり関心がないからなのか、「自然科学者になんとかして
もらいたい」など、他力本願の人が多く、自分のこととしてあまり実感をもて
ていません。ですから、地球温暖化の現状をきちんと伝えた上で、一人ひとり
がどんなことをすれば温室効果ガスを減らすことができるのかということを、
地球温暖化の専門家として、必ずしも環境問題に興味をもっていない人たちに
対しても説明しなければならないということがわかりました。 大学の一般教
養の授業では、学生に地球温暖化の観測事実と基礎知識を数式などは一切使わ
ずに教えた上で、天気予報と同じようなモデルで過去の再現と将来予測を行っ
ていることを伝え、最新の温暖化予測結果を見せています。すると、ほとんど
の学生は「地球温暖化がこんなに大変な状況だとは思わなかった」という感想
を書いてきます。やはり、地球温暖化についての正しい理解が、この問題を自
分たちのこととして実感してもらうには必要なのだということを感じていま
す。
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＊このインタビューは 2015 年 4 月 7 日に行われました。

■一次元モデルから大気海洋結合モデルまで 50 年の道のり
【広兼】江守さんは数値モデルを使って地球温暖化に伴う気候変化の将来予測

をする研究を進めてきました。モデルによる気候変化予測という考え方の源流
について簡単に説明していただけますか。

【江守】私が知っている範囲のことになりますが、昔は計算機がありませんか
ら、おそらく理論的にシンプルな 0 次元モデルからスタートしたと思います。
熱容量をもつ一つの物体として地球をとらえ、太陽からエネルギーを吸収して
赤外線を宇宙に放出する効率がある値であれば、地球の温度は何℃になるはず
という簡単な計算です。現実の地球に比べていろいろなものを省略しています
が、これがある意味での原点でしょう。その後、南北一次元のエネルギーバラ
ンスモデルで、緯度方向の温度分布がおおまかに計算できるようになりました。
一方、真鍋淑郎さん（プリンストン大学）の鉛直一次元モデルでは、水平方向
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を平均したものとして考え、地面から鉛直方向の大気の温度構造を調べました。
大気のなかで放射伝達（太陽光の透過・散乱・吸収と赤外線の透過・吸収・放出）
が起こり、それによって温度の分布が決まります。しかしそれだけでは現実的
な温度分布にはなりません。実際には対流が起こるからです。そこで簡単な仮
定により対流をモデルに組み込みました。そのなかで二酸化炭素（CO2）によ
る赤外線の吸収や放出をすべて計算していました。これが CO2 の増加による
温度上昇を鉛直方向に詳しく計算した始まりでした。そして水平方向の大気の
運動や、雲、雨についても考慮する三次元モデルを使ったシミュレーションへ
拡張されていきました。同時期には、数値天気予報の実用化が進んでいました
から、研究の上で影響を及ぼし合っていたかもしれません。海洋については、
最初は熱容量のみのモデルでしたが、大気と海洋それぞれの三次元の流体力学
のモデルを結合し、CO2 増加による大気・海洋間の熱などのやり取りも含めた
影響を調べられるようになりました。このあたりで現在の原型ができ、あとは
その解像度をさらに細かくしたり個々のプロセスを改良していくような感じで
す。
　現在のシミュレーションについて、専門外の人は、「コンピュータで頭ごな
しに方程式を計算しても、それが正しいかどうかわからないのではないか。もっ
とシンプルなことからやらなければいけない」と言うかもしれませんが、実際
はお話ししたような歴史を積み重ねてきました。このやり方は科学的に順当な
手順を追っているものといえるでしょう。

【広兼】0 次元モデルから大気海洋結合モデルまでの歴史は、これから研究を
目指すものにとって有用な一冊の本にもできるのではないでしょうか。最新の
大気海洋結合モデルができるまでどのくらい時間がかかったのでしょうか。

【江守】真鍋さんの鉛直一次元モデルの論文が 1964 年ですから、そこからだ
と約 50 年です。

■観測データとモデルの相補的な関係
【広兼】モデルは仮定ですから、それが正しいかどうかを確認しなければなり

ません。モデルの客観性の立証はどのようになされるのでしょうか。
【江守】検証の考え方は大きく分けて二つあります。一つはプロセスを検証す
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ることです。雲などの個別のプロセスが正しいかどうかを詳しい観測データや
詳細なモデルと比較することで行います。もう一つは「オーバーオール」で、
モデルで計算した結果の気温の分布などを現実と比較することです。ここで気
をつけなければいけないのは、最終的な結果が現実と似ていてもその理由が
違っている可能性があるということです。モデルのなかに現実と離れているプ
ロセスがたとえば二つあり、それがたまたま逆方向に働いて打ち消しあうとい
う可能性を常に頭に入れていなくてはいけません。モデルによって、現実に近
い部分とあまりうまくいっていない部分があります。うまくいってない場合、
それはなぜかということで、またモデルのプロセスを見直したりします。

【広兼】観測は実際に計測しているのでモデルより信頼性が高いようにも思い
ますが、一方で、通常の観測は 1 地点の情報なので、面的なデータを得ること
はできません。モデルを観測データの修正に用いる逆推計などはあるのでしょ
うか。

【江守】モデルが観測の空間代表性を補うということでいえば、データ同化と
いう手法があります。観測されたデータがあるところはそれに近づけ、観測の
ないところはモデルで表現される物理法則と整合的に推定することです。これ
は天気予報の初期条件をつくるときに常に行われている重要な考え方です。そ
れとは別に、モデルと観測が合わないときにどう考えるかという話をすると、
モデルが間違っているというのは自明ではありません。空間代表性の問題や観
測の測定誤差だけではなく、通常の観測データは過去に遡って取得できません

（氷床コアにより過去の空気を測定する場合などを除く）。一方モデルは過去の
計算をし直すことができます。実際にモデルと観測結果が合わなくて観測デー
タが見直された例があります。たとえば、過去 100 年の海面水温について調
べると、1940 年代の観測データに目立ったピークがあり、モデルの結果と合
いませんでした。第二次世界大戦の終戦前後で主な測定方法が変わったためで
す。終戦前に多かったアメリカの船の観測ではエンジンルームに入ってきた海
水の温度を測っていました。一方、終戦後に多くなったイギリスの船は、バケ
ツですくった海水の温度を測る方法をとっていました。エンジンルームで測る
と水温は高めに、バケツで測ると水温は低めに出ますが、その補正をしていな
かったため、擬似的なピークが出てしまったということです。そういう問題が
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のちにわかったので補正すると、モデルが再現した過去の温度に近くなったの
です。

■モデル結合の難しさと雲の課題
【広兼】現在、さまざまなモデルをつないで、より総合的な予測を行う研究が

進んでいますが、モデルを結合させ
るときの問題点等についてお聞きし
たいと思います。境界条件の設定は
難しそうなイメージがあります。

【江守】モデルを結合すると、ごまか
しがきかなくなり、そのモデルが抱
える問題が明らかになってきます。
たとえば、大気と海洋のモデルを結

合するとき、先ほどお話ししたように問題があるけれども打ち消しあってうま
くいっているとか、大気モデルは現実から離れた計算結果を出そうとしている
のに、海面水温を境界条件として与えているために現実的な状態に保たれてい
ることがあります。そのような大気モデルに海洋モデルを結合して海面水温が
計算結果として決まるようにすると、非現実的な状態にずれていってしまいま
す。初期の大気海洋結合モデルでは、人工的な補正項を入れて大気・海洋間の
熱移動の誤差を打ち消し、海面水温の分布が現実的に保たれるようにしていま
した。その後大気のモデルも海洋のモデルも改良されていき、補正項を入れな
くても現実的な気候分布を保てるようになりました。陸域生態系のモデルを気
候モデルにつなげたときにも同様のことが起こりました。これまでは植物の量
の分布データを境界条件で与えていましたが、炭素循環をモデルに入れると植
物の分布が変わり、植物の分布が変わると雨などの分布が変わり、現実とは違
う気候の状態になってしまいます。最初に結合したときにはうまくいかなくて、
両者を調節して改良しているうちに観測結果に近い分布になってきました。

【広兼】生態系を考えると、人間の活動などもモデルに影響してくるのでしょ
うね。

【江守】国立環境研究所で人間活動の影響として具体的に取り組んでいるのは、
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土地利用変化や、その一部の農業、水資源におけるダムや灌漑などの分野です。
要するに、温室効果ガス以外にもローカルな人間活動の影響が、グローバルな
気候を考えるうえで無視できないような効果をもたらしています。

【広兼】モデルのなかで律速段階（もっとも遅れている部分）は何でしょうか。
【江守】新しい部分は正確に計算できなくて当たり前みたいなところがあると

思いますが、昔から研究されていて今でも難しいといわれるのは雲です。雲は、
大気の大規模な運動（大きく見て上昇気流がどこにできるか）、小さい規模の
大気の運動である乱流、湿潤プロセス（水の蒸発や凝結）や放射（水滴が放射
を反射したり吸収したりすること）、さらに雲の核になるエアロゾルの物質循
環や化学反応も含めて、すべてが相互作用している現象です。雲を現実的に再
現しようと思ったら、詳しいプロセスをすべて計算しなければなりません。し
かし、とても地球全体を扱うモデルでそこまで細かい内容をすべて再現するこ
とはできないので、少しずつ詳しくしながら、そして一つひとつ理解しながら、
モデルを高度にしていきます。これを行うには、莫大な計算資源が必要なため、
スーパーコンピュータの進歩に依存する部分も大きいです。

【広兼】スーパーコンピュータが制約なく進化するとこれらは改善されますか。
【江守】雲のなかの乱流、そのなかの蒸発、凝結のプロセスまで細かく計算で

きるようになっていくと、そうとう現実に近づいていくと思いますが、それで
も課題は残ります。やはり雲微物理過程（雲粒の衝突、併合、蒸発、凝結成長
などのプロセス）のすべてを計算しないと現実と同じ計算をしたことにはなり
ません。しかも、理論でもまだ不十分なところがある分野なので、計算機の能
力が無限でも、今ある方程式ですべて解けるかというと、そうではないでしょう。

国立環境研究所のスーコンビュータシス
テム（NEC SX-ACE )

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   24 2017/03/23   8:14:09



25

■ 2030 年程度までの近未来の気温変化は？
【広兼】一般の方が比較的強い関心をもっているのが近未来の変化です。『地球

温暖化の事典』（以下、『事典』）のなかで、江守さんは 20 ～ 30 年先の温暖化
予測は「研究の途上」という書き方をしていますね。

【江守】近未来については、予測可能性という問題があります。天気予報は 1
週間くらいの予測はできますが、その先は困難です。それはひとことで言うと

「カオス」だからです。今ある低気圧が明日どこにいくかというのは非常に高
い精度で予測できますが、現在ない低気圧がどこにできるかというのは、初期
条件の違いに大きく左右され、それによって予測される 2 週間後の天気はまっ
たく違うようになります。一般に気象や気候というシステムの自然変動の予
測は、ある程度以上はできないはずです。近未来予測で問題にしているのは、
10 年規模の周期をもつ自然変動の上がり下がりがどれくらい先まで初期条件
の影響を記憶しているかということです。条件によっては数年程度の予測の可
能性があります。

【広兼】2030 年は数年後ではありません。数年よりはハードルが高い、難しい
ということでしょうか。

【江守】10 年規模の自然変動の上がり下がりが予測できるのは数年単位のこと
であって、そこから先は「カオス」でわからなくなってしまいます。ただし、
その間にも、温室効果ガスの増加による温暖化の長期的なトレンドは続きま
すから、実際にはそれらを重ねたものを見るわけです。先ほど述べたとおり、
2030 年まで自然変動の予測可能性はないといっていいと思いますが、温暖化
のトレンドが近未来にどのように顕在化するかを調べることには意味がありま
す。

■モニタリングデータをモデルの改善に利用
【広兼】地球環境研究センターはいろいろな方法でモニタリングデータを得て

います。モニタリングデータを活かし、モデルを改善していく動きはあります
か。

【江守】プロセスの改善に使うことは考え方としてあり得ます。たとえば、陸
域のデータを使って陸域生態系モデルを検証することによって、問題点を明ら
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かにし、改良の指針を得ることができます。大気のデータですと、モニタリン
グデータを他の国を含めたグローバルなデータのネットワークに提供すること
により貢献し、グローバルなデータになった段階でモデルと比べるという方法
が考えられます。全球の CO2 分布はその一例です。地球環境研究センターの
町田敏暢さん（大気・海洋モニタリング推進室長）らが行っている航空機観測
のデータをシャミル・マクシュートフさん（物質循環モデリング・解析研究室
長）らのインバージョンモデル（逆推計モデル）のデータに入れると、インバー
ジョンの精度が上がります。温室効果ガス観測技術衛星 GOSAT の衛星観測デー
タを入れるとさらに精度が上がります。そしてインバージョンで得られた CO2

の分布とモデルの分布とを比較することができます。

■不確実性のなかの意思決定の重要性を書きたい
【広兼】『事典』には、江守さんも執筆者として参加された気候変動に関する政

府間パネル（IPCC）第 5 次評価報告書（AR5）の内容が時間的な制約もあって
十分には反映されていません。第 1 作業部会報告書にある温室効果ガスの累
積排出量の概念と将来の気候予測についてお聞きしたいと思います。

温暖化対策をしなかった場合の 2100 年の平均気温上昇の予測。1900 年ごろを基準に
何℃上昇するかを予測した結果として示されており、北極域やヒマラヤ付近の気温上昇
が著しい。
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【江守】温室効果ガスの累積排出量と温度上昇の関係に関する研究はまったく
新しく出てきたことではなく、以前からその示唆は得られていましたが、AR5
で記述があったのは、研究が増えて特に注目するに値するということになった
からでしょう。温暖化対策をしないと 2040 ～ 2050 年には産業革命前からの
世界平均気温の上昇が 2℃を超えてしまうというシミュレーションになります
が、私は累積排出量の説明は、ある意味でその言い換えであると思っています。
気候感度（地球の温度の上がりやすさ）などの不確実な部分があるので、実際
には 2℃に対応する累積排出量の上限は幅があります。その幅をどうとらえる
かというところは、社会のリスク判断の問題になるということです。

【広兼】次回、『事典』を執筆するとしたら、書きたい内容はありますか。
【江守】リスク、不確実性があるなかでどう意思決定するかという問題の重要

性については、何らかの形でまとめる必要がありますね。

■ Future Earth の枠組みで進める今後の研究
【広兼】江守さんもメンバーになっている国際研究プログラム “Future Earth”

の枠組みで、今後の温暖化研究はどのようになりそうですか。
【江守】Future Earth では、ステークホルダーと対話して研究をデザインする

という考え方が一つ重要なこととしてあります。地域的な問題はそれで取り組
みやすいと思いますが、世界の気温上昇を何℃に抑えるべきでそのために世界
はどのように排出削減していかなければいけないのかなどのグローバルな問題
は、どういう形でステークホルダーと議論していくのかを考えていかなければ
ならないと思っているところです。もう一つ大事なのは Future Earth で社会と
対話しながら研究を進めることを trans-disciplinary といっていますが、trans-
disciplinary な研究が必要であると同時に disciplinary な部分、つまり今までの
専門分野ごとの研究も当然進めなければなりません。たとえば気候モデルの場
合、雲のプロセス等については引き続き専門分野の問題として取り組む必要が
あります。一方で、モデルを使ってどういう問題に適用し何を調べようとする
のかということは、社会と対話する余地があると思います。ですから、気候モ
デル研究でも、開発は disciplinary、応用は trans-disciplinary という面を組み
合わせていく必要があると思います。
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＊このインタビューは 2016 年 2 月 1 日に行われました。

■ IPCC 第 5 次評価報告書の新視点
【横畠】高橋さんは 2007 年に公表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

第 4 次評価報告書（AR4）に基づいて『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）
を執筆されていましたが、2013 ～ 2014 年に第 5 次評価報告書（AR5）が発行
されました。高橋さんは AR5 第 2 作業部会で代表執筆者としてかかわられま
したが、地球温暖化の影響と適応について、AR5 では、新たにどんなことがわ
かったのでしょうか。

【高橋】『事典』では、AR4 だけでなく、それ以前の評価報告書も参考にしなが
ら記事の執筆を行いました。IPCC が設立されたのが 1988 年ですから、すでに
AR4 公表の時点で、20 年以上の研究の蓄積があり、温暖化影響に関する科学
的理解もかなり包括的なものになっていたといえます。AR4 公表の頃は、21
世紀末に向けて、産業革命前と比べた全球の年平均気温の上昇を何℃に抑える
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かという、長期の安定化目標を世界的に共有するための議論が盛んに行われて
いました。すでに AR4 よりも以前から、特に EU 諸国を中心に、2℃未満安定
化の必要性を訴える強い動きがあり、2℃を超えてしまったら何が起きるのか、
2℃未満安定化を達成するにはどのような排出削減経路が必要なのか、という
問いに取り組む研究が、AR4 の前後に多くの研究機関で行われました。AR4
についても、各評価報告書の作成時点で利用可能な科学的知見を基に国際交渉・
対策検討を科学的側面から支援するのが IPCC の役割なので、当時の重要論点
であった長期安定化目標の検討への寄与を多分に意識したまとめ方がなされた
といえます。AR5 では問いの幅をさらに広げて、より具体的かつ頑健な意思決
定を支えるべく、2℃目標を達成しても起きてしまう影響、その影響に備える
ための適応策、あるいは、排出削減の取り組みが失敗して全球平均気温が 4℃
まで上昇してしまった状況下で懸念される影響、といった視点からも知見がま
とめられています。また、現在までの観測に基づく評価に関しては、AR4 か
ら AR5 まで 7 年の観測期間の継続・追加があり、研究論文も増えたことから、
広い分野、広い地域にわたりより高い確信度で温暖化の影響がすでに顕在化し
つつあることをキーメッセージとして示しています。

【横畠】2℃未満安定化を目指すというのは、2007 年の AR4 の後くらいから具
体的になっていったのですね。

【高橋】長期の安定化目標の検討を支えるべく AR4 は整理されていますし、そ
れが国際交渉のなかで判断の共通の前提となり、2009 年のコペンハーゲンで
の気候変動枠組条約第 15 回締約国会議（COP15）以後、いわゆる 2℃目標へ
の合意につながっていったわけです。さらに 2015 年 12 月の COP21 で合意さ
れたパリ協定では、世界共通の長期目標としての 2℃目標の設定に加え、1.5℃
に抑える努力を追及することへの言及もありました。

【横畠】2℃の目標が、どのような経緯で、世界で共有されていったかという
のは、あまり知られていないことかもしれませんね。

■研究の進展と確信度の関係
【横畠】最新の IPCC 報告書では、いろいろな分野での将来の温暖化影響につい

ての知見が、より確かなものになった、確信度が高まった、といえるんでしょうか。
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【高橋】研究の進展に伴って、メッセージの確信度が高まるものもあれば、必
ずしもそうではないものもあります。温暖化の影響の顕在化については、現実
に温暖化が進行している状況なので、時間が進めば進むほど影響の観測事例が
増え、確信度の高いメッセージが出せます。一方、50 年後、100 年後の影響
予測については、表現が難しいです。というのは、研究が進むと、同じ分野の
影響を調べるにもさまざまな方法が開発・提案されます。通常、影響予測のた
めには、影響発生のメカニズムを表現するモデルを開発し、将来の気候条件等
の変化を想定したうえで、影響予測のコンピュータシミュレーションを行いま
す。モデルの種類が増えても、どれも類似した結果を示すのであれば、将来の
予測として確信度が高くなります。しかし、従来は研究コミュニティの規模が
小さく、取り組んでいる人や手法が限られていたために、意見の一致が得られ
ているように見えたけれども、より多くの人がさまざまな手法で予測研究に取
り組むようになった結果、不確実性の大きさが初めて認識され、結果的に確信
度が下方修正される場合もあるでしょう。

【横畠】どんな影響に関しても、確信度が高まった、というわけではないので
すね。研究が進むにつれて、逆に予測の幅が広がってしまった、ということも
あるわけですね。

【高橋】全般的な結論としては、AR5 でも気候変化が大きくなればなるほど、
どの分野においても悪影響が顕著になるという評価は変わりません。しかし、
その影響の大きさの見積もりについては複数の評価方法を用いると幅が大きく
なることがあります。断定的に予測結果が出せなくなることで、意思決定や協
議する際の材料として使いづらいものになっているように見えますが、間違い
の少ない有用な意思決定をしていくためには、こうした幅も含めて正しい情報
を伝えるのは大事なことです。

【横畠】研究の進展と蓄積によって、不確実性も含めて、いろいろなことが幅
広く明らかになっていったわけですね。「政策決定者向け要約」の表が、広く人々
に伝えたいことのまとめになると思うのですが、これは、特に確信度の高い影
響が選ばれたのでしょうか。

【高橋】この表の内容については複数の地域で知見が確認されたりしたことで
確信度が高まったといえますが、研究の蓄積で逆に確信度が低くなることもあ
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り得ます。先ほども説明したように、研究の数が増えてもその評価の結果、見
解が一致しないということが明らかになった場合には、確信度を低く抑える要
素になります。また、確信度の高さもメッセージの書きぶり、命題の置き方に
よって変わってきます。たとえば「地球の平均気温は今後 100 年間上昇の傾
向を示すだろう」ということでしたら確信度を高く言えるわけですが、「2100
年の気温上昇は 3 ～ 3.5℃の間だろう」というメッセージだと、確信度という
観点では、そんなに高くありません。この表は、世界中の脆弱な地域において
深刻になる影響リスクを示しています。その点では確信度が高いメッセージで
す。確信度が高く、かつそのリスクに関して政策決定者、国際交渉に携わる人
たちに見落としてほしくないので、取り上げてまとめられました。

【横畠】政策決定者向けの表は、確信度が高いだけでなく、影響が大きく、い
ろいろな人に見落としてほしくないという要素もあるのですね。

【高橋】空間的な広がりが大きな影響は確かに重要性が高いです。一方で、一
部の地域・人々にのみ深刻な影響が集中する、というものも、公平性の観点か

出典：IPCC AR5 第 2 作業部会政策決定者向け要約に基づき作成

確信度の高い複数の分野や地域に及ぶ主要なリスク
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らは、見落としてほしくないです。また、確信度は低いが起きるかもしれない
というリスクをどう扱うか、という問題もあります。そういったリスクは、き
ちんと整理されないと、確信度は低いかもしれないが起きたら深刻な影響だか
ら、注目を引くからと、メディア等に過度に強調されてしまうことがあり得ま
す。それに引きずられて行われる意思決定はアンバランスなものになる可能性
があります。だからといってそれを完全に人目につかないところにしまってお
き、よくわかるようになるまで待ちましょうというのもアンバランスな考え方
です。IPCC の評価報告書は、以前から確信度をつけることで、確信度が低く
ても専門家が心配している要素があるということを伝えています。

■気候変動による影響が連鎖して紛争につながる可能性
【横畠】確信度が低くても専門家が心配している要素というのは、たとえばど

のような影響でしょうか。
【高橋】AR5 で新たに評価されたリスクの一つは、気候変化の影響として食料

や水の競合が起きると資源が不足し、それが原因で紛争につながるのではない
かというものです。過去の紛争と気候・気象との関連について統計分析し、研
究の結果として示されています。ただし、研究の数がまだ限定的なので、確信
度が高いとは現時点ではいえません。

【横畠】気候変動の影響の結果として紛争が発生した、というのは、どうやっ
て示されたのでしょうか。

【高橋】AR5 で評価対象となった研究は、最近の気候変動の結果として紛争が
実際に増えつつあるかを調べたものではなく、かなり昔まで遡って、極端な気
象現象と社会的な混乱との関連について分析したものでした。さまざまな社会
的条件が違うので、過去の異常気象の際に発生したことがそのまま現在や将来
にも起きるというメカニズムについて強い裏付けをもった主張はできません
が、今後、研究が増えていくことが期待されています。

【横畠】確信度が低い、ということに関連して、最新の IPCC 報告書でも扱い
きれなかった問題もあるのでしょうか。

【高橋】最新の報告書でも、不確実性を明示的に示すようになってきていますが、
依然として評価のなかで扱いきれていないのが将来の社会経済の想定です。か
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つては社会経済が変化しないという前提で影響予測を行うケースが多かったの
です。AR5 で調査された研究では、社会経済変化も考慮した影響予測が増えま
したが、将来の社会経済発展の多様性についてはまだ考慮が不十分です。次の
第 6 次評価報告書（AR6）に向けた今後の研究課題として残っています。

■「確信度」の決め方は？
【横畠】前から気になっていたのですが、IPCC 報告書では、確信度が高いとか

低いといった言葉が出てきます。そもそも報告書を書いている人は、影響の「確
信度」をどうやって決めているのでしょうか。

【高橋】エビデンス（証拠・根拠）の数とエビデンス間の見解の一致度、その
2 軸で評価して、両方が高ければもちろん確信度が高いという評価になります。
中間のところについては執筆にかかわった専門家の判断で決めていきます。

【横畠】エビデンスの数など、基準はあるのでしょうか。
【高橋】はっきりとしたものはないですね。研究の対象地域のスケールや、ど

ういう雑誌に掲載された論文かなども関係します。また、研究者が長く研究し
て、それに対する反論も跳ね返してきた、かなり洗練された研究知見もあれば、
新しいアイデアで現時点では評価の定まらないものもあるので、数だけで評価
を付けるのは難しいです。一方、温暖化影響の観測の見解については、観測点
の数や観測期間をもとにして、より定量的な確信度の評価が可能です。

■温暖化の日本への影響についての最新知見
【横畠】日本への影響についても研究されていますね。
【高橋】環境省環境研究総合推進費 S-4「温暖化の危険な水準及び温室効果ガ

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」が 5 年間
（2005 ～ 2009 年）行われ、『事典』には S-4 プロジェクトの成果やそのころ

考えられていたことはある程度含めています。その後継として 2010 ～ 2014
年まで 5 年間行われた S-8「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」
の成果は、『事典』の執筆時には利用可能ではなかったので、もし次の機会が
あれば参考にできる材料です。われわれのもっている日本の温暖化影響に関す
る、あるいは日本の適応に関する研究は、まとまった科学的知見としては非常
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に重要な情報源かなと思います。
【横畠】このような研究成果は書籍などになっているのでしょうか。
【高橋】S-8 では、その成果報告書（地球温暖化「日本への影響」－新たなシ

ナリオに基づく総合的影響予測と適応策－）を 2014 年 3 月に発行しました
（http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140317/20140317-3.pdf）。 報 告 書

には、以前は取り組めなかった金銭換算への評価にも踏み込んだ研究結果も示
されています。

■卒論からスタートした温暖化影響評価研究
【横畠】高橋さんは、今のように地球温暖化研究が盛んになる前から、この問

題に取り組まれていましたよね。い
つごろ、どのようなモチベーション
で取り組み始めたのでしょうか。ま
た、農業、水資源といった自然環境
の問題から、健康、社会への影響まで、
非常に幅広く温暖化影響評価の研究
をされています。幅広いテーマにバ
ランスよく取り組み、いい成果を出

すために、研究の哲学というか、何か心がけていることなどありますか。
【高橋】温暖化研究に取り組むようになったきっかけは、極めて素直なもので、

大学の卒論のときに指導教官から提示されたテーマの一つだったからです。気
候変化が起きたときに農業（作物の収量）にどんな影響が生じるのかを調べて
みないかという提案をいただき、面白そうだなと思いました。大学の専攻は衛
生工学で、水質、廃棄物、大気汚染といった環境問題全般を扱っていました。
1990 年代半ばのことなので、地球環境問題はすでに社会的に認められていま
したが、研究の規模は小さく、マイナーであったというのが私の認識です。私
自身も温暖化に興味がありよく知っていたというわけではありません。ほとん
ど知らないに近かったのですが、だからこそ勉強してみたいと思いました。そ
のときに現在もかかわっている国立環境研究所（以下、国環研）のアジア太平
洋統合評価モデル（AIM）の研究チームに加わり、モデル開発の一環として、
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温暖化の影響研究をすることになりました。日本で温暖化影響研究の専門家と
いうと、もともとは農業や水資源など個別の研究分野が専門で、温暖化問題の
深刻さが次第に認識されるなかで、自身の専門性を活かして影響評価に取り組
むようになった人が多いと思います。私の場合は、AIM という複数分野の影響
研究と対策評価を同時に行う枠組みの下、方向性を一にするに方々と共に研究
に取り組むこととなりました。その環境のなかで、複数の影響分野について広
く理解したいという欲求が内側からも高まりましたし、あるいは、複数分野の
影響を見てほしいという周囲からの期待も感じたという背景があります。それ
が分野としてあまり偏らず広く研究する結果に至った一番大きな理由です。
　別の説明の仕方をすると、農業、水資源、土地利用の問題は、それぞれ分か
れた問題のように見えて、実は相互に関連しています。たとえば農業に深刻な
影響が出て対策を考える場合、灌漑をどうするかがとても大事になるので、水
資源のことも把握しなければいけなくなります。あるいは農地を増やすことが
求められるかもしれません。専門分野としては分かれていても、互いにつなげ
て考えていく必要があります。その点からも、複数分野の影響をみなければと
いうモチベーションはあったのかなと思います。

【横畠】大学院の修士課程で温暖化の農業への影響を研究して、国環研にきて、
AIM を使った研究に取り組んだことで、幅が広がったのですね。

【高橋】初めの頃は、複数分野の影響について広く研究したいとか、それを周
囲から期待されているという意識はありませんでした。とにかく農業・作物収
量モデルに没頭していて、全く現実の収量データに合わないモデルを少しでも
合うようにしなければと思い、データを集めて取り組んでいました。大学院修
士 2 年の時に国境研で研究員として職を得て、それ以降さまざまな研究プロ
ジェクトに参加させていただくなかで、広い範囲のことをおさえていくニーズ
を理解しました。もともと AIM は社会・経済系の研究者が中心になって開発
を進めていましたが、温暖化の影響研究は、気候予測との関係が大事だと途中
で考えるようになり、当時の大気環境研究部の人たちとも連携するようになり
ました。
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■温暖化と社会問題を同時に解決する研究成果を
【横畠】これから、どのような研究をしたいですか。
【高橋】温暖化以外の世の中の諸問題の解決も同時に考慮した対策や、温暖化

以外の問題に波及的に及ぼす悪影響についてモデルを使って定量的に評価でき
るような取り組みを、2016 年 4 月からの新しい中長期計画の研究課題として
推進しようという動きが国環研のなかに出てきています。温暖化でのこれまで
の蓄積を活かしつつ、その課題にうまく貢献できるよう自分の研究の照準を合
わせていきたいと思っています。社会経済発展の将来想定については、温暖化
以外の問題に関しても整合性をもって扱っていくことが求められます。その点
からも、多様な社会経済想定をきちんと考慮した影響研究ができると、温暖化
問題とほかの社会問題との同時解決につながる、比較的間違いのない主張、研
究成果を出すことができるのではないかと考えています。

【横畠】温暖化以外の問題というのは、たとえばどういうものですか。
【高橋】国環研のなかで協力を得て取り組めたらよいと特に考えているのは、

生態系・生物多様性への影響です。温暖化対策を大規模にとることによる生態
系・生物多様性への影響については、研究がまだ不足していると思います。

■適応策の具体的な解説と社会経済的な将来変化を考慮した影響予測
【横畠】次回、『事典』を書くとしたらどんな内容を書きたいですか。
【高橋】今回は、温暖化影響の評価については、評価手法や入力条件などの説

明を含めることができましたが、適応策については、具体例をあげた説明を十
分に書けませんでした。適応策は緩和策との対比でその性質などを記述してい
るだけで、適応策を実際にとろうとしたときに阻害する因子があるのか、どう
いった条件が整わないと実際に対策をうつことができないのか、対策をうつと
どんな波及効果があり得るのか、そういった点について具体的に解説すること
ができませんでした。実は対策をうつかうたないかというのを現場で判断する
ときには、こういうことが大きく作用する可能性があるので、充実させたいと
思います。さらに、社会経済的な将来変化を考慮した研究をきちんと位置づけ
て新しい『事典』のなかでも伝えることができたらいいと思います。

【横畠】将来、社会がどう変わるかといった問題までを幅広く考えて、地球温
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暖化の影響を評価するということですね。
【高橋】温暖化問題をより幅広い文脈に位置づけて捉える視点と、その視点に

おける影響予測のあり方について、まとめたいです。

曝露と脆弱性の大小を考慮した「懸念の理由」の拡張
　全球気温変化の目標検討に関する議論を科学的側面から支援する目的で、IPCC は「懸
念の理由」と呼ばれる図を用いて、研究知見の総合化を行ってきた（左図）。「懸念の理由」
は全球平均気温に応じて、5 つの観点についてリスク水準がどのように高まるかについて、

（多数の定量的な研究知見をふまえた）専門家らの評価を表現したものである。
　従来の「懸念の理由」については、その表現方法の限界として、人口や経済規模といっ
た社会経済因子の将来変化の効果（曝露や脆弱性の大小）を明示的に表現できないことが
挙げられてきた。この限界については、AR5 作成作業の初期より課題として認識されてお
り、評価対象の文献が多く利用可能な場合には、従来の「懸念の理由」を拡張し、右図の
形式でリスク水準の評価がなされる可能性があった。しかし実際には、AR5 の執筆期間ま
でに公表された新規研究の不足から、その概念説明図を本文に収録するにとどめられてい
る。今後、社会経済の多様な発展を考慮した影響予測研究の充実が求められている。

5 つの懸念の理由
　色合いは、気温上昇が当該水準に達し、それ
が継続した場合の、気候変化による追加的リス
クを示している。 白（非検出）：影響が検出・
原因特定されない。/ 黄（中程度のリスク）：少
なくとも中程度の確信度で、関連の影響が検出・
原因特定される。/ 赤（高いリスク）：影響が深
刻かつ広範に広がる。/ 紫（非常に高いリスク）：
主要リスク選定基準全てについて非常に高い。

曝露と脆弱性の大小を考慮した「懸念
の理由」の拡張

出 典：WG2-AR5 第 19 章（Figure 
19-5）に基づく；　図中の B1・A2
は社会経済シナリオの違いを示す。
あくまで概念を説明するための仮
想的な図であり、文献に基づく評
価結果ではない。
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代表的濃度パス（RCP）

　代表的濃度パス（Representative Concentration Pathways: RCP）は IPCC 第

5 次評価報告書で取りまとめられた気候変動予測シナリオで、2100 年における

1750 年に対するおおよその合計放射強制力の変化によって区別される。2100

年以降も放射強制力の上昇が続く「高位参照シナリオ（RCP8.5）」、放射強制力

が 2100 年以前に約 3W/m2 でピークアウトし、その後減少して 2100 年ごろに

は 2.6W/m2 に低下する「低位安定化シナリオ（RCP2.6）」、これらの間に位置し

て 2100 年以降に安定化する「高位安定化シナリオ（RCP6.0）」と 2100 年まで

に 4.5 W/m2 に安定化する「中位安定化シナリオ（RCP4.5）」の 4 シナリオがある。

RCP シナリオは、「排出シナリオに関する特別報告書（SRES）」のシナリオと比

べて、21 世紀の気候政策の範囲を表現できるものとなっている。
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2 章　温室効果ガス

　2.1　二酸化炭素…町田敏暢さん

　2.7　温室効果ガスの観測衛星…横田達也さん

3 章　地球システム

　3.1　気象と気候…永島達也さん

　3.2　大気圏…野沢徹さん【1 章に掲載】

　3.10　植生と土壌…髙
た か た

田久美子さん

　3.11　人間活動の気候影響…野沢徹さん【1 章に掲載】

　3.12　大気の組成…永島達也さん
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＊このインタビューは 2016 年 11 月 21 日に行われました。

■ CO2 を観測する研究室に入ったきっかけ
【白井】『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）のなかで、町田さんは二酸化炭

素（CO2）について書かれています。CO2 は、主要な温室効果ガスとして現在
は注目を集めていますが、昔からそうではなかったと思います。しかし、東北
大学の田中正之先生、中澤高清先生はあまり注目されてなかった 1970 年代か
ら CO2 の研究を進めておられました。町田さんは中澤研究室のご出身ですが、
CO2 に関する研究をされるようになったきっかけについて教えて下さい。

【町田】私が東北大学でどうして中澤研究室に入ろうと思ったかをお話ししま
す。大学の地球物理学科では、コンピュータでいろいろな計算をしたり実験室
で実験したりする人がいました。でも、私は外に出て、自分で地球の大気のデー
タを採りたかったので、CO2 を測っている研究室に入りました。当時、CO2 観
測の分野で日本は決して最先端ではありませんでしたが、世界に追いつこうと
いう気概をものすごく感じる研究室でした。それを学生のときに感じられたの
はありがたかったと思っています。さらに追いつくだけではなく、飛行機観測
を始めようとか、他の国や研究機関よりも高い精度で測ろうという、日本のオ
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リジナルのことを進めようという雰囲気もありました。
　厳しい面もありました。CO2 観測は 1、2 回測ってその成果が論文になると
いうものではありません。それは CO2 が長寿命気体であるがゆえの宿命で、
大気中のわずかな季節変動や経年変動をきちんと観測して、それを読み取って、
そこから新しいことを発見していくのに、どうしても長期間測らなければなら
ないのです。私のいた研究室では、じっくり測ってきちんとデータを出してしっ
かりした解析をしないと、学会発表をさせてくれませんし、論文も書かせてく
れませんでした。そういう部分は今でも変わっていませんが、評価として論文
の数を競う時代になり、長寿命の気体の観測をしている研究者はちょっとハン
ディがあるなと感じています。とはいえ、誰も見たことがないデータを採るの
が、これからも炭素循環の解明にとって大事だと思っています。

■南極氷中の空気から過去の CO2 濃度を測定する面白さとプレッシャー
【白井】CO2 に関する研究で、町田さんが初めて面白いなと思った瞬間という

のはどういうときでしたか。
【町田】大学院の学生の頃、過去の CO2 濃度を測るというテーマを与えられま

した。具体的には、南極の氷（アイスコア）のなかから空気を取り出して CO2

濃度を測るという方法ですが、一点のデータをプロットするのに時間も労力も
体力も使います。東京に出張し、国立極地研究所でサンプルをいただき、空気
を取り出して仙台に持って帰ってきて、ガスクロマトグラフィーにかけます。
現在の大気中 CO2 濃度がどれくらいかはわかっていますから、測った濃度が
それより低くなったときにはガッツポーズがでました。また、世界でまだ何人
も過去の CO2 濃度を測ってなかったので、学生でも世界の研究グループのな
かで少し貢献ができたかなと思ったときは嬉しかったです。

【白井】南極観測に行っている人たちが氷のサンプリングをしてくれ、それを
持ち帰り国立極地研究所できちんと品質管理して、町田さんが分析してはじめ
て CO2 濃度のグラフを描けるわけです。そのコーディネートがものすごく大
事だと思います。

【町田】一度も南極に行ったことがない自分がサンプルをもらって分析すると
いうプレッシャーと、アイスコアはほんの少ししかサンプルをとれないので、
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汚染して分析に失敗すると採ってきてくれた人に申し訳ないという二重のプ
レッシャーもありました。国立環境研究所（以下、国環研）に来てからは、自
分でサンプルを採りに行けるようになりました。白井さんとお話ししていて気
づいたのは、学生の頃の気持ちがあったから余計に今、自分で採取したいと思
うのかもしれません。また自分でサンプルを採ると、データへの信頼度が全く
違ってきます。

■信頼できる観測データでモデルを検証
【白井】どんどんサンプリングの方に軸足が移っているようですが、解析に関

してはどう考えていらっしゃいますか。
【町田】コンピュータのフォワードモデルで再現した結果と実際の観測がどれ

くらい合っているかというのは、私たちが見なければいけないと思っています。
自分が測ったものがどこまで信頼できるかというのは自分が一番よくわかって
いますから。

【白井】観測した自分のデータに関する解析の結果は集まってきますが、逆は
真ではありません。解析をしていると、測定値の信頼性については、観測者か
らの報告を信じるしかないことが多いです。

【町田】どれだけのモデラーがそう思ってくれているでしょうか。白井さんは
観測をやってきた人だからそう思ってくれるのでしょうね。

■観測の空白域を埋める動き
【白井】“ 二酸化炭素 ” の章の最後に、炭素循環における海洋と陸域生態系のフ

ラックスの定量化については高度なテクニックが増えてきているけれど、観測
値が圧倒的に足りないと書かれています。観測サイトを一つ増やすのはとても
大変なことなのですが、観測値が増えると解析結果が大きく変わってきます。
CO2 観測ネットワークのなかで、世界的に観測の空白域を埋めていく動きはど
んなふうに進んでいますか。

【町田】『事典』を書いたときには温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」がまだ
本格的な観測をしてなかったと思いますが、2009 年に打ち上げられた GOSAT
が予想以上に高い信頼度でデータを出すようになるなど、衛星観測の発展が一
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番進んだところだと思います。とはいっても、GOSAT でも観測できないとこ
ろもありますし、観測精度には限界があります。また、バイアス（系統誤差）
問題はどうしても課題となります。衛星は非常に有力なツールではあります
が、それだけでは空白域を埋めるのにまだ完全ではありません。GOSAT の場合、
雲が多い熱帯域、冬に観測ができない高緯度域などは観測の空白域です。とこ
ろが、熱帯林やシベリアの森林は CO2 の循環にとって大変重要な場所の一つ
です。国環研は、これらのように重要なところを GOSAT 以外でもおさえよう
としています。たとえば、20 年くらい前にシベリア上空の温室効果ガスに関
する航空機モニタリングを開始し、現在でも継続しています。

【白井】国環研は、土地利用変化により熱帯林の減少が急速に進む東南アジア
でも、温室効果ガスの大気中濃度や
地上フラックス観測を始めています
ね。空白域のなかでも、日本からの
アクセスが不便なアフリカや南米は、
それぞれヨーロッパや北米の研究機
関が進めているのでしょうか。

【町田】そうです。私たちがアフリカ
や南米に行こうとしても時間や費用

がかかってしまい、あまり現実的ではありません。

■競争から協調へシフトする CO2 観測
【白井】CO2 観測は全世界で一つのサイエンスを進めることですから、競争と

いうより協力することが重要だと思っています。
【町田】そのとおりです。私が学生の時も国環研に入った頃も欧米に追いつ

けという状況でした。競争することで技術が高まりますし、誰もやっていな
いところを観測するのはいいことですが、次は協調です。現在進めている
CONTRAIL プロジェクト（注 1）にしても、日本だけではなく、アメリカとヨー
ロッパが同じような観測をすることによって、世界全体をカバーするような
データがやっと採れるのです。協調については、年齢を重ねて思うのですが、
データを提供して貢献するという時代からもう一歩進まなければいけないと
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思っています。つまり、日本が何かの分野でイニシアティブをとって、引っ張っ
ていかなければいけないなと思います。

【白井】CONTRAIL は、CO2 のデータ量にしても観測の継続性にしても、世界
の研究者から高く評価されていると思います。南米でも、ブラジルが航空機観
測を多少始めるなど、いろいろな動きがあるようですが、今後、ヨーロッパ、
アメリカ以外のところで、どのように観測を進められそうなのかということに
も興味があります。

【 町 田 】 ヨ ー ロ ッ パ は IAGOS（In-service Aircraft for a Global Observing 
System）というプロジェクトがあって、すでに航空機でオゾンを観測してい
ます。IAGOS は、独自に観測装置を作って、ヨーロッパだけではなくアジア
の航空会社にも載せていますから、世界中の観測ができつつあります。現在
CO2 の観測装置も作っていて、彼らの CO2 観測装置の搭載許可が出れば、す
ごくいい観測ができると思います。私たちにとってはちょっと脅威ではありま
すが、早く一緒に進めたいとも思っています。

■パリ協定における観測研究のチャレンジ
【白井】この 10 年くらいで、CO2 フラックス分布がかなり数値化されてきました。

世界の民間航空機による大気観測ネットワーク（2009 年当時）。矢印は観測ルートと飛
行頻度を表しており、黄色が MOZAIC（現在の IAGOS-CORE）、青が CARIBIC（現在の
IAGOS-CARIBIC）、赤紫が CONTRAIL のもの。（出典：Volz-Thomas et al., 2009）
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【町田】でも、まだわからないことがいっぱいある分野だと思います。
【白井】観測値が増えると、もしかしたら思いがけない現象が見えてくるかも

しれませんね。
【町田】その通りです。今までは陸上生態系に注目していました。これからも

陸上生態系から興味深いデータがいっぱい出てくるかもしれませんが、それだ
けではなく、パリ協定にも対応していく必要があります。2015 年の気候変動
枠組条約第 21 回締約国会合（COP21）で採択されたパリ協定に基づき、各国
が CO2 排出削減をしますが、観測がそれをどこまでおさえられるかチャレン
ジしなければいけないと思います。

【白井】人為起源による排出をサイエンスのターゲットとして、そのシグナル
をキャッチすることがもっと重視されてくるのでしょうか。

【町田】かもしれません。社会的要請もあると思います。
【白井】かなりチャレンジングですね。
【町田】「フラックスが何ギガトンですよ」とまでは言えないと思いますが、あ

る国が、二つの年を比べて排出量が減りましたと発表したときに、「観測のほ
うからは、少なくとも減ったとは見えてない」とか、そういうことくらいは言
えるかもしれません。

【白井】そうなるとますます国際協調が重要になってきますね。

■トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチが同じ土俵にのる
【白井】『事典』の発行後、特に理解が進んだことは何でしょうか。
【町田】最近やっとトップダウン・アプローチ（人工衛星や航空機などで測定

した地球上の大気中 CO2 濃度データから、大気の流れを再現する数値モデル
を用いて、地球表面のどこでどれだけ吸収・排出があったかを逆算して推定す
る方法）とボトムアップ・アプローチ（現場の観測データを積み上げて広域化
し、そこから地球全体の自然吸収量・排出量を求める方法）が比べられるよう
になってきました。合っているものと、どうかな？ というデータがありますが、
少なくともトップダウンとボトムアップ・アプローチが同じ土俵にのせられる
ようになってきたのはすごいなと思います。

【白井】以前は、トップダウン・アプローチの研究者とボトムアップ・アプロー

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   45 2017/03/23   8:14:12



46

チの研究者は、相手がどんなことをしているのか、お互いにあまり理解してい
ませんでした。

【町田】空間分解能的にもまったく違うことをやっていたのですが、一緒に議
論できる時代になってきたのが新しいところです。最近、研究者どうしの会話
が増えてきました。生態系のプロセスの話など、今まで知らなかったことを聞
くことができ、非常に楽しいです。

■ CO2、炭素循環研究の面白さと難しさ
【白井】学生の頃、過去の CO2 濃度が測定できたと思ったとき、とても興奮し

たとお話しされていました。現在、CO2、炭素循環に関する研究で、最も重要
と思われるのはどんなことでしょう。また、最も難しいポイントは何ですか。

【町田】一番難しいのは、先ほどお話ししたとおり観測の空白域を埋めること
です。まだ観測地点は足りてなくて、一つのデータを採るのに苦労するところ
はたくさんあります。最初にお話ししたように、CO2 は長寿命気体なので、一
定期間以上しっかりしたデータを採らなければいけないのが難しいところです
し、重要なところでもあります。さらに測った場所での特有の炭素循環が解明
されれば、それはまた面白いと思います。私の研究室の梅澤拓特別研究員が
CONTRAIL プロジェクトによるインドの観測結果に関する論文を書きました。
彼は、インドでは冬小麦の栽培によって冬季に CO2 濃度が減少することを明
らかにしました。現在、記者発表の準備をしています（12 月 1 日に記者発
表 さ れ ま し た。http://www.nies.go.jp/whatsnew/2016/20161201/20161201.
html）。

【白井】ほかの化合物と比べて CO2 に関する研究が興味深いと思えるのはどう
いうところでしょうか。私は、CO2 の濃度には、植物起源も人為起源もどちら
もとても影響力が大きいところに面白さと難しさがあると思っています。

【町田】成分の話をすると、CO2 は大気中で反応しませんから、CO2 が大気の
トレーサーとして使えるというのが、副次的に面白いことだと思っています。
対流圏－成層圏の大気交換や南北両半球の大気輸送を CONTRAIL の CO2 濃度
で明瞭に示せたことなどがその例です。

【白井】それは私も非常に興味深い点だと思っています。
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■ CO2 の研究分野を引っ張る日本のリーダーを育てたい
【白井】町田さんの今後の目標はありますか。
【町田】CO2 に関する研究で、協調して世界を引っ張っていけるような日本の

リーダーを育てたいと思っています。自分でやると言えないところが弱いので
すが。国際会議に参加すると、結構若い人が発言してその場におけるさまざま
な意見をまとめているのを見て頼もしく思います。私は、日本人があの中の一
人にならなければいけないと感じています。CONTRAIL はいい観測をしている
と周囲の人が言ってくれるのですが、自分が他国の研究者をリードしてまとめ
るところまではできていません。

【白井】町田さんなら大丈夫ですよ。こんなに長く CO2 の生データを見続けて
いる研究者は貴重な存在と思います。

【町田】そうかもしれませんが、引っ張っていくためにはもう一皮むけなけれ
ばいけないと思います。CO2 の観測においては、たとえばチャールズ・デービッ
ド・キーリングが CO2 濃度の計測を始めて世界をリードし、それを息子であ
るラルフ ･ キーリングが引っ張ってきました。さらに現在は彼の弟子も若手を
まとめようとしています。そういうなかに日本人を入れたいなと思っています
し、そういう若手をサポートできればと思っています。

（注 1）日本航空が運航する旅客機に CO2 濃度連続測定装置と自動大気サンプリング装

置を搭載して上空における温室効果ガスの分布や時間変動を高頻度・広範囲で観測す

るプロジェクト。完全自動化された連続測定装置を使った CO2 濃度の観測は世界で初

めての取り組み。このプロジェクトは国立環境研究所、気象研究所、日本航空株式会社、

株式会社ジャムコ、JAL 財団が共同で実施している。
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＊このインタビューは 2015 年 7 月 6 日に行われました。

■長生きの秘訣 1：過去の失敗を教訓に
【広兼】温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）は 2014 年 1 月に 5 年

間の定常運用期間を終え、後期利用運用に入った現在も順調に観測を継続して
います。GOSAT が定常運用計画期間を無事終える確率は、計画時にいわれて
いるように 7 割なのでしょうか。

【横田】センサの設計・開発を担当した宇宙航空研究開発機構（JAXA）によると、
設計寿命には二つの要素があります。一つは、確率的要素（確率的に寿命を設計）
です。もう一つは確定的要素で、たとえば可動部分を何万回動かしたら壊れる
かという地上試験の結果に基づくものです。この二つで設計寿命を決めるので
すが、運用継続できる確率が 0.7（7 割）を切るところが 5 年目になるように
GOSAT は設計されたと、JAXA から聞いています。装置の問題だけではなく、
姿勢を維持するための燃料や、太陽電池パドルから十分な電力が発生している
かも大切です。つまり、確率的要素、確定的要素、衛星自体の燃料、太陽電池
が、衛星観測を継続するための重要な要素です。GOSAT は 2009 年 1 月に打
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ち上げられ、5 年間の設計寿命ですが、7 年目に入った現在も生きています。
それは、3 年間の設計寿命だったのに、太陽電池パドルの故障により 8 か月で
止まってしまった地球観測プラットフォーム技術衛星 「みどり」（ADEOS）と

「みどり - Ⅱ」（ADEOS-II）の教訓を活かし、冗長系という、片方が壊れても片
方で維持するという設計を JAXA が何か所か組み入れたからです。GOSAT も、
打ち上げから 5 年 4 か月たった 2014 年 5 月 25 日、片翼の太陽電池パドルが
止まってしまい、発生電力は約半分に落ちました。しかし太陽電池パドルの素
材の性質がよく経年劣化も少なく、装置を全て動かすのに必要な電力をもう一
つの翼でまかなえました。GOSAT は現在も片翼だけで運用されています。また、
観測位置を狙うための鏡とモーターで構成されるポインティングなど壊れやす
い可動部分は、2015 年 1 月に予備のポインティングシステムに切り替えまし
た。現場の慎重な検討と試験結果に基づいて、JAXA、国立環境研究所（以下、
国環研）、環境省の三者の了解の下に切り替えを実行し、JAXA の英断というか、
プロジェクトマネージャーの判断でしたが、冗長系の導入がうまく機能したと
いうことだと思います。

■長生きの秘訣 2：打ち上げ後の監視体制が重要
【広兼】短寿命だったこれまでの衛星の教訓を活かして冗長系を取り入れたこ

とが、功を奏しているのですね。
【横田】長生きした理由はもう一つあります。JAXA の衛星やセンサの運用体

制が以前と少し変わったことです。JAXA では人工衛星を打ち上げてしまうと
「プロジェクト」から「ミッション」に移行します。移行すると、追跡管制は

維持しますが、人員体制は約半分以下になります。ADEOS、ADEOS-II はミッショ
ンに移行してから重大な不具合が 8 か月で発生しました。ADEOS-II では、不
具合が起きてから少ない管制要員が状況を見極めるまでに一晩を要したため、
回復はもとより正確な原因の特定すらすぐには不可能でした。GOSAT の場合
は、打ち上げ後も JAXA 関連の現場の技術者達が不具合の予兆を見逃さないと
いう意欲をもって監視を継続してくれています。こういう体制を維持すること
が、衛星を長生きさせるもう一つの要因だと思います。
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■長生きの目標：GOSAT-2 との並行観測・同時観測ができるまで
【広兼】GOSAT の長生きの目標は何年くらいですか。
【横田】打ち上げ後 7 年目に入った現在も順調に観測データが届いていますし、

燃料もあと 5 年以上もつと聞いていますから、総計 10 年はいくのではないか
と思います。後継機である GOSAT-2 の打ち上げが 2018 年度に予定されてい
ます。その時点でも GOSAT が生きていると、GOSAT と並行観測・同時観測が
可能になり、観測・解析したデータの比較ができます。ですから GOSAT-2 が
打ち上がって少なくとも 1 年、つまり今後 3 年半は、GOSAT シリーズのデー
タの継続性の観点からも動いてほしいと思っています。この期待を込めた目標
は公表するようなものではありませんが。

【広兼】最高何年という理論限界値というのはないのですか。
【横田】壊れる原因として、衛星では

軌道が維持されなくなるトラブル、
つまり燃料の枯渇と、十分な電力を
発生できなくなるという、二つの主
要なトラブルがあります。センサで
いうと、可動部分が最初に壊れます。
また装置内部のレーザー出力の低下
によるデータの取得不良もあります。

単純な回転運動より振り子運動の方が壊れやすいようです。GOSAT は「ポイ
ンティングシステム」も心臓部分のフーリエ変換分光器も振り子運動で動き続
けていますから、どちらかが壊れてセンサが機能しなくなる心配はあります。

■ GOSAT プロジェクトの特徴：開始時点から三者共同・協力の推進体制
【広兼】GOSAT プロジェクトは三者が共同で推進しています。衛星から温室効

果ガス濃度を測るという技術開発の最大のポイントは、素人の考えではセンサ
にあるように思います。センサの開発は国環研の担当ではないのでしょうか。

【横田】このプロジェクトでは、三者がそれぞれ役割を分担しています。JAXA
はセンサの開発（環境省と共同）・衛星の開発・運用など、国環研はデータ解
析・処理、検証と提供など、環境省はセンサの開発（JAXA と共同）・データ
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の環境行政への利用などです。GOSAT は開始時点から三者で協力して進める
という体制で臨んだ日本で初めての人工衛星プロジェクトです。それまでのプ
ロジェクトでは JAXA がつくったセンサで取得したデータをユーザーに提供し
ていました。しかし、研究目的に使うには不足部分があったり、逆にデータが
無駄に多すぎたりということがありました。そこで、GOSAT プロジェクトで
は、データユーザーとして国環研、環境省がプロジェクトの開始当初より入り、
研究に適するセンサとデータをつくりだすにはどうすればいいかを議論して、
プロジェクトを進めてきました。また、限られた予算のなかで実現する機能や
性能の優先順位づけを検討しました。衛星メーカー、センサメーカーのそれぞ
れの確認会や審査会には、国環研、環境省のメンバー、さらに国内の大学等の
有識者やプロジェクト関係者で構成されるサイエンスチームのメンバーが同席
し、意見や要望を述べることができました。センサ開発はもちろん JAXA の専
権事項ですが、研究に役に立つデータを適切な形で出すという面において、プ
ロジェクトのスタート時点から国環研、環境省、あるいはサイエンスチームの
研究者の意見が反映できたことは、とてもよかったと思います。

■人工衛星で温室効果ガスを測定する難しさ
【広兼】横田さんは人工衛星で温室効果ガス濃度を測定することの技術的な難

しさを、お風呂と目薬の例を使って一般の方々に説明されたことがありますね。
【横田】濃度の ppm（100 万分の 1）という単位を説明するとき、実感をもっ

てもらえるように、200ℓのバスタブに目薬を 4 滴たらすと 1ppm になるとい
う例え話をしています。これは、ほかのガスについて似たような例えをしてい
た研究者がいたことから、二酸化炭素（CO2）の測定の説明に利用しました。
あくまで例え話であって、ちょっと問題をすりかえています。実は、そんなわ
ずかな（薄い）濃度でも観測する光に変化が現れれば濃度は測れるのですが、
人工衛星から微量の定量分析を行うこと、ppm オーダーの違いを見つけるの
がいかに難しいかというのをわかっていただきたくて、このような例を用いて
説明しています。
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【広兼】ほかに、人工衛星の必要性を説明するときに苦労することは何でしょ
うか。

【横田】経費を超えた利点を理解してもらうことです。人工衛星は、一つのセ
ンサで全球をくまなく、繰り返し測れるという利点があります。地上観測では
人工衛星より一桁以上精密な測定ができますが、複数の地点に設置された装置
によって同じ濃度の気体を測る際には、同じ数値を出すように全ての機器校正
に時間とお金がかかるという問題があります。他方、人工衛星による観測は地
上観測ほど精度が高くはありませんが、一つの装置で全体を見渡すという能力
に優れ、同じセンサを使用するため濃度の相対差は非常にわかりやすいという
利点があります。

【広兼】地球の周りは人工衛星からの観測のじゃまになる雲が多く、実際には
3％くらいしか測定できないと聞いています。これは改善できるのでしょうか。

【横田】それは、視野の大きさによります。雲の切れ目には晴れ間があります
から、視野のサイズを小さくすれば晴れているところをとらえやすくなり、有
効測定点のパーセンテージは上がります。しかし視野が小さくなると光が弱く
なり、観測の精度を維持するのが難しくなります。知りたい場所は雲より下の
われわれが生活している下部対流圏なのですが、衛星で測定に使っているのは

1

ＣＯ2 の ３９０ ppm とは？

・お風呂： 200 Litter

・目薬： 15 ml

・目薬(5.2 本)：15 × 5.2＝78 ml

78 ml ÷ 200 L＝ 390 ppm

・目薬(4滴)：

0.05 ml × 4 ＝ 0.2 ml

0.2 ml ÷ 200 L ＝ 1 ppm

※ CO2 濃度を1％精度で求めると

いうことは、バスタブに入った目薬
(約5.2本分)の量を15滴以内の精度
で区別すること

バスタブを満たした真水に対して４滴の目薬の濃度が 1ppm の濃さに相当すること
の例えに用いた図
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赤外線で、赤外線は雲でさえぎられてしまい、その下は見えません。マイクロ
波のセンサであれば雲を突き抜けて観測できます。実際、森林の炭素量などを
測るときはマイクロ波センサが非常に役に立っています。しかし、残念ながら
マイクロ波の領域には、その分子構造の大きさの関係から CO2 やメタンの吸
収帯が存在しないのです。ですから CO2 とメタンの量を測るにはどうしても
赤外線の領域を使うことになります。

■人工衛星を利用した CO2 とメタン以外の観測
【広兼】人工衛星から水蒸気の温室効果やアルベド（地表面の太陽光の反射率）

を計測することは難しいでしょうか。
【横田】水蒸気の温室効果を測定するのは非常に困難です。場所による変化が

激しいうえに、水は、固体、液体、気体の三つに相を変える特異な性質をもっ
ています。水蒸気の量を測る専用の衛星があるのですが、水蒸気の温室効果に
ついては、水が相を変えながら大気・陸・海洋の間で熱交換をしていますの
で、水蒸気の全体の温室効果だけを正確に計測することは非常に難しいと思い
ます。

【広兼】アルベドはどうですか。
【横田】GOSAT では、温室効果ガス濃度を算定するときに利用している波長の

アルベドも同時推定しています。しかし、温室効果を見るのに必要なのはかな
り広い波長範囲のアルベドですから、それら全部をカバーするというのはなか
なか難しいと思います。

【広兼】改良型大気周縁赤外分光計（ILAS）のように太陽掩
えんぺい

蔽法（注 1）を使っ
て高さ方向の濃度分布も得るような人工衛星を併用することはできないので
しょうか。

【横田】カナダの衛星である大気化学実験衛星（ACE）は太陽掩蔽法で CO2 の
高度分布を測っていて、2003 年 8 月から 10 年以上のデータがありますが、地
上 3 ～ 5km にある雲頂よりも上の分布しか測定できず、やはり下部対流圏全
体の CO2 濃度は測定しにくい状況です。われわれは下部対流圏の温室効果ガ
スの濃度を知りたいと思っているので、ACE が計測した雲頂から上の高度分布
と GOSAT データとを組み合わせて GOSAT の RA（Research Announcement）
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研究を進めている研究者がいます。さまざまな衛星のデータを組み合わせて副
次的な情報を出すということは今後進むと思います。また、カラム量を観測す
る短波長赤外（近赤外）と、5 ～ 12km の高度分布がわかる熱赤外の両方のバ
ンドをもつ GOSAT の各特徴を活かした研究を推進するため、2014 年くらいか
ら、アメリカ、ヨーロッパ、日本の各研究者が熱赤外データの校正の問題に本
格的に取り組むようになりました。短波長赤外と熱赤外で同時に測定したデー
タを組み合わせると各対流圏の部分カラムが出せます。そうすると新たな研究
が進むので、今後それらの論文も出てくるのではないかと期待しています。

■人工衛星観測と他の観測との総合診断、国際的な連携で温暖化を解明
【広兼】将来、観測はすべて人工衛星からできると考えてもいいでしょうか。
【横田】全部はできないと思いますし、する必要もないと思っています。私の

もともとの専門分野は「計測」です。学生のときに習って印象に残り、ずっと
念頭におきながらプロジェクトを進めていることが「可観測・可制御」という
言葉です。計測の本質は、何かを制御するために測ることです。状況を正確に
把握できないようなパラメータは制御することができません。GOSAT プロジェ
クトは地球温暖化防止に貢献するというのが最終目標だと思っています。その
ためにはまず現状を把握しなければなりません。これまでバックグラウンドの
代表点となるマウナロア（ハワイ）など、地上の一部分で測ったデータに基づ
いて地球は温暖化していると判断されていましたが、全球のデータに基づく判
断をするため、人工衛星が必要になってきました。人工衛星の得意なところ（精
度は低いが一つのセンサで広い地域を観測できる）と地上観測や航空機観測の
得意な部分（測定地点は限られるが精度が高く連続的に気体濃度の直接測定が
できる）とを合わせての総合診断をすることによって、地球全体が見えてきま
す。
　世界の研究を一歩進めるデータを産出したという意味で GOSAT は温室効果
ガスの観測衛星として歴史上に名を残すと思いますが、この分野の研究に関し
ては、アメリカやヨーロッパが先進国で、日本はまだ一生懸命彼らに追いつい
ていこうという状況です。それぞれの国の第一線の研究者が、今後の 10 年計
画として、地球温暖化にどうやって衛星で取り組むのかというのを議論してい
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ます。そのなかで日本は日本の役割を果たしていくことが重要で、人工衛星だ
けで観測するとか、わが国だけで何かをやるとは考えないほうがいいと思いま
す。

【広兼】今後の国際的な衛星観測ネットワークの構築について教えてください。
【横田】2014 年 7 月 2 日に打ち上がったアメリカ航空宇宙局（NASA）の軌道

上炭素観測衛星（OCO-2）は GOSAT の 100 倍くらいの量のデータが出ますが、
精度の客観的な実証に時間がかかっていて、内部で調整が進められていると聞
いています。また、データ数は増えるのですが、全球をカバーするのに日数が
かかります。OCO-2 は 16 日で元の軌道に戻ります。GOSAT は 3 日回帰で一
応全球をカバーしています。GOSAT も OCO-2 も午後 1 時にしか観測できませ
んから、温室効果ガスの日内変動を把握するにはそれではデータが足りません。
国際的な観測ネットワークの構築のなかで、気象衛星「ひまわり」のように、
静止衛星で温室効果ガスを測るという道も検討されています。また、炭素の収
支については、データのない地域があいまいになり、結局わからないことはあ
いまいなところに押し込んでしまうということがあるため、地球をくまなく観
測する必要があります。それには、アメリカ上空、ヨーロッパ上空、アジア上
空、と最低 3 機の静止衛星が必要です。さらにより全球を均質に測るにはそ
れにオーバーラップする形でもう 3 機あって、6 機体制にするとよいと思いま
す。アメリカはアメリカ上空を、ヨーロッパはヨーロッパの上空を、日本はア
ジアの上空を中心に、というふうに国際的に連携していくと、陽の当たってい
る時間の CO2 やメタンの細かい動きがわかります。

■ GOSAT-2 の体制と今後の役割
【広兼】GOSAT-2 では、CO2、メタン以外にエアロゾルや一酸化炭素（CO）の

測定が加わるようですが、このプロジェクトも同じ体制で進めるのでしょうか。
【横田】JAXA、国環研、環境省の三者体制で、それぞれの役割分担は基本的に

GOSAT プロジェクトと同じです。違いの一つに、国内の大学や研究機関から
のメンバーで構成されるサイエンスチームの役割があります。GOSAT のとき
は、プロジェクトの進め方、技術内容、研究内容、成果内容について助言をい
ただいていましたが、GOSAT-2 では一部責任をもってアルゴリズムを開発し
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てもらい、利用研究をしてもらうことになりました。メンバーは、GOSAT の
ときよりも、より直接的にプロジェクトに貢献することになるでしょう。

【広兼】GOSAT-2 における新たな展開について教えてください。
【横田】今後の世界の動きとして、2016 年 6 月に中国が TanSat という衛

星を打ち上げる予定です（2016 年 12 月に打ち上げ成功）。2018 年度には
GOSAT-2、さらにその後ヨーロッパからもいくつかプランが出ています。
GOSAT-2 が GOSAT よりも数が多く質の高いデータを出すことは確実でしょう
し、CO などの新たな情報を得られることも確かですが、ほかにも同じような
衛星があるなかでどんな役割を果たしていくかというのが今後の GOSAT-2 プ
ロジェクト、あるいはそのサイエンスチームのなかでの議論になると思います。

■地球温暖化対策への衛星データの利用について書きたい
【広兼】引退された後、宇宙から地球を見てみたいですか。
【横田】若い頃はそういう希望をもっていましたが、今となっては絶対無理だ

ろうと思っています。直接見られなくても想像はできますし、データから地球
を眺めることはできるのでそれで満足します。

【広兼】次回、『地球温暖化の事典』を執筆するとしたら、書きたい内容はあり
ますか。

【横田】衛星データが地球温暖化の対策にどう利用されるのかということを書
きたいと思います。衛星データを得られるようになって、地球温暖化の状況が
おぼろげながらわかってきましたが、それをどう対策につなげるかというとこ
ろはまだ見えていません。対策につながって初めて計測が生きてきます。

（注 1）衛星から見て太陽の地球からの日の出や日の入りの際に、大気を透かして太陽光

を測る方法。大気を通過する光の長さが長くなるため、大気中の気体などによる吸収

量が大きくなり、濃度を高い精度で測定できる。
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＊このインタビューは 2015 年 11 月 18 日に行われました。

■大学での講義資料をもとに執筆
【広兼】永島さんは『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）のなかで、地球温暖

化の最も基本的な物理的部分である “ 気象と気候 ”“ 大気の組成 ” を執筆されて
います。重鎮の大先生が書くような節とも考えられましたが、プレッシャーは
ありませんでしたか。

【永島】『事典』は、章ごとに責任者と幹事がいて、私は “3 章 地球システム ”
の幹事でした。3 章の責任者である野沢徹さん（現：岡山大学教授）と章の構
成や内容を考え、項目をたてて、誰に執筆依頼するかを話し合いました。ほか
の章の担当者からもいろいろと話を聞き、気象と気候など、自分たちで書ける
ものは担当し、水圏など専門外のものは他の機関の人に執筆依頼することにし
ました。“ 大気の組成 ” も実は別の人に依頼したのですが断られまして、仕方
なく私が執筆しました。そういう訳で、よく受けたなというより、自分で書か
なければいけないという状況にあったのです。

【広兼】責任ある立場にあったということですね。執筆はどんなふうに進めま
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したか。
【永島】当時、千葉大学や東京工業大学で地球温暖化関係の講義を少し行って

いました。温暖化という本題の前に、大気の組成について説明する必要があっ
たので、素材はありましたから、それをまとめたということです。

【広兼】私は、若い研究者がどんどん外部で講演や講義をすることはとてもい
いことと思っています。永島さんは実際に大学で講義をされ、それが『事典』
に活かされたということですね。

■長期的な変化と短期の変化を区別
【広兼】私は 24 年前環境庁（当時）の地球環境部にいて、気候変動枠組条約、

生物多様性条約ができあがる過程で、条約交渉の調整をしていました。「生物
多様性条約」の Biological Diversity の日本語訳として、当初、日本政府は「生
物学的多様性」としていたものを「生物多様性」と改めました。これは科学者

（専門家）からの指摘によると聞いております。“ 気象と気候 ” で、永島さんが、
気候変動（10 年より短い）と気候変化（長期）の区別について記載されてい
ますが、現実には、確かに混同されているように思われます。条約名は「気候
変動 (Climate Change)」になり、「気候変化」ではありません。このことにつ
いて補足していただくことはありますか。

【永島】ここ 10 年くらい、全球の平均気温が上がってない地球温暖化の停滞
現象（ハイエイタス）がみられています。人為起源による温暖化が止まってき
ているのではないかとか、二酸化炭素（CO2）濃度は上昇しているのに最近全
球の平均気温は上がってないのだから、CO2 温暖化説は嘘なのではないかとい
う、温暖化について懐疑的な見方をする人たちが、気候変動と気候変化を混同
して、自分の主張に都合のいいように使うという局面がありました。ちょっと
した変化を局所的にとらえて、長期的な変化と短期の変化をきちんとわけない
で議論するということで、短期的な変化で気温が下がっているというところを
取り出してきて、「ほらやっぱり地球温暖化は嘘じゃないか」という人たちが
います。残念ながら、そういう考え方は、割と一般の人にも受け入れられやす
いのではないかと思います。しかし、たとえ地球を温暖化させるような強制力
が働き続けていたとしても、複雑な気候システムの中では内部での自発的な変

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   58 2017/03/23   8:14:15



59

動によって何年かは気温が上がってないように見えることがあるということ
を、きちんとわけて考える必要があると思います。

【広兼】ちょっとした言葉の違いでも区別して話す人とそうでない人がいて、
いつのまにか解釈の違いが生まれることもありますよね。

【永島】言葉の定義、区別について、最近「エコ」について考えることがあります。
エコシステムなどのエコです。テレビでもよく耳にしますが、みなさんどう認
識しているのでしょうか。エコがエコロジー（ecology）だとすると、そもそ
も生態学という意味ですから、いわゆる環境とはちょっと違います。しかし、

「ゴミを捨てないようにしましょう」とか、「電気自動車に乗りましょう」など
もエコに配慮した行動と考えられています。エコは、いま定義自体が変わって
きているのかもしれません。言葉とはだいたいそういうものかもしれませんが、
もともとは学術用語だったのが、だんだん応用範囲、適用範囲が広がってきて
います。ですが、何でもかんでもこれはエコだっていうのは、ちょっと違和感
があります。

■『雨ニモマケズ』から気候と気象の違いを説明
【広兼】“ 気象と気候 ” のなかで、気候と気象（や天気、天候）の違いを説明す

るのに、宮沢賢治の『雨ニモマケズ』から以下の引用があります。

有名な宮沢賢治の詩 “ 雨ニモマケズ ” に「サムサノナツハオロオロアルキ」と
いう一節が出てくるが、略…ここで彼が期待している通常の夏（＝寒くない夏）
が、まさにその場所での夏の気候ということができる。

これはいい話だなと思いました。宮沢賢治は『雨ニモマケズ』以外にも地球温暖
化にかかわる小説を書いています。映画化もされた『グスコーブドリの伝記』では、
冷害に見舞われたイーハトーブの飢饉を回避するため、主人公のグスコーブドリ
が、火山を人工的に噴火させて大量の炭酸ガスを放出させ、その温室効果によっ
てイーハトーブを暖めることを提案します。永島さんは文学がお好きですか。

【永島】特に好きということではありません。『雨ニモマケズ』の引用は、とっ
かかりやすいことを書いてみようと思ったのです。偶然ですが、学生のときの
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指導教官が最近使っている授業の資料を見たら、数式が書かれている端のほう
に宮沢賢治からの引用がありました。『グスコーブドリの伝記』には、確かに、
空気中の炭酸ガスの量と気温の関係とか、今の人が読んでもはっとするような
ことが書かれていますね。

■観測データや実験結果を活かした数値計算モデルの研究
【広兼】大気の研究方法として、観測系と実験系、そして数値計算系にわかれ

ると認識していますが、永島さんの
得意分野は何でしょうか。

【永島】完全に数値計算です。ほと
んど数値計算しかやってきてないと
いっても過言ではないと思います。

【広兼】それにしては微小粒子状物質
（PM2.5）や越境大気汚染など、幅の広

い分野の研究をされていますね。
【永島】どの分野でも、数値計算してその正当性を確認するために必ず観測デー

タと比較したり、数値計算のなかに新しい切り口を入れるために実験結果を
もってきたりします。数値計算だけ単体で手掛けるのではありませんが、とは
いえ私自身が主体的に観測や実験をしているわけではなく、それぞれを得意と
する研究者と共同研究をしています。

【広兼】それが非常にうまくいっているように見えます。数値計算しているだ
けと言われますが、永島さんが発表されている論文やポスターでは観測や実験
にも詳しいのかなという印象があります。

【永島】ありがとうございます。以前、全球の気候モデルを研究していたとき、
気候の計算をするのに観測値を使って比較、解析しました。地域環境研究セン
ター所属になってからは、さらにいろいろな観測データを利用し、解析するこ
とが増えたと思います。

■ CO2 の寿命は？
【広兼】“ 大気の組成 ” の多くの部分を割いて書かれている化学物質の寿命です
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が、肝心な CO2 の寿命については、長寿命であるという以外、明記されてい
ません。なぜ書かれていないのでしょうか。ズバリ何年というべきでしょうか。

【永島】執筆したときに特に意識していなかったのと、そもそも大気の物質に
ついては、長寿命（CO2、Ｎ2O、メタンなど）と短寿命（オゾン、エアロゾル、
NOx など）の物質を対象とする研究者がわかれていて、私は後者なので、CO2

の寿命は念頭になかったのが理由です。ただ、CO2 の寿命について文献等で調
べてみたら、5 ～数百年と一概にはいえないようです。基本的に大気中の物質
の寿命は、どれだけ速く消費されるか、つまりどれだけ速く大気中からなくな
るかということで決まってくるのですが、なくなるプロセスが大気の場所に
よって違います。

【広兼】CO2 は海に溶けていますし、植物の光合成により CO2 が固定されます。
これは寿命と考えてよいのでしょうか。大気中で光化学反応や放射性物質の崩
壊も寿命といえるかもしれません。存在形態にもよるのでよくわかっていない
のではないかと思いますが、たとえばアイスコアで何十万年前の空気を調べれ
ば CO2 がどれだけ入っていたかわかるというのは、こうした寿命とどういう
関係があるのでしょうか。

【永島】大気中から「なくなる」ところが一番重要なのですが、植物に吸収さ
れてしまうというのも、海に溶け込むというのも寿命を規定する要素です。そ
れは地表面付近で起こることで、地球生物学的なプロセスですが、CO2 がなく
なるわけですから、寿命としては短くなります。ところが、CO2 が大気の上の
方に運ばれると化学物質と化学変化を起こしたり、光乖離したりすることがあ
まりないので、寿命はものすごく長くなります。だから、CO2 の寿命は一概に
は「何年」とはいえないのです。また、氷のなかに閉じ込められると、周りの
氷とのやりとりはあるのかもしれませんが、あるとしてもそれだけで、しかも
その速度はそんなに速くないと思います。そうすると、あとは閉じ込められた
空気のなかで、化学変化もほとんど起こらないし、光ももちろんあまり届かな
いので、CO2 としてずっと残っているのです。しかし放射性の改変はするので、
CO2 のなかの炭素（C）の放射性物質の同位体の割合は変わっていきます。

【広兼】なるほど、この話は初めて聞き、納得しました。
【永島】CO2 の寿命についても書けばよかったですね。
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■地球規模からローカルな環境問題まで携わってみて
【広兼】環境省の技術系の職員は地球規模の現象が得意な人とローカルな環境

問題が得意な人とはっきりわかれます。永島さんは専門外の分野もうまくこな
し、ローカルも地球規模も得意にされているように見えますが、どちらの方が
得意ですか。

【永島】私は大学院から国立環境研究所に入所し、最初の数年間はずっと地球
規模の研究を行っていましたので、ローカルな環境問題については、後で勉強
しました。どちらが得意かと問われてもなかなか難しいですが、今はむしろ地
球規模のことが少し頭から抜けていって、ローカルな環境問題の方に主な関心
が向いているかもしれません。どちらにしても自然科学的な基礎は基本的には
同じだと思っています。地域環境研究センターに移って PM やオゾンの研究を
始めるときに、地球環境研究センターと何が違うのかと考えました。今でも答
えが出ているわけではありませんが、違いの一つは、地域環境研究センター
は、環境問題としてどうやって解決するかというところにより力点が置かれて
いるということです。環境問題全体を把握しようということももちろんありま
すが、把握した後にどういう対策を打てばいいか、対策技術は実際どういうも
のがあるかを研究している人が多いです。もちろん地球規模の現象を解明する
地球環境研究センターの人も解決に向けた方策を検討していますが、これまで
のイメージとしてはそういう違いがあるような気がします。

【広兼】地球規模の環境問題としては CO2 による地球温暖化が代表的な例です
が、それを解決するためには地球上のすべての人を動かさなければなりません。
地域的な環境問題では汚染源が特定されやすいですから、その原因をなんとか
すれば解決に結びつくことが多いですね。ところが CO2 の削減は、発電所だ
け全部を止めればなんとかなるというようなことではないし、全部というとこ
ろにも難しさがあります。

【永島】大気汚染にも不確実性はありますが、ここを止めればこれくらい悪影
響が減るだろうという見積もりが比較的しやすくて、見積もった後には、対応
を効果的に進めるにはどういう技術、どういう交渉が必要かということに進ん
でいきます。ところが、気候変動の場合、あるところの CO2 の排出を止めた
らどこに影響がどれだけ出るかということは、不確実性が格段に大きくてほと
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んどわからない場合もあります。誰が加害者で誰が被害者か、被害者は誰に対
して損害賠償を請求すればいいかという構造がなかなか成り立ちにくく、みん
なが加害者でみんなが被害者でということにもなり得ます。ですから、状況を
把握しても、すぐに具体的な対策に結び付かないのです。まず前段階としても
う少し加害者と被害者を具体的に特定するにはどうすればいいか、加害者と被
害者が曖昧なままでも、どうやったら交渉が成立するか、ということになって
しまっているのかもしれません。

■気候変動と大気汚染の相互作用をまとめたい
【広兼】次回、『事典』を執筆するとしたら、書きたい内容はありますか。
【永島】気候変動と大気汚染の研究を進めてきたので、大気汚染が気候変動に

与える影響とか、反対に気候変動が大気汚染に与える影響をまとめたいと思い
ます。自然科学的にどういう相互作用があるかというのに興味がありますし、
対策の共通性なども私自身が担当するかどうかわかりませんが、まとめると面
白いと思います。

【広兼】全体を考えられる人は少ないので、是非、お願いしたいですね。

二酸化炭素（CO2）、及びメタン（CH4）とすす粒子（BC）の排出規制による将来の気温
上昇量評価。それぞれ単独の排出規制（赤、青実線）に比べて、両者を組み合わせるこ
とで（緑実線）、より早くから気温上昇を抑え、最終的な昇温を小さくできる可能性を示
している。UNEP/WMO 2011 を改変（出典：谷本浩志「大気汚染と気候変化の新たな関係：
地球温暖化のもうひとつの原因」国立環境研究所ニュース 2012 年度 31 巻 5 号）
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＊このインタビューは 2015 年 12 月 8 日に行われました。

■植生と土壌、北極圏からアジアモンスーン地域まで
【広兼】『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）では “ 植生と土壌 ” の執筆を担

当していただきました。髙田さんは地球環境研究センターの共同研究員ですが、
所属は国立極地研究所（以下、極地研）国際北極環境研究センターとお聞きし
ております。北極には土壌も植生もないと思いますが、この関係の研究はでき
るのでしょうか。

【髙田】北極といっても北極海だけでなく、周辺域も含めた「北極圏」が研究
対象になりますので、凍土や積雪、寒帯林なども含まれます。私は、大気大循
環モデル（GCM）の陸面過程の研究をしてきましたので、『事典』で “ 植生と
土壌 ” を担当させていただきました。北極圏には、シベリアなどに存在する永
久凍土や、北半球の高緯度の陸地で数か月にわたって大きく広がる積雪など、
地球規模の気候とって大事な要素があります。

【広兼】元地球環境研究センター総括研究管理官の井上元さんが、永久凍土と
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メタンの発生に関する研究を行っていました。
【髙田】温暖化で凍土が融けてメタンが発生し、温暖化を加速するのではない

かという問題は、最近改めて注目されていますね。私も学生の時にメタンの分
析に携わっていましたから、どういう研究が進められているのか、いつも興味
をもって見ています。

【広兼】学生時代の専攻は化学ですか。
【髙田】もともとは物理で、太陽光や月光の吸収スペクトルを用いた窒素酸化

物（NO2 や NO3）の測定に取り組みました。光を使って微量成分を測ることか
らはじめ、次にメタンの分析やガスクロマトグラフィーでの分析を行い、就職
したときに地球温暖化予測の研究というテーマを与えられ、そのなかで、陸面
過程を担当することになりました。振り返って見ると、どれも地球温暖化に繋
がるテーマに携わってきていますね。

【広兼】いろいろな分野を経て、陸面過程の担当になられたのですね。北極圏
に属しているグリーンランドについても研究されていますか。

【髙田】グリーンランド氷床そのものについては研究していませんが、氷床上
の積雪がどのように変化するのか、ということは調べています。2012 年 7 月、
グリーンランド氷床表面の全面融解が起こりましたが、氷床表面の状態は氷床
全体の増減に影響します。温度が上がると積雪の粒は大きくなるという性質が
あって、粒が大きくなると積雪のアルベド（日射の反射率）が下がるので、さ
らに温度が上がって融解を加速させます。温暖化予測の気候モデルのなかで、
そういった効果を陸面過程の中にきちんと入れていくよう、モデルの改良に取
り組んでいます。

【広兼】『事典』では、熱帯林の植生について記述がなかったように思いますが、
髙田さんの研究対象は主として高緯度の植生でしょうか。

【髙田】最近の主な研究対象は高緯度地域ですが、私が扱っている陸面過程の
モデルは GCM に入っていますから、高緯度だけではなく全球のあらゆる陸上
できちんとシミュレーションできているかとか、中緯度の気候にどういう影響
を与えるかなども調べています。極地研に移る前は、海洋研究開発機構で産業
革命以降の耕地化（森林を農地にする）が、アジアモンスーン域の気候にどん
な影響を与えるかという研究をしていました。アジア域では過去 300 年でイ
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ンド亜大陸や中国東南部が耕地化していますが、これらの地域で夏にモンスー
ンによる降水が減少するほか、雨季の開始時期が遅くなることがわかりました

（Takata et al., 2009）。

■土地利用変化が環境に与える影響
【広兼】中国では、洪水対策・土壌侵食対策などを背景に、植樹などにより植

生を回復させていると聞いています。都市の緑化や中国での緑化は気象や地球
環境に影響を及ぼすでしょうか。

【髙田】中国では緑化のほかにも黄河などで灌漑が大規模に行われています。
灌漑をしている黄河流域のある盆地の中では、雲が立たなくて周囲の山地で雲
ができます。耕地化の研究プロジェクトの一環で、その盆地で灌漑をしなくて
土壌水分はカラカラになった場合の状況変化をシミュレーションした研究で
は、盆地内で地面が温められて積乱雲ができてしまうという結果が得られてい
ます（Kawase et al., 2008）。土地利用変化が起こると、その地域には影響があ
るということがわかります。都市のように小さいスケールでも、緑化した地域
とその周辺くらいの範囲には十分に影響を及ぼします。

耕地化がアジアモンスーン域に与える影響
（出典：「産業革命以前の農業活動が気候変化に与えた影響を気候モデルで再現」海洋研

究開発機構・名古屋大学プレスリリース 2009 年 6 月 2 日 http://www.jamstec.go.jp/j/
about/press_release/20090602/）

森林伐採前　　　　　伐採後（耕地化）	

\
\	

森林による地表面
摩擦が大きく、	
水蒸気輸送が減速、
収束が強化される	

耕地による地表面
摩擦は小さく、水蒸
気輸送の減速も小
さく、収束は小さい	

アラビア海	 アラビア海	

森林からの	
蒸発散大きい	 耕地からの	

蒸発散小さい	

アルべード小さく	
日射量吸収が大きい	

アルべード大きく	
日射量吸収が小きい	

降水量が	
多い	

降水量が	
少ない	
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【広兼】緑化するとアルベドはどうなりますか。
【髙田】森林は草地や乾いた土壌よりもアルベドが小さいので、より多くの太

陽光を吸収するようになります。そのため、葉が増える効果も含めて蒸発散量
が増えますが、地中深くの根から吸い上げた水分を蒸発散に使うことができる
ようになるので、地表面の温度は上がりにくくなると考えられます。逆に、耕
地化や森林伐採で森林が草地になるとアルベドが大きくなって地面に入ってく
る熱は減りますから、地面を冷やす方向に働きます。しかし、地表面に近い土
壌水分が蒸発してしまうので、エネルギーと水の交換のバランスとしては、顕
熱フラックスという熱輸送が盛んになり、地面温度は上がるという結果になる
ことが多いです。

【広兼】森林が草地化すると、反射は多くなると同時に顕熱輸送が支配的になっ
て（潜熱輸送が少なくなり）、暑くなるということですね。

■自然環境だけではない、砂漠化の原因
【広兼】広義の土壌には砂漠やステップ等植生がまばらなものもありますが、

植生があまりないと研究対象にはならないのでしょうか。
【髙田】そんなことはないです。砂漠やステップでも大気と陸面の間で熱と水

の交換はありますから、同じように大事です。また、温暖化したときに砂漠や
ステップなどの土地被覆状態がどう変化するのかも重要な問題です。ですから、
そこでどのように地表面の熱・水交換が起こっているのかを知る必要がありま
す。砂漠化は自然に草が生える環境かどうかということだけでなく、過放牧な
ど社会的な条件が重なって変化するともいわれていますので、社会学的な研究
との連携も必要になってくるでしょう。モンゴルは過放牧による砂漠化が問題
になっている地域の一つですが、半乾燥地域であると同時に寒いところなので、
寒波によって大雪になると草が埋もれて家畜が食べられなくなってしまい、大
量に餓死してしまったりするそうです。半乾燥という気候条件、寒波の影響を
受ける地域性、放牧という畜産スタイルが絡み合っていて、自然環境と社会環
境の接点にある問題だと思います。

【広兼】砂漠化にもさまざまな要因があるというわけですね。
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■永久凍土が融解したら…
【広兼】凍結すると土壌の熱伝導率が上昇するとのことですが、それはどうい

う影響につながるのでしょうか。逆に、永久凍土が融けると熱伝導率が下がっ
て何が起きるのでしょうか。

【髙田】氷の熱伝導率は水の 4 倍くらいなので、永久凍土が融けたら熱伝導率
が下がり、熱の伝わり方が遅くなります。

【広兼】ということは、永久凍土（氷）のままで熱を伝えやすい状態の方が土壌
の中に熱が流れていくので、温暖化を抑制する方に働くということでしょうか。

【髙田】熱の出入りだけを単純に考えたらそうなりますが、凍土の氷がどのよ
うな形で含まれているかによっても熱の伝わり方は変わるので、それほど単純
な変化にはなりません。また、凍土が融けたらどういう状態になるかというの
は、熱の出入りだけでは判断できません。やはり水の動きがどう変わっていく
かを考慮しなければなりません。というのは、凍土はほとんど水を通しません
が、融解すると水を通すようになり、積雪・凍土の融解水や雨水の浸透する量
が変わります。どの深さまで融解したかによっても、地表面付近がどれくらい
湿るかずいぶん変わるといわれています。

【広兼】一概にはいえないということですね。
【髙田】そうですね。地表面近くまで永久凍土があると、そこで水はせき止め

られて、降ってきた雨もその上の範囲内でしか溜まることができませんが、永
久凍土が少し融けると、もうちょっと深いところまで雨が入るようになり、地
表面が乾くのではないかという説があります。一方、シベリアの永久凍土帯に
は、氷期・間氷期スケールの振動でできたアイスウェッジ（ice wedge、氷

ひょうせつ
楔）

という氷の塊があちこちにあり、深いところだと数 10m くらいくさび状に地
中に入っています。アイスウェッジが融けると全部水になってしまいますから、
地面が落ち込んで大きな池ができる場合もあります。結局どっちに転ぶかまだ
よくわかっていない部分がたくさんあります。

■永久凍土にも地下水はある？！
【広兼】地下水は、日本の場合 10 ～ 15℃程度で温度が一定していますが、シ

ベリア等の永久凍土地域ではどうなっているのでしょうか。
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【髙田】日本の地下水の温度は実は日本の年平均気温に近いのです。それは日
本だけではありません。地表では、冬は寒くて夏は暑くなるという季節変化を
していますが、地中奥深くに入るにしたがって振れ幅が小さくなります。そし
てある深さのところでほとんど変化しなくなり、その温度が 0℃以下になって
いると、そこには永久凍土がある。当たり前のようですが。永久凍土域では、
冬は全部凍っていますから地下水はありません。春になると上から融けていき
ます。ヤクーツクのデータを使って土壌モデルで計算した結果によると、暖か
くなると 0℃以上の部分は凍土が融けて、水が溜まってきます。夏になると、
地表から 2m くらいまで融けて水が入っています。この水は、氷の面のすぐ上
に溜まっていますから、地下水みたいな状態になっています。このように、永
久凍土では常に地下に水があるわけではないです。同じ凍土帯でもハバロフス
クは季節凍土になっていて、冬には地表から凍っていきますが、夏は全部融解
してしまうので、おそらくどこかに地下水があると思います。ハバロフスクで
は地下に永久凍土がなく、年平均の気温、地温も 0℃以上になっています。

【広兼】意外とシンプルですね。
【髙田】はい、原理原則を突き詰めていくと、意外とシンプルなストーリーに

なります。科学の醍醐味ですね。

■近い将来の課題：植生と気候の相互作用の解明、従来の理論の見直し
【広兼】次回、『事典』を執筆するとしたら、書きたい内容はありますか。

海岸で露頭に現れたアイスウェッジ（氷
ひょうせつ

楔）。（左）周りの土壌が氷に押されて地層が曲
がっている。（右）高さは数 m（近くに立っている人と比べて）。カナダ・イヌーヴィッ
ク近郊の Pelly 島にて、1998 年 6 月撮影。
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【髙田】私が書くというより、こういうことが載せられるようになっていると
いいなと思うのが、炭素循環や植生と気候の相互作用の問題です。地球温暖化
は二酸化炭素（CO2）がどのくらい大気中に増えるかということで起こってい
るわけですから、炭素循環はその根源部分の問題だと考えています。炭素循環
がどうなっているかということを、さらに解明する必要があると思います。

【広兼】「どうなっているか」（現状）
ですか？　「どうなっていくか」（予
測）ではなくて。

【髙田】両方です。「どうなっている
か」も、わからない部分がまだたく
さん残っています。「どうなっていく
か」に関しては、さらに不明な部分
が多く残されていると思います。こ

のレポートの 6 章で三枝信子さんが詳しくお話されているように、地上での
CO2 のやりとりや変化についてはかなりネットワーク化され、グローバルに把
握できるようになりつつあります。土壌炭素については、知見、データ、ノウ
ハウが蓄積されていますが、それらがまだ組織化されていないと感じています。
体制が整えられて、グローバルにどうなっているかを把握できるようになって
いってほしいと思います。植生と気候の相互作用については、動態植生（注
1）を入れた地球システムモデルによる研究が急速に進んでいるところで、国
立環境研究所が参加している MIROC（Model for Interdisciplinary Research on 
Climate）グループの結果も含め、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第
5 次評価報告書（AR5）でいくつか結果が出ていますが、十分に信頼できる精
度には至っていないのではないでしょうか。この分野は、今後一番研究として
面白いし、社会からも必要とされていると思います。このレポートの 1 章で
江守正多さんがお話しされていましたが、大気海洋結合モデルを開発したとき
に、つじつまが合うように人為的に熱フラックスや水フラックスを与えて温暖
化実験していました。そこから、人為的に与えている分をなくしてきちんと予
測できるようになるまで 10 年くらいかかりました。動態植生モデルとの結合
も同様で、現在は少々無理矢理つじつまを合わせているところがあるようです。
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【広兼】産みの苦しみみたいなものですね。
【髙田】そうですね。できるだけそれをせずに、きちんと現在の植生と気候の

状態が再現できるようになっていってほしいです。そうすることによって、植
生がどういうふうに気候に応答しているのか、気候は植生からどういう影響を
受けているのかが新たにわかってくると思います。
　私自身は地面近くのことをずっと研究してきて、この 5 年くらい気になっ
ていることがあります。地表面と大気との熱や水、物質のやりとりに関する原
理原則は、1960 年代にロシアの研究者が当時最先端をいっていて、それをベー
スに立てられた理論をもとにした計算式を今でも使っています。しかし、気候
モデルの解像度は、500km の時代から現在は数 km で全球計算ができるとこ
ろまできています。計算式だけ 60 年代のままでいいのかという問題はあると
思います。

【広兼】正しいとされている理論をちょっと見直すような学問領域があるとい
いですね。

【髙田】地表から高さ数 km までの境界層のなかで、小さな乱流によって熱が
運ばれる乱流輸送についても、1980 年代に作られたモデルを改良しています
が、モデルの解像度が上がったことに応じて見直すべき点はないのかとか、
LES（Large Eddy Simulation、注 2）によって乱流交換量を直接的に計算する
手法もでてきているので、両方を見据えて、今後どういうやり方で交換量を見
積もっていったらいいか、などということを研究していく必要があるのではな
いかなと思っています。これは私一人ではとてもできない分野なのですが、近
い将来きちんと取り組まなければいけない課題だと思います。

【広兼】いろいろな学問分野を経験されたからこそ、そういう発想が生まれる
のですね。すばらしいと思います。

（注 1）植生を気候モデルの外的な条件として与えるのではなく、気候変化に応じて植生

の状態や構成要素が変化し、その植生変化が気候変化に影響を及ぼすフィードバック

効果を考慮したもの。

（注 2）数十～数百 m の規模の対流運動（乱流）を再現できる数値計算手法。
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4 章　気候変化の予測と解析

　4.1　社会経済・排出シナリオ…増井利彦さん

　4.2　大気海洋結合気候モデル…江守正多さん【1 章に掲載】

　4.3　地球システムモデル…伊藤昭彦さん

　4.4　予測される温暖化…江守正多さん【1 章に掲載】

　4.6　不確実性の評価と低減…塩竈秀夫さん

　4.7　過去の気候変化の要因推定…野沢徹さん【1 章に掲載】

5 章　地球表層環境の温暖化影響

　5.4　極端現象…塩竈秀夫さん【4 章に掲載】

　5.8　島嶼・沿岸域…山野博哉さん
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＊このインタビューは 2016 年 8 月 2 日に行われました。

■進化するシナリオ：地域の細分化と扱う対象の多様化
【高橋】『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）のなかで、増井さんは、“ 社会経済・

排出シナリオ ”“ 温暖化対策モデル ”“ 中期（～ 2020 年）の温暖化対策 ”“ ミレ
ニアム開発目標 ” について、執筆を担当されました。温暖化対策については、
2015 年 12 月のパリ協定という国際合意が記憶に新しいですが、増井さんが
執筆担当された章に関連した、国内外の対策検討・実施の現場での動きには、
どのようなものがありますか。

【増井】社会経済・排出シナリオに関しては、2000 年代は、気候変動に関す
る政府間パネル（IPCC）が 2000 年に特別報告書として公表した排出シナリオ

（SRES）が中心でした。その後、シナリオの改訂ということで、新たな手法が
提案され、気候モデルの入力となる代表的濃度パス（RCP、p38 豆知識参照）
という放射強制力（地球温暖化を引き起こす効果）をある水準に抑える温室
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効果ガス排出経路が 2011 年に報告され、現在、共通社会経済シナリオ（SSP）
という新しいシナリオ作りが最終段階を迎えています。どちらも全球的なシナ
リオで、国立環境研究所（以下、国環研）では、アジア太平洋統合評価モデル

（AIM）チームの藤森真一郎さんらが中心になって進めています。それに準ず
るような形で、日本やアジア各国のシナリオが検討されています。アジアの国々
から国環研に来ている研究者も、AIM チームの一員として、自国のシナリオを
作っているというのが新しい動きです。

【高橋】基礎的な質問になりますが、シナリオというのは具体的にはどのよう
なもので、作られたシナリオは、誰がどういう目的で使うのでしょうか。

【増井】シナリオとは、不確実な将来に対して、どのような状況になってもそ
の時点でうまく立ち居振る舞えるように、将来のことを今の時点で考えておく
という発想で作られます。最も有名なのがロイヤル・ダッチ・シェルのシナ
リオで、1960 年代後半、1973 年の石油危機のような事態も想定されていまし
た。当時誰も予測していなかった石油危機の可能性を事前に検討していて、実
際に石油危機が起こったときにうまく対応することができました。温暖化問題
は 100 年、200 年という長いスケールの話で、将来を見通すことは難しいので、
複数の可能性を経済成長、人口増加、技術発展、消費のパターンなどいくつか
の要素ごとに設定し、その代表的なものをシナリオとしてわかりやすいストー
リーラインにします。しかし定性的な話だけではさまざまな要素の設定につい
て整合性がとれない可能性があるので、整合性を確認するために、定量的なモ
デルを使って分析します。この 2 本立てが、現在、温暖化問題の分野で主流
として扱われている手法です。

【高橋】SRES と、RCP、SSP シナリオとの違いを簡単に説明していただけますか。
【増井】SRES シナリオは、最終的には先進国、旧ソ連・東欧諸国、アジア、そ

の他地域という 4 つの地域で温暖化問題だけを扱っていたのですが、新しいシ
ナリオでは地域が細分化され、シナリオの基礎となる人口や国内総生産（GDP）
については、国ごとの情報が提供されています。温暖化問題に関する将来シナ
リオでは、社会経済、排出、気候、影響という 4 つのフレームが対象となり
ます。それらは「社会経済→排出→気候→影響」という形で関連づけられます
が、分析の際にこれらを直列でつなげていくと計算にものすごい時間がかか
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り、最初に作られたシナリオが最後の計算が終わった段階ではもう情報として
古くなり、意味をなさないものになってしまうという批判がありました。そこ
で、代表的な濃度経路として、放射強制力の違う 4 つの排出シナリオ（RCP8.5、
RCP6.0、RCP4.5、RCP2.6）をベースに、気候モデルは将来の気候の変化を詳
細に分析し、一方で、社会経済のグループは、その排出経路を再現するような
社会経済のパスを作り、最終的に、影響のグループが気候と社会経済の状況を
合わせて、将来の気候変化を分析するという形で進められました。現実とし
ては、想定以上に時間がかかり、当初は 2014 年に公表された IPCC 第 5 次評
価報告書（AR5）に間に合わせる予定でしたが、遅れて 2016 年秋にようやく
最終的なものが出ることになっています（2016 年秋に Global Environmental 
Change 誌に関連論文が掲載された）。

■シナリオの課題：研究面と政策面でのギャップ
【高橋】国内外の現場での動きに呼応して、研究の方でもホットな課題が新た

に生まれてきているのではないかと思います。
【増井】SSP シナリオは、社会経済の問題（都市化、教育水準など）を情報と

して盛り込めるようになりましたが、シナリオは世界全体で一つの整合的なス
トーリーを作るという考え方なので、実際に政策面で使えるかというと必ずし
もそうではありません。たとえば前提としている人口増加、経済発展の度合い
がそれぞれの国で想定されているものと違っているので、研究で使われるもの
と政策で想定されているものとでギャップがあります。

【高橋】都市化と教育の問題は温暖化対策の検討のためだけではなく、ほかの
課題にも応用可能なものにしていくのが、今の研究の流れなのでしょうか。

【増井】シナリオ作成の目的は基本的には温暖化問題の解決ですが、その背後
にある社会経済や文化までを含めて議論しないと、なかなか適切な解決策が見
い出せないという意見や議論があり、このため、一見すると温暖化と無関係な
ところまで深く掘り下げているのだと思います。それと同様なのがミレニアム
開発目標です。『事典』を書いた頃は「ミレニアム開発目標」でしたが、現在
は「持続可能な開発目標（SDGs、p83 豆知識参照）」で、目標（ゴール）の数
が 8 から 17 に増え、途上国だけではなく先進国も対象となっています。
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持続可能な開発目標
http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sdg/post-2015-development-
agenda/

■キーワードは回復力
【高橋】『事典』発行の直後に公表された IPCC AR5 の中で、増井さんは「気候

変動に対して回復力のある発展経路」の章の代表執筆者でした。『事典』で担
当された “ ミレニアム開発目標 ” との関連が深いと思いますが、AR5 で担当さ
れた章の主要メッセージにはどのようなものがありますか。また、『事典』の
中では触れることができなかった新たな見解などはありますか。

【増井】最近日本でも話題になっている、レジリエントな（回復力のある）社
会をいかにして作るのかということが、持続可能な開発目標や AR5 のなかで
一つのキーワードとなっています。気候変動によっていろいろな影響が起きる
のはある程度仕方がないけれど、それらからいかにして回復していくのかとい
うことが注目されています。

【高橋】より安全な暮らしをみなが共有することができるかという点について
も注視されるようになってきているということですね。

【増井】高橋さんが『事典』で担当された “ 気候変動の影響・脆弱性 ” で書か
れているように、温暖化の影響や適応との関連でも、社会の回復力が注視され
るようになっているのかなという気がしています。
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■研究成果が政策につながる現場を見て研究者に
【高橋】私が増井さんと初めてお会いしたのは 1995 年、お互いまだ学生の頃

でした。その頃既に増井さんは、温
暖化研究に取り組んでおられました。
シナリオでの研究も対象にされてい
たかと思います。増井さんが温暖化
研究に取り組み始めたのはいつです
か。また、どのような動機で始めた
のですか。

【増井】私が初めて国環研に来たのは
1993 年、大学院修士 1 年の時です。大学の指導教官から国環研に行くことを
勧められ、森田恒幸先生（故人）のもとで 1 年間お世話になりました。そのと
きにシナリオや、当時開発が始まっていた AIM の分析にかかわることができ
ました。大学の研究室で理論的な話をしてそれで終わりというのではなく、出
てきた情報を環境庁（当時）などにフィードバックしてそれが政策につながっ
ていく、そういうプロセスを間近に見ることができました。当初、研究者にな
ろうとは思っていなかったのですが、そういう世界が自分にフィットしたとい
うのがあります。学位をとった後、国環研で温暖化研究、特にモデリングに関
する研究をずっと進めてきました。

■モデル作りの難しさ
【高橋】国環研に入ってからは一貫して AIM の開発・改良・応用に取り組んで

おられますが、その間、同研究分野はどのように発展してきたのでしょうか。
【増井】昔と比べて、今は排出源別の温室効果ガス排出量などいろいろなデー

タが採れるようになり、さまざまなタイプの分析が可能になったというのが一
番大きな違いであり、発展してきたところだと思います。また、コンピュータ
の能力が進化して、それまで丸一日かかっていた計算がほんの数時間でできる
ようになりました。このため、以前はできるだけコンピュータへの負荷を減ら
そうと、式や変数の数を減らそうと努力していました。また、昔はモデルがう
まくコーディングされていないと答えが得られないこともあったのですが、今
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は少々まずいプログラムのコーディングでもコンピュータの方が解いてくれる
ようになったので、問題と思えるところもあります。

【高橋】統合評価モデルについては、その分析結果の政策検討の現場での使わ
れ方にも変化があったのではないでしょうか。

【増井】役所も含めて、モデルというものがかなり理解されてきたことが一番
大きいかと思います。1997 年の京都会議より前、当時まだ私は学生だったの
で話として聞いているだけなのですが、モデルに対する理解がまったく浸透し
てなくて、将来の前提条件が違うだけでモデルそのものが間違っているような
非難をされたそうです。前提が違えば、前提を変えて計算して、いろいろな前
提の結果を比較すればいいだけなのに、モデルと前提がごちゃ混ぜに理解され
ていました。現在はモデルについてある程度正確に理解していただいているの
で、非常にやりやすくなってきていますが、それだけに、われわれに対する要
望が高くなってきているというところもあります。

【高橋】モデルを作る側として増井さんがお感じになっていることはありますか。
【増井】先ほどもお話ししましたが、いかにしてモデルと現実の世界とのギャッ

プを埋めるかということが永遠の課題だと思います。一方で、モデルの結果が
こうだから、世の中は本当はこうだろうと、現実を見ずにモデルの結果だけを
見ている場合もあり、モデルの結果の解釈が難しいです。

【高橋】使い手とコミュニケーションするなかで、モデルから何がいえるのか
というのを注意して伝えることが必要ということに気づかれたのですね。

【増井】いろいろな意味で社会が変わってきています。たとえば消費行動を見
ても、今までは必ずどこかの店で購入していたのですが、今はインターネット
で、店を介さずに直接個人から物を買うことができます。つまり、これまで基
礎としてきた理論、考え方が当てはまらなくなってきています。モデルは基本
的にこれまでに経験した行動や関係を定式化して組み立てられるのですが、そ
の外側については、作り手の想像、主観によるところが大きいので、組み立て
方、取り扱いには注意を要するというのを最近実感しています。

■双方向での議論が重要
【高橋】私たちは、一般の人や政策決定者などが統合評価モデルについてよく
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理解した上で使っていただけるよう、うまく伝えていかなければならないと思
います。その際に必要な手順や方法について、何かお考えはありますか。また、
どのような媒体を通じた解説が効果的であると考えますか。

【増井】計算結果や分析結果を詳しく説明するだけではなく、いろいろなステー
クホルダーの意見を吸い上げることも大切だと思っています。たとえばワーク
ショップなどで、こういう意見をモデルに反映させると実際どういうことが起
こるのかという、双方向の議論が今後ますます必要になってくると思います。
私が主に取り扱っているのは全体の整合性を見るマクロなモデルですが、実際
の対策の実現には、個々の行動に対応した働きかけが非常に重要になってきま
す。北海道の人に効率的な冷房機器を導入して下さいと言ったり、沖縄の人に
効率的な暖房器具を使いましょうと言ったりしても、効果はないでしょう。実
感できる温暖化対策を提案するためにも、ミクロな一つひとつの積み上げとマ
クロな整合性をどう融合させていくのかが今後問われてくるだろうと思ってい
ます。温暖化対策、特に緩和策の分析には、そういうところが今はまだ弱いと
強く感じています。

福島県新地町立尚英中学校 1 年生（当時）を対象に、2014 年 1 月 23 日に実施した「2050
年の新地町を考えよう！」ワークショップの様子（報告書は　http://www.nies.go.jp/
social/dp/pdf/jqjm10000002h6rn-att/2014-03b.pdf　から閲覧できます）

ワークショップの様子

1
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■温暖化を身近な問題として認識してほしい
【高橋】研究としてのモデル開発・分析が示す「気候の安定化には大規模・早

急な排出削減が必要」という主張は科学的知見に基づいていて、国民の理解も
得られつつありますが、実際の取り組みはまだ進んでいないという印象があり
ます。実社会における排出削減対策の実現が進むように、増井さんが取り組ん
でいることがあれば教えてください。

【増井】研究者はこれまでは論文を書くことがメインでしたが、環境の研究者
の役割というのは、論文を書いて終わりではなく、実際に環境をよくしていく、
社会全体をよくするということが最終目標だと思いますので、どうやったら実
践できるのか、あるいはそれを理解してもらうためにはどうすればいいのかと
いう、情報発信が非常に重要と感じています。国環研の夏の大公開などいろい
ろなイベントに、社会環境システム研究センターとして、あるいは AIM チー
ムとして積極的に参加していますが、まだ試行錯誤の段階です。環境問題に関
心の低い人に訴えかけて、少しでも興味をもってもらうにはどうすればいいの
かということについては、まだ私自身も答えが見えていないところです。

【高橋】関心の低い人にも興味をもってもらえるようにするには、モデルを使っ
た研究をわかりやすく説明するだけでは伝わらないところはありますね。講演
や夏の大公開などのイベントで何か工夫をしていますか。

【増井】身近な問題として認識することがものごとを考えるうえでは大切なの
で、講演などで「2050 年までに温室効果ガスを 80％削減」の説明をするとき
は、「2050 年というのは今の高校生が 50 歳になったとき」と、できるだけ身
近な問題と思ってもらえるようにお話ししようとしています。先ほど、モデル
はマクロな全体の整合性が中心だとお話ししましたが、それをいかにしてそれ
ぞれの人の背景に合うように転換していくか、あるいは背景に合うように説明
するためにはどういうふうにすればいいのかということを今一番考えていると
ころです。

【高橋】身近なという意味では、家庭で子どもに排出削減対策について話すと
きに、どんな工夫が必要でしょうか。

【増井】子どもの教材を見ると、温暖化や省エネ、ゴミの問題が扱われている
ので、大人が子どもと一緒というより、むしろ子どもから大人に働きかけても
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らって日常の行動を見直してもらうと、もう少し問題解決が進むのではないか
なと感じています。子どもからいろいろ指摘されると、それではっと気づいた
ということが結構多いと思います。

■時代に合わせた温暖化対策の取り組み方を書きたい
【高橋】次回、『事典』を執筆するとしたら、どのようなことを書きたいですか。
【増井】私ができる情報提供は、考え方の整理というか、時代や場所によって

温暖化対策の取り組み方が違ってくるし、その効果も変わってくるので、今、
どういうふうにして取り組めばいいかということを書きたいです。具体的な数
字として結果を示すというより、こういうふうに考えるといかがでしょうか、
というようなことを書く機会があるといいです。

【高橋】温暖化対策については、新しい情報が増えていて、有効な対策が 5 年、
10 年でガラッと変わってしまうようにも思います。

【増井】古い情報で間違った対策を進めている人もいるかもしれないので、新
しい情報に更新していくということは必要ですが、異なる気候や気象条件のと
ころに住んでいるとか、家のなかの電化製品がまったく違うというところを想
像しながら、こういう対策をしましょうと伝えなければならない難しさがあり
ます。ある程度正確にその答えが導き出される必要があるではないかと思いま
す。これは『事典』の枠をちょっと越えたものになってくるのですが。さらに、
現在の高校生がちょうど 50 歳になる頃が 2050 年なので、中学生、高校生で
もわかるような内容を書けるといいなというのがあります。

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   82 2017/03/23   8:14:18



83

持続可能な開発目標（SDGs）

　2000 年 9 月に開催された国連ミレニアムサミットにおいて 21 世紀の国際社

会の目標として国連ミレニアム宣言が採択された。この国連ミレニアム宣言と

1990 年代に開催されたサミットや国連の会議における議論をもとに策定された

国際開発目標が拡充され、2000 年 9 月の国連総会で採択されたのが、貧困の撲

滅など、2015 年までに達成すべき 8 のゴールと 18 のターゲット、48 の指標か

らなるミレニアム開発目標である。

　さらにミレニアム開発目標の後継として、持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ（2030 アジェンダ）が、2015 年 9 月の国連サミットで採択された。

2030 アジェンダは 2016 年から 2030 年までの国際目標で、貧困を撲滅し、持

続可能な世界を実現するために、17 のゴール・169 のターゲットからなる「持

続 可 能 な 開 発 目 標 」（Sustainable Development Goals: SDGs） を 掲 げ て い る。

SDGs は、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）

なものとなっている。
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＊このインタビューは 2016 年 7 月 5 日に行われました。

■幸運にも恵まれた全球陸域生態系モデルの開発
【仁科】伊藤さんは、数理モデルを主な研究手法として、気候変動と生態系と

のかかわりについて一貫して研究を行ってきました。この研究分野にかかわる
きっかけと、その動機について教えて下さい。

【伊藤】私は陸域生態系のコンピュータシミュレーションモデルを使って、主
に地球温暖化に対する陸域生態系の応答や、それを緩和策や適応策の評価に使
う研究を現在進めています。なぜそういう研究を始めたかというと、まず、実
家が山林を所有していて、子どもの頃から森林に慣れ親しんでいたということ
があります。大学は、名古屋大学林学科に入学しました。その頃、将来の進路
は研究者ではなく公務員を考えていたのですが、名古屋大学で思わぬ出会いが
いくつかあり、今に至っています。まず、林学科には地球環境についても研究
している先生がいらして、そういう人たちの影響を受けました。1997 ～ 1998
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年はちょうど地球温暖化に対して世間の注目が高まり始めた頃で（1997 年 12
月に京都会議開催）、研究機運の盛り上がりを感じていました。次にモデルに
興味をもったきっかけは、在学中に受けた集中講義でした。そこでは、数理生
態学で著名な篠崎吉郎先生が生物の個体数やバイオマスのダイナミックな変化
を、ロジスティックモデルという数理的なモデルを使ってシンプルかつ論理的
に表現できることを懇切丁寧に説明され、感銘を受けました。その後、さらに
進路を決定付ける機縁として、大学院進学時に、陸域生態系モデルの第一人者
である筑波大学の及川武久先生を紹介していただきました。及川先生のもとで
勉強できたのが、現在に至る最大の転機だったと思います。当時はコンピュー
タの能力も低く、使用できるデータも少なかったのですが、陸域生態系の炭素
循環モデルを作り、現在につながる研究を始めました。

【仁科】当初はサイトスケールだったと思いますが、伊藤さんは現在、全球を
対象としたモデルを使っています。どういうところから大きなスケールの方に
研究が移っていったのですか。また、気象学の人たちとうまく連携されていま
すが、気候モデルの研究者と協働し始めた経緯を教えてください。

【伊藤】それまで、気象学、生態学、社会学など個別の分野で研究を進めてい
たものを、地球環境問題の解決には統合的プロジェクトが必要ということで、
1990 年頃、地球圏－生物圏国際協同研究計画（IGBP）が始まりました。IGBP
のなかにグローバル解析・統合及びモデリング（GAIM）という、地球システ
ムを統合してデータ解析をしていくプロジェクトがあり、及川先生が GAIM の
日本の代表者で、定期的に GAIM 研究会を行っていました。その研究会は当時
としては非常に学際的で、さまざまな研究分野の人が参加していて、そこへの
参加を通じて気象学の研究者と知り合いになりました。当時、気象学ではすで
に全球モデルが作られていましたが、生態学の方では、炭素循環がまだよく理
解されていなかったので（日本には）そういうモデルがありませんでした。こ
うした背景により、及川先生から博士号の論文テーマとして、地球全体の陸域
生態系のモデルを作るという課題が与えられました。

【仁科】生態系モデルではさまざまな要素を扱わなければなりませんし、網羅
的な分野の知識が必要です。モデルを作るうえで一番大変だったのはどういう
ところでしたか。
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【伊藤】陸域でのエネルギーや水の流れという物理的なところを最初に作り、
そこから生物的な部分を積み上げていきました。物理的な分野はそれまであま
り勉強していなかったので、独学から始めました。ですから、物理的な部分を
プログラムにしていくというところが最初のギャップでした。しかしそこでも
また幸運なことがありました。大学内の異なる学問分野の人たちによる、ミニ
IGBP のような学際的プロジェクトが始まり、そのプロジェクトの助手として
三枝信子さん（現地球環境研究センター副センター長）が来られ、三枝さんか
ら微気象学について教えていただきました。そういうラッキーな面があってな
んとか乗り越えられました。

■呼吸モデルの高度化を目指す
【仁科】“ 呼吸とバイオマス ” の章で、呼吸が生態系のなかの炭素収支に大きな

役割を果たしていると書かれています。この呼吸は成長呼吸と維持呼吸という
二つに分けられることが紹介されています。成長呼吸と維持呼吸のメカニズム
は 1960 年代にはすでに専門家の間にはあったものと思いますが、最近の研究
の進展について教えてください。

【伊藤】呼吸量は植物のサイズに必ずしも正比例して増えるのではなく、植物
が成長する速さに比例して増える部分と、バイオマスに比例し温度に応答して
増える部分があるという成長解析の結果から、1970 年頃に成長呼吸と維持呼
吸という概念がでてきたらしいです。生態系の炭素収支の微妙な量を考えると
き、植物や微生物の呼吸量を正確におさえなければなりません。モデルを作り
始めた頃は呼吸量をどう計算していいかよくわからなかったのですが、再び、
ラッキーなことがありました。筑波大学内の植物生理生態学の先生の研究室で
呼吸を研究している大学院生がいて、相談にのってもらいました。成長呼吸、
維持呼吸をモデルに組み込むことは 90 年代くらいから始まっていて、私もモ
デルに入れました。ここまではすんなりといったのですが、その先は 20 年く
らい呼吸のよりメカニスティックなモデル化は進んでいません。原因はいくつ
かありますが、呼吸というプロセスそのものに難しさがあります。光合成は材
料が二酸化炭素（CO2）と決まっていますが、呼吸は、糖分、アミノ酸、タン
パク質、脂肪など体のなかのありとあらゆるものを使い、何を材料にしている
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かによって呼吸量が変わってきます。さらに呼吸は、細胞内の三つの複雑なプ
ロセス（材料をエネルギーに変える解糖系、TCA 回路、電子伝達と呼ばれる
過程）で行われ、どこがネックになっているのかを簡単に決められないのです。
そういうわけで成長呼吸と維持呼吸のシンプルなモデルのまま現在に至ってい
ます。これを問題視している人は多く、陸域モデルの人たちが、呼吸モデルを
高度化するためのワークショップを開いて話し合っていますし、実際少しずつ
進んではいます。国立環境研究所では、私もメンバーになり、生物多様性研究
プログラムのなかで、呼吸のモデルの改良を進めています。

呼吸モデルの概念図。維持呼吸と成長呼吸の考え方を示す。呼吸速度が温度や器官（葉、
幹、根など）によっても変わりうる点に注意。

■土壌呼吸のモデルの精度向上に何が重要か
【仁科】陸域最大の炭素プールである土壌呼吸ですが、土が呼吸するという表

現はよく考えると面白いです（実際には土に生息している生物、主に微生物の
呼吸による有機物分解を土壌呼吸という）。呼吸というのは同化産物の異化、
つまり分解そのものです。これは産業界でいうところの静脈産業にあたると私
は考えていて、実際に研究としても動脈産業にあたる光合成の様な生産的なと
ころと比べると華やかさに欠けるように思います。ところが、そんな日陰もの
的なイメージがある土壌呼吸が将来の CO2 収支にとって重要なファクターで
あるというのは、とても興味深いことだと思っています。土壌呼吸で今どうい
うことがトピックになっているのでしょうか。
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【伊藤】陸域生態系の正味の炭素収支を決めるうえで、土壌呼吸量を把握する
のは重要なことですが、光合成が決まればそれに従って呼吸量も決まるだろう
といった従属的な扱いをしている人が結構います。実際には、土壌呼吸は、プ
ロセスとして別個に扱うべきです。ところが、土中の根や微生物に関するプロ
セスを見ていくのは非常に難しいので、モデル化は遅れています。それどころ
か、モデルで計算した植物の根の呼吸量の検証はとても困難です。野外で根の
量やその呼吸量を測るのは難しいので、データが少ないのです。土壌呼吸量を
いくつかのモデルで比較するとばらばらの結果が出てきて、モデルの信頼性を
ゆるがすようなことになりかねません。どうにかして土壌モデル、それを含め
た地下部のモデルの精度を上げていく必要があると思っています。

【仁科】私自身もモデルを使って将来予測するような研究をするようになり、
知見が少ないところは数理的なモデル化が弱いということがすぐにわかりまし
た。

【伊藤】たぶんモデルの専門家だけが頑張っても完全に解決するのは難しいで
しょう。現場で土壌の研究をしている人たちにプロセスの解明をしてもらい、
その結果をモデルの人たちが勉強して、モデルにとり入れていくことが重要で
しょう。

■森林火災と気候変動の因果関係は？
【仁科】“ 陸上生物 ” の章では、気候変動が起きたときの生育地の移動・損失、

季節性の変化（花の咲く時期の変化）、害虫の増加などがあげられています。『地
球温暖化の事典』（以下、『事典』）の中では書かれていませんが、近年、世界
各地で起きている森林火災と気候変動との因果関係はどのように考えています
か。

【伊藤】森林火災は撹乱と呼ばれているものの一つで、気候変動がなくても起
こるプロセスです。たとえば森林に雷が落ちて、そこが起点となって火が広がっ
ていきます。自然に起こるものが気候変動によって頻度が高まったり、大火災
が起こりやすくなったりしているかというのは簡単にはいえないのですが、お
そらく気候変動によって気候の振れ幅が大きくなると、火災の発生状況に影響
する可能性はあると思います。たとえば可燃物が貯まりやすくなっているとい

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   88 2017/03/23   8:14:20



89

うのは、確かにあると思います。管理放棄されたところに可燃物が貯まるだけ
ではなく、CO2 の施肥効果で森林の成長がよくなり、炭素ストックが増加し、
可燃物が増えて森林火災が起こりやすくなる可能性があるでしょう。私のモデ
ルのシミュレーションのなかにも森林火災は簡単な形で入っており、概して将
来的には火災が増加する傾向になっています。

【仁科】森林火災は、可燃物がどれくらいあるか、乾燥、干ばつがどれくらい
頻発するか、この二つがキーワードになっていて、そこから確率論的に燃える
か燃えないかという要素が入っていくのですが、今の予測だと増えていく可能
性が高いということですね。

【伊藤】今のモデルはある場所にどれくらい可燃物があるか、一年のうちどれ
くらいの間乾燥するかなど非常に簡単な条件で火災の起こりやすさを判定して
いますが、人間活動による別の影響（失火や防火など）もあるため、まだ、現
在の森林火災すらきちんと再現できているという確証がありません。過去も将
来もまだ不確実性が大きい感じです。

アラスカ・フェアバンクス近郊の火災跡地。北方林は現在でも火災が多いが、温暖化に
よりさらに増加すると予想されている。焼けたトウヒが立ち枯れて残っており、地表に
はヤナギランなどが生えている。2009 年 7 月 30 日撮影。

■温暖化による生物生態系への影響のモデル化の難しさ
【仁科】“ 陸上生物 ” の章では、多くの知見、そして不確かな知見が多いなか
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で原稿を執筆するにあたり、内容の
取捨には苦労されたかもしれません。
た と え ば 2011 年 の Nature Climate 
Change には、Sheridan & Bickford に、
温暖化によって哺乳類を含む陸上生
物の個体サイズが小さくなるのでは
ないか、という内容の個別研究を集
めたレビュー論文が発表されました。

実は、これも呼吸にかかわる現象です。温暖化によって動物の呼吸が増加し、
個体サイズが小さくなる可能性を指摘しています。これは、恒温動物では、同
じ種を比較すると寒いところほど個体サイズが大きいという、有名なベルクマ
ンの法則にかかわる経験的事象です。この論文の中では、生態系のなかである
生物の個体サイズが小さくなると、それによって間接的に他の生物に影響を及
ぼすことが示唆されています。このレポートの 6 章の五箇公一さんへのイン
タビューの中でも触れられていましたが、生物多様性への影響をモデル化・予
測することが難しいのは、このような影響の連鎖が含まれるからだと思います。 

【伊藤】生態系は食物連鎖がありますので、その影響を全部入れてモデル化す
るのはとても難しいですし、まず、理解するだけでもかなりやっかいなことで
す。陸域生態系のモデルの研究者は世界に何十人もいますが、植物以外の生物
要素を組み込むというのはなかなかできていません。ただし、実験的には少し
ずつ知見が集まりつつあります。野外で CO2 濃度を高めてそのなかで植物を
育てる FACE 実験の例があります。FACE 実験では、CO2 濃度が上がるので植
物の成長はよくなるのですが、根からの栄養塩の吸収が追いつかないため、窒
素濃度が下がってしまいます。つまり栄養価が低くなってしまうので、それを
食べる昆虫の幼虫は今までと同じ量を食べても栄養がとれなくなり、成長が悪
くなるらしいです。そうすると動物にも影響が及んでいきます。それらをモデ
ルに組み込んで再現できるかというと、なかなか難しいです。自然界で起こっ
ていることをまず見て、知見を積み上げていかないとできないと思います。

【仁科】あまり知られていませんが、気候変動だけではなく、生態系にとって
は CO2 濃度が上がるだけでいろいろなリスクがあります。

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   90 2017/03/23   8:14:21



91

【伊藤】CO2 濃度が上がると、植物は光合成しやすくなるため、今度は気孔を
閉じ気味にして蒸散で失われる水分をセーブしようとします。蒸散が減ると
失われる気化熱の量も少なくなるので植物が暖まりやすくなります。また、
FACE の中で育てた植物にはやたらと昆虫がつくようになったという話を聞い
たこともあります。このように、思いもよらないことが生態系のなかで起こる
可能性があります。

■生態系における適応策
【仁科】“ 陸上生物 ” の章の最後に適応策とリスク管理についてまとめられてい

ますが、生態系はとても大きいですし、扱いの難しさから、積極的に対策を講
じるというより、どうしても受け身になってしまいます。生態系においてすで
に実践されているような適応策があれば教えて下さい。

【伊藤】生態系は非常に広大なので、適応策を講じることが現実的なのか、あ
るいはコストに見合うことなのかと私は懐疑的ですが、適応策について調べて
みると、例がないわけではないです。カナダなどで、気候変動に即した林業を
して、温暖化してもこれまでと同じように育ち木材がとれることを目指す研究
はされているようです。また、温暖化すると標高が高い方に生物の分布が移動
していきます。それがスムーズにいけば､ ある程度は自然界で適応できたこと
になるのですが、実際には道路や都市、山があったりして、生物の移動が妨げ
られます。それを、生物が移動できるよう回廊（コリドー）を造るというのが
あります。しかしこれは、副次的な問題が生じるようです。人間の手によって
生物を移動させてしまうと、それは外来種の侵入と同じことになってしまい、
元あるところの生物多様性を乱してしまうことになりかねません。

【仁科】ほかの研究分野の方と一緒に仕事をすると、適応というのは研究的に
も行政的にも気候変動問題のなかでは重要な位置を占めているのに、生態系の
気候変動影響を扱う側からは、プロセスの不確実性、加えてスケールやアプロー
チの違いから、なかなか話題に入っていけません。どうするべきなのかなとい
うことをいつも考えて研究しています。

【伊藤】適応は、私が想像していたよりももっと範囲が広いみたいで、ゲリラ
豪雨のような極端現象に対する対策も適応に含まれるようです。その例になら
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えば、先ほど出た森林火災増加への対策なども適応といえるかもしれません。
【仁科】これまでお話を聞いていて、生態系は不確実性が大きいというのが難

しい点ですが、研究としては不確実性を縮めていくことと、不確実性があるな
かでも何か訴えていかなければいけないというところがあると思いました。

■気候工学による生態系への影響と温暖化による土壌への影響を書きたい
【仁科】最後に、次回、『事典』を執筆するとしたら、書きたい内容はありますか。
【伊藤】執筆当時にはなかった話題がいくつかあります。一つは、気候工学（ジ

オエンジニアリング）という、人為的な方法による気候変動の抑制です。私自
身は気候工学の研究を専門的に行っているわけではありませんが、気候工学を
実施したときの生態系への影響をモデルで評価しました。その他にもバイオ燃
料の利用など、今までとは違う温暖化対策をしたときの影響も入れられればい
いかなと思います。もう一つは、温暖化による土壌へのさまざまな影響とその
フィードバック効果です。特に、永久凍土が融けたらどうなるかといったとこ
ろも書けたらいいと思います。
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＊このインタビューは 2016 年 7 月 29 日に行われました。

■得意な分野とニーズがうまく合って
【永島】塩竈さんは『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）のなかで、気候変化
予測の不確実性について執筆されていますが、この研究に取り組まれたきっか
けを教えてください。

【塩竈】10 年前に国立環境研究所に入所してから始めたのですが、きっかけに
ついては忘れてしまいました。研究していて面白いと思うのは、不確実性を少
しでも低減できたら政策貢献につながるというところです。というのは、気候
変化予測の不確実性があると、世界平均気温上昇を 1.5℃や 2℃以下に抑えよ
うとする場合に、どれだけ二酸化炭素の排出量を減らしたらいいかという正確
な値がわからないからです。また、温暖化対策として、高潮を防ぐ堤防の高さ
をどのくらいにしたらいいかを考える場合にも、気候変化予測の不確実性が問
題になります。

【永島】私も塩竈さんと一緒に不確実性の研究に取り組みましたが、途中でリ
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タイアしてしました。こういう研究は、数学が好きな人に向いていると思いま
す。昔から統計等を利用して議論をするのが好きだったのでしょうか。

【塩竈】数学が割と得意だったのと、日本では、たとえば気象学の研究分野な
どで、実はあまりそういうことを好きな人がいなかったので、逆に自分がやる
べき分野なのかなと思いました。

【永島】自分の好きな分野とニーズがうまく合ったのですね。
【塩竈】しかもそれが分野的に隙間になっているので、進めてみようと思いました。

■モデル結果のバラツキから気候モデルの不確実性の低減を研究
【永島】“ 不確実性の評価と低減 ” では、3 種類の不確実性（排出シナリオ［社

会経済］の不確実性、気候モデルの不確実性、内部変動の不確実性）を挙げら
れていますが、塩竈さんにとって最も興味がある、あるいは重要だと思われる
のは、どの要素でしょうか。

【塩竈】重要性でいうとどれも同じくらいです。たとえば 10 ～ 20 年の短い期
間では内部変動の不確実性が一番重要ですが、100 年の長期スケールですと、
気候モデルの不確実性や排出シナリオの不確実性が重要になります。そのなか
で私が研究として貢献できるのは、気候モデルの不確実性です。

【永島】気候モデルの不確実性にはいろいろな要因があります。モデルのなか
で経験式（たとえば雲の中を氷粒がどのような速度で落下し、周りの大気にど
のような影響を与えるか、といった式）を使っているところはもちろん不確実
ですし、経験式を使っていなくても解像度の違いによって不確実性は変わって
きます。気候モデルの不確実性で、どういう観点が一番重要だと思っています
か。また、塩竃さん自身が研究しているのはどんな分野ですか。

【塩竈】モデルを改良して不確実性を減らしていく、または、今までなかった
コンポーネントをモデルに入れていくことで、想定されていなかった不確実性
を考えていくのも大事です。私は、モデルの結果のバラツキから、その理由や
不確実性の低減方法を研究しています。

【永島】私は、大学院生になった当初、モデルではそもそもわかっていること
を定式化しているので、そこから新しいことを出すのは難しいし、新しいこと
が出てくるはずがないとさえ思っていました。今はそうは思っていませんが、
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モデル自体を主な研究対象とするモデルの不確実性研究を進めていくなかで、
どういうところに面白みを感じているのでしょうか。

【塩竈】たしかに、知っていることしかモデル化できませんが、それを詳しく
見ていくと、実はわかっているつもりでもきちんと理解してなくて、その事象
の一部分しか表現できていないことが明らかになってきます。また、それなら
どうすればいいのだろうと考えるきっかけになったりします。

■不確実性の低減に関する議論の進展
【永島】『事典』のなかでも不確実性の低減の今後の見通しについて触れられて

いますが、発行後の研究の進展について教えてください。
【塩竈】『事典』が発行された頃は、日本の現在の雨の降り方を正しく再現でき

ていれば、将来の雨の降り方も予測できるのではないかと考えられていました。
しかし、実はそんなに単純ではありません。たとえば日本の将来予測は、ペルー
沖の海の温度をうまく再現していないと出せないことがわかってきたのです。
つまり、遠隔応答があるので、特定の現象に関する将来予測の信頼性を考える
とき、どの領域・物理量のバイアスを見ればいいかというのが単純ではないと
いうことです。もう一つわかってきたのは、将来予測の見るべきポイントです。
日本の気温変化予測やアメリカの降水量変化予測など複数の予測の信頼性を考
えるには、それぞれ別のバイアスを見なければいけないということ、予測のす
べての側面の信頼性を評価できる単一の指標は存在しないということです。簡
単にこのモデルが一番いいとはいえないということが理解され、議論がより精
密になってきました。それが進展であり、進展した結果、不確実性の低減はさ
らに難しいということがわかってきました。
　もう一つ大きい話題があります。気候感度の不確実性の幅が気候変動に関す
る政府間パネル（IPCC）第 5 次評価報告書（AR5）で、第 4 次評価報告書（AR4）
より広がってしまいました。AR4 では 2 ～ 4.5℃だったのが、AR5 では 1.5 ～ 4℃
と下限が下がってしまったのです。その原因となった有名な論文に関していろ
いろな議論が激しく行われ、どうやらその内容に問題があったのではないかと
いうことになりました。第 6 次評価報告書（AR6）では下限をもう一度上げる
ことになるかもしれません。
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■国際的な研究コミュニティでのとりまとめの難しさと楽しさ

将来の南米の水資源量変化予測の不確実性制約の例
　左図 a は 14 モデルの予測の平均値。右図 b はバイアスの少ない、よりもっともらし
い予測。複数の予測結果がばらつく場合に、人間の心理として平均値（または多数決の
結果）が信頼できると考えがちだが、実際には平均値と逆符号の予測の方が信頼性が高
い場合があるという例。

（ 出 典 ） Shiogama et al. (2011) Observational constraints indicate risk of drying in the 
Amazon basin, Nature Communications, 2, Article number: 253

報道発表資料（http://www.nies.go.jp/whatsnew/2011/20110330/20110330.html）参照。

【永島】塩竈さんは、“ 極端現象 ” の変化に関しても執筆されています。極端現
象自体は、人間の生活の質にも直結する興味深いテーマですが、一方で、その
数値モデルでの再現は、平均値などに比べて一段と難しくなり、さらにその不
確実性の評価ともなると取り組むのが一層困難で、ともすれば研究をしたとし
ても確たることが何もいえないことすら懸念される、ある種、誰もが尻込みし
てしまうようなテーマではないかと、個人的には思っています。そうしたなかで、
塩竈さんはどういった部分に一番の興味や面白さを感じているのでしょうか。

【塩竈】どんな科学の分野でも最初はみな楽天的な夢を見ますが、実際進めて
いくと難しいということがわかってきて、内容が精密になっていくということ
は共通しています。それ自体は自然なことで、むしろ科学的に進歩しているこ
との証拠だと思いますから、ストレスには感じません。極端現象は政策決定の
際に必要な情報であるのに、そういう重要な部分に大きな不確実性の幅がある
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のは問題ですから、少しでもその幅を縮めたいと考えています。
【永島】今、世界中でものすごい数の人が気候変動の研究をしています。たく

さんの人が研究するというのは、逆にフォローしなければならないことが数多
く出てくるということでもあります。塩竃さんは DAMIP の共同議長をされて
いますね。国際的なコミュニティの中でまとめ役を担うのは大変だと思います。
今後に向けてどうしたいか、どういう思いで共同議長を務めているかなどお聞
きしたいと思います。

【塩竈】DAMIP は、過去の気候変動の要因を分析して、そこに人間活動の影響
があるかどうかを調べる、国際モデル相互比較プロジェクトです。その取り組
みは、次期 IPCC 報告書にも重要な貢献になると考えています。共同議長とし
て大変なのは、科学者はみな、自分が興味のあるテーマを最も重要視していて、
いろいろなことを要求してくることです。ところが、DAMIP の第一の役割は、
まったく新しい取り組みではなく、IPCC 第 3 次評価報告書（TAR）から継続
している detection and attribution（観測データから気候変動を同定し、それ
に対する人間活動の影響を評価すること）の研究グループのモデル比較なので、
いわば今までの知見のアップデートです。そのため、周囲からは、以前と同じ
実験をしているだけではないかと見られてしまいます。しかし、新しい発見は
あくまで今までの積み重ねの上にあるので、伝統ある研究領域のプロジェクト
を進めることは絶対必要なのだということを説得するのが一番大変です。その
上でこれまでなかった新しいことを足していくと、研究的には次のチャレンジ
になります。そのあたりが個人的には面白いです。さらに、ほかの研究コミュ
ニティと話をする機会が多くなり、相互作用から、今までできなかった研究が
可能になったりするのも興味深い点です。

【永島】不確実性の研究分野で、塩竃さんは現在、世界の最先端にいます。私
も最初に少し一緒に研究したという話をしましたが、そこから見るとずいぶん
遠くまで到達したなあと感じます。塩竃さんが DAMIP の共同議長をされてい
ることは、私にとっても誇りですし、日本の気候研究コミュニティにとっても
とてもよいことだと思います。

【塩竈】裏話を明かすと、私は英語があまり得意ではないので、議長の押し付け
合いをしたときにうまく断れなかったのです。みんな上手に逃げるんですよ（笑）。
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■不確実性低減の情報が緩和策オプションの選択へつながる
【永島】塩竈さんは、過去の気候変化の要因推定に関しても研究を手がけてお

られますが、過去の要因推定と将来の気候変化予測の不確実性評価の間には、
どのようなつながりがあるのでしょうか。

【塩竈】温室効果ガスが増えたことが過去の気候変動にどれくらい影響してい
るかを分離するのが過去の要因についての研究ですが、それができると、どの
モデルが温室効果ガスに対して感度が高いかというようなことがわかってきま
す。それは将来予測の不確実性の制約としても使えます。また、観測データと
過去の気候変動の再現実験を比較することで、将来予測の不確実性を減らすこ
とができます。この方法を応用し、観測データが今後増えていくと、いつまで
にどれだけ不確実性を減らせるかというのが調べられるのではないかと思いつ
きました。やってみたところ、2050 年までに地上気温の観測データが蓄積さ
れると、2090 年代の全球平均気温変動予測の不確実性を 6 割以上低減できる
ということがわかりました。

【永島】どういうデータが増えると、不確実性の幅がより狭くなるということ
もわかってくるのでしょうか。

【塩竈】どこの観測データが増えたら一番効果的に不確実性を減らせるかとい
うこともたぶん可能だろうと思います。全球平均気温変動予測の不確実性が減
るということは、緩和策のコストの不確実性も低減できるということです。い
つまでに不確実性がこれだけ減るという情報と経済理論から、何年まではこう
いう緩和策をとり、その後、新しい情報を使って緩和策の政策を変更するとい
う政策オプションを、経済学者の方と一緒に研究しています。

【永島】不確実性の低減という研究の軸がありつつ、その情報をどのように有
効に使っていくかという発想は、どういうところからでてくるのでしょうか。

【塩竈】幸い研究所にはさまざまな分野のプロがいるので、そういう人たちと
話をすることが大きいです。また、地道に行っているのは IPCC 総会の議事録
をできるだけ毎回読むことです。

【永島】どんなことが参考になりますか。
【塩竈】一流の人たちがわからないとか、大事だと言っていることは、次に重

要となるテーマです。そういう知識を入れるようにしています。
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■ほかの分野の人と話をするときに心がけていること
【永島】ほかの分野の人と話をするといわゆる専門用語が通じないことが多々

あり、途中でコミュニケーションが
途絶えてしまうこともあると思いま
すが、塩竃さんはほかの分野の人の
話を聞くのは苦ではないし、そうい
う人に自分の話を理解してもらうの
もうまくできていますね。

【塩竈】うまくできているかどうかは
わかりませんが、できるだけやるよ

うにしています。そのとき心がけているのは、自分の分野の作法ややり方がす
べての分野にとって最適であるとは限らないということです。ほかの分野はそ
れぞれ最適なやり方を進化させてきているので、それを尊重すべきだというこ
とを自分に言い聞かせています。たとえば、経験的なモデルを使っているとこ
ろと物理モデルを使っている人たちでは、モデルといっても頭に浮かぶものが
違ってきます。そうした違いを前提に話をするのは当たり前と思うのですが、
それを忘れてしまう人が割と多いようです。

■不確実性の評価研究の情報を伝えるために
【永島】不確実性についての評価結果が意味するところを正しく理解して判断

に結びつけることは、一般の方々はもちろん、われわれ専門家と呼ばれる人
間にとっても簡単なことではないと思います。たとえば、降水確率が 80% と
40％では、80％の方が「強い」雨が降ると思ってしまう人もいるようです。
不確実性の評価研究の先には、情報発信のしかたという問題も控えていると思
います。塩竈さんは、そういった方面（の研究）にも興味はありますか。

【塩竈】情報発信については、ずっと試行錯誤しています。情報発信自体が大
きな研究分野になりますから、そういう人たちの話を聞く機会があれば、勉強
させてもらいながらやっていきたいと思います。また、確率についてですが、
5 年くらい前は、確率の知識は一般の人には伝わらないと思っていました。最
近 event attribution という、極端な気象現象が実際に起きたときに人間の寄
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与が何％あるかというのを定量化する研究をしていますが、一般の人に話すと
きに、何％の寄与という確率の話がかなり通じるようになってきました。今ま
で通じないものと思っていたのですが、実は、頑張って話をすれば通じるので
はないかという気がしてきました。

【永島】何かきっかけがあったのでしょうか。
【塩竈】気象庁が天気予報の信頼度を A、B、C の 3 段階で出しています。あれ

が出てからみなさん確率や信頼度になじみが出てきたみたいです。気象庁とし
ては前から情報としてあったわけなので、マスメディアとか伝える側にもノウ
ハウが蓄積されてきたのかなと思います。

【永島】確率そのものを出しておしまいではなく、そのとらえ方もきちんと合
わせて紹介するということですね。

【塩竈】私たちは伝えるプロと話をして勉強していくのと、経験を積むしかな
いのでしょうね。

■ event attribution の詳細を書きたい
【永島】次回『事典』を執筆するとしたら、書きたい内容はありますか。
【塩竈】event attribution について書きたいです。極端現象の要因推定は注

目度が高いですし、新しい研究分野なので、詳しく解説する機会があるとい
いと思います。短い説明はすでにあちこちで行っています。NHK では event 
attribution だけで数分間の特集を組んでくれましたし、科学雑誌の Newton
も数ページ割いて掲載してくれましたが、詳細をきちんと解説しなければいけ
ないと思っています。

【永島】人間の影響といい切ってしまうといけませんし、人間の影響が何％と
説明するときもわかりやすい形で伝えていかなければなりませんから、内容だ
けではなく、どうとらえればいいかというのも含めて、是非塩竃さんに書いて
いただきたいですね。
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＊このインタビューは 2015 年 7 月 30 日に行われました。

■観測事実とそれに基づく温暖化影響予測の進展
【三枝】『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）が発行されてから時間が経ち、

温暖化の影響研究も進んでいると思います。今だったら加えられること、山野
さんが現在興味をもっていること、また、生物・生態系環境研究センター（以
下、生物センター）でこれから進めたいと思われるものをいくつか紹介してい
ただきたいと思います。

【山野】実は私が担当した “ サンゴ・サンゴ礁 ” は『事典』の「見本」として
の執筆を依頼されて書いたので、内容は他章の原稿よりかなり古いのです。執
筆後、世界の生物多様性情報を共有する地球規模生物多様性情報機構（GBIF）
などデータベースを作成する研究が盛んになり、データが充実してきました。
私自身は、温暖化の影響に関して、共同研究者とともにサンゴだけでなく藻類
や甲殻類の北上についても研究を広げました。サンゴに限らず、沿岸の生き物
への温暖化影響についても今なら書けそうな気がします。

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   101 2017/03/23   8:14:24



102

【三枝】まずサンゴの分布域の将来予測と海洋酸性化の影響など、温暖化の影
響観測と予測研究の進展を教えていただけますか。

【山野】観測面からお話しします。『事典』のなかで、海洋酸性化に関する実験
的研究がどんどん行われていると書きましたが、執筆後、種によって応答が違
うなど新しい研究例が急速に蓄積されています。もう一つ、火山の近くで、海
底から二酸化炭素（CO2）が湧いているところがいくつか発見され、そこでは
天然の酸性化が起こっており、サンゴが少ないことがわかりました。海洋酸性
化の深刻な影響が、実験室の中だけではなく、フィールドでも確認される事例
が出てきたことが、その後の進展です。
　温暖化影響予測研究では、単純に水温が上がったら生物はこうなるだろうと
いうことだけではなく、場所による気候変動の速度の違いも考慮した予測が行
われるようになりました。観測の事実もさらに集まってきましたし、それを元
にした予測がやはり急速に進んでいます。

【三枝】陸域の植物は自分の足で歩けないので、温暖化や気候変化のスピード
に移動速度が追いつかないということが頻繁に起こりますが、海洋の場合、海
流にのって比較的自由に移動できるのかなというイメージがあります。

【山野】産んだ後、卵がどれくらいもつかによります。サンゴは、産卵後 2 週
間くらい定着する能力をもっています。貝やウニなどの卵は放出され、流され
て遠くまで行きます。この場合はおそらく温暖化の速度についていけるでしょ
う。しかし、大型の海藻の分散能力は低いと考えられており、おそらく温暖化
の速度に追いついていけないのではないかと思います。われわれは、海流に卵

多様な生物を支えるサンゴ礁
多様な生物を支えるサンゴ礁	
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を乗せてどこまで行くかというのを計算して、それと実際の温暖化のスピード
の比較に着手したところです。今までは等水温線をサンゴの分布とみなして予
測を行っていたのですが、それに分散など生物的なメカニズムを入れて予測す
る段階にきています。そのベースとしては、生き物の温暖化影響のデータが蓄
積されてきたことがあるでしょう。

■サンゴのデータベース作成の苦労
【三枝】データベース化が進んできたというお話がありましたが、山野さんの

研究分野ではどういう種類のものがあるのでしょうか。
【山野】実は日本ではちゃんとしたデータベースがなかったので、環境省環

境研究総合推進費 S9「アジア規模での生物多様性観測・評価・予測に関する
総合研究」や文部科学省気候変動リスク情報創生プログラムで、特別研究員
の方と協力して報告書をすべて集め、サンゴで 20,000 データくらい、海藻で
30,000 ～ 40,000 くらいのデータを入力しました。そのデータベースは公開す
る方向で進んでいます。

【三枝】元データは報告書などの紙ベースでしたか。
【山野】紙です。それを人海戦術で整理するので大変でした。実はまだ最後の

詰めが終わっていません。サンゴは、現在遺伝子で分類されるものと形態で分
類されるものをすり合わせる作業が進んでいます。たとえば、代表的なサンゴ
であるキクメイシ（かつては Favia speciosa、現在は Dipsastraea speciosa）は、カリ
ブ海と太平洋で種は違うけれども属は同じ Favia とされていたのが、遺伝子を
見ると実は属も違っていて、属名そのものまで変わってしまいました。このよ
うに、最新の知見を参照してそれらの種名等を変えなければならないのです。
これがデータベースを作る上では非常に大変な作業です。

【三枝】世界的に見て、サンゴに関するこのように大がかりなデータベースは
あるのでしょうか。

【山野】GBIF には広くデータが入力されていますが、一つの国で過去に遡って
データ収集したことは実はないと思います。日本は、1930 年代に東北大学が
調査をしていたのでそこまで遡れますが、日本以外で遡れる地域はおそらく少
ないと思います。
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【三枝】陸上の植物ですと、古文書とか、古い日記などで 800 年～ 1000 年遡
れますが、サンゴは日本人にとってそこまで記録に残すものではなかったので
しょうか。

【山野】海中の様子は実際に泳いでみないと観察できません。昔はそこまで身
近なものではなかったと思います。サンゴはまた四季を感じさせるものでもあ
りません。おそらくそういう理由でサンゴに関する古文書記録というのはな
かったため、数百年を遡るのは無理なのですが、サンゴは幸い化石として残る
ので、数万年前スケールでの長期間の変化を明らかにすることはできます。

■適応には、温暖化との複合影響を考慮
【三枝】山野さんはサンゴ礁だけではなく、陸域生態系から河川を通して沿岸

にいたる物質の循環とサンゴの関係という視点でも研究をされています。この
ように、少し広い範囲での生態系の温暖化影響について重要な問題はあるで
しょうか。

【山野】『事典』の温暖化に対する適応にも書きましたが、温暖化だけで影響が
現れるものではありません。サンゴですと、温暖化に加えて、雨が降り陸から
土砂が流れるというストレスを複合的に受けます。さきほどお話ししたデータ
ベースを作ってわかったことは、水温上昇に応答してサンゴが北上していると
いうだけではなく、沖縄では、川に近いところと川のないところのサンゴ礁と
比べると、1998 年に水温が上昇し白化現象が起きた後、川の影響があるとこ
ろのサンゴ礁が回復していないということでした。それに対して、川の影響の
ない小さな島のサンゴ礁はその後ちゃんと回復していました。温暖化に対する
適応の節で、「複合影響を考慮しなければならないだろう」と書いたのですが、
実際にそういう現象が起きていることがわかってきましたので、陸域の変化に
ついても研究を始めました。

【三枝】河口に近いところのサンゴが受けているストレスというのは具体的に
はどういうものでしょうか。

【山野】土砂流入です。沖縄では、日本への復帰後大規模な土地改良や開発事
業がありました。現在の主な作物はサトウキビですが、雨が降るとサトウキビ
畑から赤土の流出があり、その影響のある川の河口ではサンゴがまったく回復
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していません。
【三枝】上流が天然林や水田など他の土地利用だったときには土砂の流出が少

なかったけれど、サトウキビにすると収穫後は裸地になるので、大雨が降ると
大量に土砂が流れてくるというわけですね。

【山野】そうです。そこで分野横断のプロジェクトを立ち上げ、赤土の流出を
防ぐにはどういう手を打てばいいのかを、経済評価も含めた現実的な対策を考
えています。

【三枝】それが温暖化をはじめとする気候変動への適応力を強めることになる
わけですね。どういう方法があるのでしょうか。

【山野】サトウキビは基幹作物なので栽培をいきなり止めるわけにはいきませ
んが、赤土が流れないように対策を行うことは可能です。対策の一つはグリー
ンベルトといって、畑の周りに草を植え土手を作ると土の流出は止められま
す。それには当然植えるコストや手間がかかります。刈り取り後、夏に植える
場合には、春から夏まで裸地なので、ヒマワリやマメ科の植物を植えることも
対策となります。それぞれ対策にはお金や手間がかかり、サトウキビの収量に
もかかわってきますので、そういう点を経済評価して、どの対策が最適なのか
検討します。その前段階として、小熊宏之さん（環境計測研究センター）にカ

サンゴは、褐虫藻と共生しています。成長してサンゴ礁を形成し、そのサンゴ礁は多様
な生き物のすみかとなると同時に、人間の居住場所も提供します。また、褐虫藻は光合
成を行って、他の生物の食べ物を提供しており、サンゴ礁にすむ魚などの生き物は人間
にとって漁業資源となります。現在、サンゴ礁は、地球温暖化などのグローバルな要因と、
土砂流入などローカルな要因の両方の影響を受けて衰退しています。このように、サン
ゴ礁は学際的な多種多様なアプローチが可能かつ必要とされる対象です。茅根創（東京
大学教授）提供
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メラによるモニタリングで、裸地になっている農地を抽出していただき、その
情報をもとに林誠二さん（地域環境研究センター）に土砂流出の計算をしてい
ただき、実際どの畑から大量に赤土が流出しているのかを調べます。その上で、
日引聡さん・須賀伸介さん・岡川梓さん（社会環境システム研究センター）を
中心に対策の費用対効果を計算していただき、全体としての対策の最適化をは
かっています。もちろん、生物センターの研究者にも協力してもらい、サンゴ
が回復するのに必要な赤土流出の削減量を検討しています。サンゴだけではな
く、川の生き物やマングローブなどすべての生き物がうまく保全される策をま
とめています。

■生態系サービスを可視化して自然資本を保全
【三枝】サトウキビを育てている農家など現場ではどういう反応がありますか。
【山野】赤土の流出を止めなければいけないというのは昔からの問題としてあ

るのですが、どうすればいいかわからない。そもそもどういう条件なら対策を
してもよいかもまだ明確ではありませんでした。対策を行う動機を明らかにす
るための社会条件の調査も必要です。また、沖縄の開発の歴史や、高齢化の問
題やそもそも離島ですと人口減少の問題もからんでいます。

【三枝】そこまでいろいろな問題が重なっているのですか。
【山野】赤土流出は問題としては単純なのですが、背後にいろいろあるなとい

うのを改めて感じています。当面は補助金などの資金を投入してその範囲内で
どういう対策ができるかを検討しなくてはならないと思いますが、まさに『事
典』に書けなかったことなのですが、ゆくゆくは、サンゴ礁の価値とサトウキ
ビの収量を考慮した生態系サービスのトレードオフも考えなければいけないと
思っています。生物センターで生態系サービスをきちんと可視化・価値化して、
それを経済のなかに組み込むという作業が必要でしょう。生態系サービスを可
視化でき、たとえば観光面で価値があるのでしたら、観光客に入島税のような
形で少し資金を出してもらい、それを対策にあてるという仕組みができるので
はないかと思います。自然資本の活用を維持した形で保全するには、生態系サー
ビスの可視化が必要不可欠だと思っています。
　温暖化により海水温が上昇するとサンゴ分布は北へ拡大し、南の方では縮小
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します。生き物の変化に伴って生態系サービスも変わってきますから、地域の
人の変化に対する認識についても興味があります。これは温暖化の適応にもか
かわる問題で、変化したものをどう受け止めてどういうアクションをとるかと
いう、人の認識まで踏み込んだ研究ができればと考えています。

【三枝】たしかに生態系サービスという言葉は研究者向けではありますが、そ
こで生活している人にとっては、観
光資源としていくらになるかとか、
漁業をしたときの発展性はどうかな
ど、自分たちの生活とのかかわりに
訳してくれるほうがわかりやすいか
もしれませんね。

【山野】生態系サービスの議論で重要
なのは、受益者が誰かということで

はないかと思います。生態系サービスには、CO2 固定や木材の利用などがあり
ますが、そのサービスの受け手はまったく違っていて、CO2 固定は全人類です
が、木材の利用ですとローカルの人々です。その受け手の違いを意識して、地
域にとってそれがどれくらいの価値があるのかというのをきちんと出さなけれ
ばならないでしょう。生態系の保全は基本的に地域の視点で進めないといけな
い問題です。機能を価値に単純換算すると全体の重要性はわかっても説得力が
ないので、人がどう認識するのか、地域としての重要性を詰められないかなと
思っています。

【三枝】地理的に離れたところに住んでいる人が、沖縄には美しい海があって
ほしいとか、インドネシアには大きなオランウータンが棲んでいてほしいなど、
ある種の期待感をもっていることがあります。そういう抽象的な感覚について
はどうやって生態系サービスの評価をするのですか。

【山野】保全するにはいくら払いますかというようなアンケートをするとか、
仮想評価法（注 1）を用いた研究が行われています。また、遠いところを意識
するのは、サプライチェーン（注 2）が非常に大切だと思います。資源循環・
廃棄物研究センターと共同で、サプライチェーンが生物多様性に与える影響を
明らかにする研究を進めたいと思っています。最近の生物多様性データベース
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の充実により、こうした解析はやりやすくなっていると思います。

■他分野の人との連携には成功例を示して興味をもってもらう
【三枝】お話を聞いていて、山野さんは、新しい問題にたいへん素早く対応で

きる方であると感じました。一方、研究の規模が広がっていくと、どうしても
多くの人に協力していただく必要も出てくるかと思います。山野さんご自身が
人材育成をすることはありますか。

【山野】今まであまり意識してなかったのですが、他分野の人と連携して行う
ときに私がやっていることは、とにかく自分が面白いと思うことを見せること
かなと思います。それがみなさんの刺激になればいいかなと。サンゴは、生物
学や地学など多分野からアプローチできますし、サンゴが衰退している原因は
陸域にあったり温暖化だったりします。ですから、サンゴは非常に学際的な対
象です。サンゴを保全するためにこういうアプローチで進めたいので沖縄に行
きましょうと言うと、のってきてくれる方がいます。興味をもってもらい、違
う視点で見てもらうと私も面白いので、フィールドをともにすることは学際的
な研究を進める上で非常に大事だと思います。

■生き物から見た三社会統合
【三枝】『事典』に限らず、もし個別に本を書くことができるとしたら、どのよ

うな本を書いてみたいですか。
【山野】私の場合どうしてもサンゴをまずイメージしてしまうのですが、生き

物と人間社会とのかかわりについて書いてみたいと思います。サンゴなど人間
以外の生き物からみた、循環型社会・ 低炭素社会・自然共生社会や三社会統合
という視点があってもいいかなと思います。たとえば、サンゴの場合、温暖化
の影響（低炭素社会）は明らかです。循環型社会に関してはサプライチェーン
の問題や廃棄物の問題があります。これは島嶼国で顕著です。島嶼国では物は
入ってくる一方でうまく戻っていかない。たまったものはいずれごみになって
しまいますが、適切な処理ができないため、そのまま川や海に捨てられてしま
います。島嶼国の海の重金属を分析してみると非常に高い値が出ることがあり、
おそらくそれでサンゴが死んだりしていると思います。汚染の問題はわれわれ
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自身の安全安心にも大きくかかわっています。そして三つ目の自然共生社会、
これは生き物の目からは重要性は説明するまでもないでしょう。サンゴに限ら
ず、さまざまな社会を生き物という切り口で見ていくのも面白いかなと思いま
す。

（注 1）環境を守るために支払っても構わない金額（支払意思金額）を尋ねることで、環

境の価値を金額として評価する手法。

（注 2）原材料・部品の調達から、製品やサービスが消費者に届くまでの全体的な流れ。
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6 章　生物圏の温暖化影響

　6.1　生態系…三枝信子さん

　6.2　温暖化と生物多様性…五箇公一さん

　6.3　光合成…三枝信子さん

　6.4　呼吸とバイオマス…伊藤昭彦さん【4 章に掲載】

　6.5　陸上生物（動物、土壌微生物、ほか）…伊藤昭彦さん【4 章に掲載】

　6.6　温暖化と外来生物…五箇公一さん

　6.7　フェノロジー…小熊宏之さん

　6.9　サンゴ・サンゴ礁…山野博哉さん【5 章に掲載】
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＊このインタビューは 2015 年 9 月 1 日に行われました。

■観測ネットワークの構築とデータ共有
【高橋】地球温暖化にかかわる観測研究は、今でこそ大きな研究テーマになっ

ていますが、その歴史は比較的新しいものだと思います。古くからある体系化
された気象学や生態学などと地球科学分野の「境界領域」にできた新しい研究
分野といってもいいかもしれません。いわゆる分野横断的な研究の最前線で、
チャレンジングな要素も多かったと思います。三枝さんが大気 - 陸域生態系の
間の物質交換という研究分野に携わってきたこの十数年は、この分野が急速に
成長してきた時期に重なります。この間の研究をとりまく環境や研究コミュニ
ティの変遷はどんなものだったのでしょうか。

【三枝】陸域の炭素循環、陸域生態系の観測研究そのものは昔からあったので
すが、多くの人たちが協力して観測点のネットワークを作りデータを共有する
ということは、私が研究を始めた 1990 年代前半は非常に少なかったです。そ
れが今と大きく違うところだと思います。たとえば森林や農耕地の上で二酸化
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炭素（CO2）のフラックス（単位面積・単位時間あたりの輸送量）を測って生
態系による吸収量を算出する取り組みも当時すでにいろいろな大学や研究所が
行っていて、個人レベルの共同研究もあったのですが、日本で 30 か所以上、
世界で数 100 か所以上の観測サイトをまとめた大きなネットワークができた
のは最近で、十数年前以降のことになります。

【高橋】1996 年にヨーロッパで EUROFLUX（後の CarboEurope）が、1997 年
にはアメリカで AmeriFlux が、1999 年にはアジア地域のフラックス観測ネッ

富士山の北麓に広がる森林。こ
こに国立環境研究所富士北麓フ
ラックス観測サイトがあり、森
林と大気の間で交換されている
温室効果気体などの量を長期連
続観測しています。

森林の中に、高さ 30m を超えるタワーを建て、
気象要素、温室効果ガスの濃度、森林による
二酸化炭素の吸収速度などを観測しています。

森林の中にはさまざまな機器が設置され
ていて、定期的なメンテナンスなどを
行っています。
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トワーク AsiaFlux が活動を開始しました。
【三枝】陸域のフラックス観測については必須観測と推奨観測の項目を決め、

完全とはいえないまでも観測方法を標準化し、それを多くの観測地点に展開し
ていきました。ただし、陸域のフラックス観測は航空機や船舶による温室効果
ガス観測とは違い、一つの研究機関が世界中の多地点で観測することは難しい
ので、フラックス観測のネットワークや生態系観測のネットワークが作られた
のです。

■生態系は予測しにくいもの
【高橋】温暖化による生態系への影響は、物理化学的な影響よりもさらに予測

しにくい面があると思います。それをどのように克服するのでしょうか。その
方法と成果について教えてください。特に、生態系が温暖化によってどのよう
な影響を受けるか、できるだけ具体例を挙げて説明してください。

【三枝】生態系の将来の変化については、今の私たちの知識では完全な予測は
できず、本質的に私たちの理解を超えるものがあると考えるのがよいと思って
います。流体力学で予測する大気の流れや、物理化学的な側面から推定する海
洋と大気の CO2 交換などと比べて、生物は人間の予測しがたいメカニズムに
よって、生物自身が変化したり移動するという性質をもっているからです。た
とえば、1 万年といった長い時間スケールでは新しい種ができることがありま
すし、動植物の適応能力についても現在の私たちの理解を超える変化がありま
すので、完全に予測することはできません。それが生物の適応能力をも含む生
態系の一番の特徴だと思います。ですから、気候変化に対する生態系の応答を
理解するうえで必要なのは、まず、現状を把握して知識を蓄積する、つまりモ
ニタリングすることです。過去のデータから、近未来に起こることを私たちの
理解、想像の範囲内で予想することはできます。

【高橋】予測できないから現実に起きていることを把握・理解することが重要
ということですね。

【三枝】生態系応答の事例や知識について、将来の人たちに役立つようなデー
タを系統的に残さなければならないという使命を感じます。

【高橋】生物圏が温暖化の影響を受けている具体例として、ロッキー山脈では
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温暖化により越冬できるようになった虫が森林を枯らせてしまったということ
が起きています。

【三枝】生態系への温暖化影響は重要です。国立環境研究所は 2011 年に日本
の高山帯や沿岸のサンゴに対する温暖化影響のモニタリングを開始しました。
気候変化が起こると、高山帯の植物は標高の高いところに移動していくことが
予想されますが、そのスピードは物理化学的な原理では予測できません。もち
ろん生物（植物）の側も、移動するためのメカニズムはもっています。たとえ
ば種子を周辺に散布した場合、それが散布先（移動先）で発芽できるかどうか、
発芽した後で定着するかどうか、生長していくうえで必要な水や養分があるか
どうか、そういう要素で植物が移動できるかどうかが決まります。このとき、
気候変化のスピードに生物の移動速度がついていけるかどうかが非常に重要で
すが、この点が難しいところです。特に垂直移動は水平移動より予測が難しい
といわれています。水平移動の場合、種子散布の実験や発芽実験などによるい
ろいろな知見と、50 年、100 年で気温が何℃上がるかといった物理的なシミュ
レーションからある程度の推定ができます。最近の研究例では、水平方向につ
いては、生物の移動が気候の変化に追いついているケースがあるとの報告があ
ります。一方、垂直方向の移動については追いついていないという報告があり
ます。高山では岩など土壌がないところがあり、気温の上昇とともに標高の高
いところに生物が移動しようとしても、崖や尾根や山頂があってそれより高い
ところへ行けないなどの理由で生息地を拡大できないことがあります。私たち
ができるベストなことは、なるべく早く重要な生態系でモニタリングを始めて、
変化を正確に記録し知見を蓄積することです。

【高橋】生物の分布の変化などは、物理化学的というより確率的なことに支配
されることが多く、簡単に関数にして予測できるものではないということです
ね。

【三枝】物理化学的なプロセスですと、ある程度、理論と経験式の積み重ねで
予測が可能ですが、生物については、枯死率、生存率、発芽率など確率的にし
か記載できないことが多く含まれますので、変化を推定する手法も異なります
し、それを検証する方法も違ってきます。さらに、そのための観測データのと
り方も違ってきます。
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■温暖化影響の指標となる動物に注目
【高橋】地球温暖化の影響というと植物が主です。動物への影響はあまりない

のでしょうか。
【三枝】あります。温暖化の影響を受けるとされる典型的な動物や、昆虫を含

む動物と植物の関係がどうなっているかということを見る必要があります。温
暖化の影響で海氷面積が減少すると、ホッキョクグマは氷上で狩りができなく
なって、健康状態が悪化したり数が減少したりするという報告があります。ま
た、特定の昆虫に受粉されなければ生存できない植物もあるため、昆虫と植物
の分布域にずれが生じると、双方の生息が危ぶまれるということが起こります。
植物と動物の相互作用がなければ生態系が維持できないという地域において、
一つの種が絶滅すると、その生態系全体のバランスが大きく崩れる場合がある
ときに、特定の種を指標のように扱って、その個体数や変化に注目することも
あります。ところで、私たちの目にはあまり見えていませんが、地球の炭素循
環に圧倒的な影響を与えているのは微生物です。土壌のなかに私たちがまだ知
らないたくさんの種類の微生物がいます。私たちが観測している富士北麓など
の森林の観測サイトにおいても、植物が吸収した CO2 の半分以上を土壌微生
物が大気に戻していますから、微生物の役割は重大です。

■物理学と生物学との価値観の違い
【高橋】三枝さんは気象学に近い分野の出身で、大学では生態学に近い分野で

教官を務めていた時期もありますね。そういうご経験についてお話ください。
【三枝】もともと東北大学では地球物理の気象学を専攻していました。筑波大

学の生物科学系に職を得たのは偶然でしたが、生物学の分野で働き始めて、双
方の研究分野で考え方が 180 度くらい違うということにすぐに気づきました。
物理学では、世界を一本の式で表せるような統一的・基本的な原理を見つける
ことに高い価値をおく一方、生物学では新種発見をはじめ私たちの理論や知識
を軽々と超えていく生物の多様さを見出すことに価値をおくようでした。最初
は戸惑いましたが、異なる価値観をもつ二つの分野で研究する経験をしたこと
により、得るものは大きかったと思います。たとえば物理学の分野で確立した
観測手法を応用して生態系の観測を行い、予測しにくい生態系の応答を謙虚に
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検出しようという考え方につながったと思います。
【高橋】生態系のガス交換に関する研究はどちらかというと理論先行で、観測

技術は少し遅れてついてきた印象が
ある分野ですね。

【三枝】はい。CO2 や水収支の観測技
術は、最近 10 年から 20 年で向上し、
世界各地で無人観測ができるまでに
発展しました。こうした技術を気象
学からもらい、生態系の応答につい
て何を明らかにすべきかという問題

意識と、これまでに蓄積されたたくさんの知識を生態学からもらいました。

■さまざまな分野の新しい研究成果を加えたい
【高橋】次回、『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）を執筆するとしたら、書

きたい内容はありますか。
【三枝】全体構成として、温室効果ガス、エアロゾル、地球システムなど、温

暖化に関する基本的な物理化学的なシステムについてはよく網羅されているの
ですが、生物圏や湖沼をはじめ、温暖化に対して脆弱な地球表層への影響に
ついては、章はあるものの、『事典』発行後の研究の発展が大きいので、強化
した方がいいかなと思っています。特に海面上昇、海洋酸性化、高山帯や沿岸
の生態系、雪氷や極域、植物と動物の相互作用を含む生物多様性についてで
す。私が特に強化したいと思うのは、気候と生態系の間のフィードバック効果
についてです。地球が温暖化すると極域で永久凍土が融けて、地中に蓄えられ
た大量の炭素が CO2 やメタンなどとして大気中に放出されます。その放出が
かなり大きいと、放出された温室効果ガスがさらに温暖化を加速するので、私
たちの予想を超えたスピードで温暖化が進行するかもしれません。これが正の
フィードバックです。逆に負のフィードバックもあります。温暖化して高緯度
の気温が上がり、降水などの水条件がよければ、亜寒帯域やツンドラ地帯でも
森林が定着したりバイオマスが増える可能性があります。森林は大気中の CO2

を固定しますので、負のフィードバックがかかり、温暖化のスピードを緩め

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   117 2017/03/23   8:14:26



118

る効果があるかもしれません。このような気候変化と生態系プロセスによる
フィードバックメカニズムとその実証に関する章が一つほしいですね。

【高橋】今のお話で、三枝さんがカバーしている範囲は広いという感じがします。
【三枝】私自身がすべてをカバーはできませんが、幸い、地上観測、衛星観測、

近接リモートセンシングなどいろいろな手法を使った生物・生態系の新しい研
究手法も発展しています。ただ、やはり私たち陸域分野の研究者は、自分が調
査している事象や生態系については非常に詳しいのですが、世界の生態系の中
で何が起こっているかを全体として明らかにしましょうといった研究の総合化
があまり得意ではないので、それを乗り越えていかなければなりませんね。
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＊このインタビューは 2015 年 11 月 10 日に行われました。

■生物多様性減少の最大の原因は生息地の減少や破壊
【江守】『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）では生物多様性の減少をもたら

しているさまざまな原因として、温暖化以外は、五箇さんに包括的にお書きい
ただいていません。生物多様性減少およびそれがもたらす生態系機能の劣化は
どのような複合的原因で起きているのでしょうか。

【五箇】生物多様性の減少の最大の要因は生息地の減少・破壊です。そのなか
でも一番問題なのが熱帯林の破壊です。熱帯林は世界の陸地面積の 7％にすぎ
ませんが、生物多様性が非常に豊かで、地球上の生物種の 40 ～ 50％が棲息し
ているといわれています。そこを破壊すると生物多様性の減少になります。さ
らに、熱帯では温度が高い分呼吸や光合成も速くなり、二酸化炭素（CO2）固
定と酸素供給が地球全体に与える影響が大きいと予測されています。ですから、
熱帯林破壊は生物多様性の減少と地球温暖化対策という点で地球環境に相当大
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きなダメージを与えることになります。
【江守】ほかに原因はありますか。
【五箇】日本では、道路やダムを造ったりすると生息地が分断され、生き物た

ちのすみかが矮小化してしまいます。また、外来種の問題もあります。グロー
バル化が進んだ現在、ものすごい勢いでいろいろな生き物が動き、外来種が蔓
延することで在来の生態系に悪影響を与えるということがあります。それと、
有害化学物質や廃棄物から出てくる汚染物質が分解しきれずに土壌に悪影響を
及ぼし、結果的に生物相が変化するということがあります。

【江守】外来種の問題は『事典』にも書かれていますが、外来種が入ってきた
ときに、温暖化により、定着できないものもいれば、逆に新しい環境に適応し
て分布を拡大するものもいるというのは、複合的な作用ということですね。

【五箇】複合的ですね。しかし概してどんな生き物でも寒いところにいくのは
つらいので、温暖化すれば生物多様性は高まるのです。現在はグローバリゼー

セアカゴケグモ
　オーストラリアの亜熱帯地域原産の毒グモ。1995 年に大阪で侵入が確認されて以降、
しばらくその存在が忘れられていたが 2011 年以降急速に分布が拡大し、2015 年には
北海道でも確認された。
　分布拡大の背景には温暖化も影響している可能性もあるが、それ以上に、国内におけ
る物流の増大、土地整備や宅地開発などの環境改変、都市化によるヒートアイランド化
など人間による移送と環境改変が大きく影響していると考えられる。
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ションと同時に都市化と攪乱が起きています。本来の自然を改変して乾燥土壌
を作り、南の生き物ほど棲みやすい環境ができあがり、北の森林の生き物が棲
みにくいという生物相の遷移が起きています。加えて、人間による破壊と温暖
化で、一層南の生き物が棲みやすくなり遷移に拍車をかけています。在来種と
外来種についても、今外来種がはびこっていますが、外来種が直接在来生態系
にインパクトを与えているというより、外来種が棲みやすい環境ができている
ことのほうが問題です。

【江守】農業も生物多様性減少の原因になりますか。
【五箇】なります。70 億人という人口を支えるために森林を伐採して農耕地を

広げ、単一の種類の生物を植えて育てると土壌は劣化します。そこに人工化学
物質として、合成肥料や合成農薬が入りますから、土壌そのものも自然土壌で
はなく、攪乱環境になってしまいます。

【 江 守 】 最 近、 人 類 が 地 球 に 影 響 を 及 ぼ し 始 め て か ら の 時 代 の こ と を
anthropocene（人類世）という言い方をしますが、特に good anthropocene
といって、人類の都合のよいように地球に影響を及ぼしてうまくやっていこう
という考え方があります。その発想でいえば、食料工場を造って、自然は残し
ておいて、自然に頼らない食料を作ればいいということで、テクノロジーで解
決しましょうという話になっていくかもしれません。

【五箇】それはできないと思います。人間は生き物だから、絶対どこかで生き
物と接触しないとだめみたいです。空気、水、土壌、微生物、ウィルスからバ
クテリアレベルまですべてあって、生態系があって、生きられるのです。

■温暖化による生物への影響の実証には長期のモニタリングが必要
【江守】温暖化すると、温度帯が寒いほうにシフトします。高緯度側、つまり

北半球でいえば北上、もしくは山の高いほうに動くので、環境の変化に追いつ
いていけない生物が数を減らしていくとか、生態系で相互作用していたので、
追いついていけるものと追いついていけないものとのバランスが崩れるという
説明をよく聞きます。

【五箇】実証するには長い期間が必要です。国立環境研究所では高山植物モニ
タリングを進めていますが、10 ～ 20 年では結果はでません。今のところ仮説
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段階といえるでしょう。理論的に考えると、生態系はその土地の環境に応じて
セットで進化しているものですから、温度が変わることで、移動能力があるも
のだけが生き抜けることになります。移動からとり残された生態系のバランス
が崩れたり、また移動した先で元の生態系のバランスを崩すということも起こ
り得ます。あるいは、北上した先に棲める環境がなくて、絶滅してしまうこと
もあります。われわれが思っている以上に生態系は複雑なシステムなので、一
個でもネジがはずれればバランスが崩れてしまうということはあります。そ
のようなバランスの崩れはそう簡単には直らない。特に温暖化を今後 10 ～ 20
年で元に戻すことはできないとなると、いかにそのほかのインパクトを除去し
て今の生態系を維持する努力をするかということが、人間が喫緊にとるべき行
動でしょう。

■新興感染症のウィルスと地球温暖化の関係
【江守】温暖化とも関係する生態系を通じた影響の一つとして、野生生物と共

生していたウィルスが人間社会に出てきて、新たなパンデミック（感染症）の
原因になる可能性があると、以前五箇さんからうかがったことがあります。い
ろいろな生態系サービスのなかで、この話は一番強烈で、大きなリスクをもた
らしうると思いました。

【五箇】公衆衛生の分野で世界的に問題になっていることの一つは、新興感染
症です。人間は、コレラ、ペストといった旧来の感染症を、抗生物質を使って
抑えてきましたが、高度経済成長期にいろいろな新しいウィルスが発生してき
ました。その起源を辿っていくとアフリカに集中していて、それをさらに遡っ
ていくと野生動物がほとんどです。野生動物由来の感染症が新興感染症として
人間社会に入っているのが問題です。

【江守】ウィルスが野生生物から人間社会に出てくるメカニズムというのはど
んなことが考えられますか。

【五箇】単純に人間が動物と接触するだけでも移ります。アフリカから発症す
る例が多いのは、野生動物を食べるという古い習慣があるからです。また、狩
りをするときに血に触れてしまうということからも感染は始まります。さらに
グローバリゼーションが進む中で、アフリカに先進国の人が入って現地の人と
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の接触が起こり、アフリカで発症した病気が世界中に出ていきます。
【江守】温暖化、気候変動との関係はありますか。
【五箇】野生生物から人間に入ってくるウィルスはかなり強烈ですが、血液感

染や動物との接触、医療システムの問題なので、温暖化との関係はほとんどあ
りません。しかし、最近話題になったデング熱など昆虫媒介性のウィルスやバ
クテリアは、温暖化の影響を相当強く受けることになります。デング熱を媒介
するヒトスジシマカは暑いところを好みますから、温暖化すれば分布域が拡大
し、病気そのものも広がる恐れがあります。マラリアは温暖化して分布域が北
上する恐れがあると警戒されていますが、実はマラリアに関してはちょっと特
殊です。マラリアの病原体の最適温度は 24℃、それを媒介するハマダラカの
最適温度は 25℃です。それがなぜ南のアフリカにとどまっているかというと、
公衆衛生の発達している北で DDT により追い出されたためです。感染症につ
いては、温暖化より社会における公衆衛生システムの問題のほうが影響があり
ます。ただし、温暖化が進むことで干ばつが起きたり、農業ができなくなった
りして経済的な破綻が生じれば、当然インフラの整備や公衆衛生が劣化し、マ
ラリアの感染症が再興するリスクがあるといわれています。

【江守】温暖化で社会のシステムが狂うことが問題なのですね。ところで、
2014 年夏､ 代々木公園でデング熱患者がでてニュースになりました。

【五箇】日本での発症については、気候変動は無関係ではないと思います。
2015 年はなぜ発生しなかったのかとよく聞かれますが、前年の発症を受けて
都内を中心に自治体による蚊の防除が強化されたことが功を奏したといえます
が、別の理由として 7 月から 8 月にかけての空前の猛暑によって蚊の初期密
度が抑えられたことも考えられます。

■生物が生物を滅ぼす？
【江守】温暖化が生態系の劣化の原因なのかと聞かれると、五箇さんは、広い

意味で、温暖化も生態系の劣化も人間という一つの生物種が生態系のなかで特
異な地位に立ってしまったことによる結果である、という説明をされています
ね。

【五箇】40 億年という生命進化の歴史のなかで、生物の種数は右肩上がりで現
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在に至っています。その間に地殻変動、隕石落下などのイベントがあり、生物
多様性はこれまで 5 回、90％のバイオマスが滅ぶという大絶滅を経ています。
ただし、大絶滅は自然現象として起きていて、生き物が大絶滅をもたらすとい
う現象は過去の歴史のなかではありません。

【江守】90％の減少というと、残り 10％ということですね。
【五箇】バイオマスが 10％まで落ちて、その都度新しい種が生まれてきて、と

いう繰り返しの中で、現在は少なくとも種数としては絶頂期にあります。生態
系ピラミッドは、強いものほど数が少ないことでバランスがとれています。と
ころが人間は生態系の頂点にありながら、70 億という極端に大きいバイオマ
スをもち、生物や資源を食い尽くそうとしている。特に、化石燃料を掘り出し
てからはものすごいパワーをもち、知恵もあり、人間は本来の動物学的な力以
上の力を発揮することができるようになりました。さらに医療によって延命措
置もとれるという状況のなかで、かつてない速度で生物多様性を減少させてい
ます。恐竜の絶滅には 100 万年以上もの時間がかかったとされるのに、人間
はわずか 100 年の間に無数の生物種を絶滅に至らしめています。生物学者も
この先何が起こるか読めません。過去にそういうイベントがあれば化石から類
推したりできますが、今まで起こったことがなく、しかも破壊のプロセスがぜ
んぜん違うわけです。人間は土地を改変して無理矢理生産して生きていますが、
それも自然のサイクルではないですから、いずれバランスを崩して崩壊すると
いうことが起きます。また、他の動物はだいたい繁殖期を終えると死ぬのです
が、人間は子どもを産んでからも長く生きます。もう一つ決定的に違うのは、
人間は自分の人生を楽しむことができる動物なのです。つまり、エゴイスティッ
クなのです。人間はエゴイスティックなうえに長生きし、物を食い、食ったも
のを自然に返せばいいのにそれすらしないのですから、われわれはこの地球の
一番のコンシューマーなのです。

■生き物がいるから生物圏がある
【江守】人間がこれだけ地球に影響を与えて改変しているのというのは、地球

の歴史のなかで極めて特異な時期です。この状況を人類がどう捉え、対処して
いったらよいのか、お考えがあれば教えてください。
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【五箇】文明の利器こそがきっと人間を救うという考え方の人がいます。それ
は当たっているかもしれません。楽観的に見るのか悲観的に見るのかは、人の
感性の問題もあるのですが、科学的な根拠はどちらにしてもあまりないと思い
ます。

【江守】どちらが好きかということでしょうか。
【五箇】好きか嫌いか的な結構無責任な理想論です。一番の安全策はあまり触

らない方がいいということです。今の人間の知識では先が読めないからです。
われわれ生物学者も生態系のメカニズムすべてをわかってはいませんし、生き
物の種数すら正確にはわからないのです。たぶん人類の歴史の中で解明するこ
とはできないだろうと思います。昨日いた種は明日、もういないかもしれない
し、進化するし絶滅するという、動的平衡を繰り返して系が作られているなか
で、われわれは一断片しか見られない。永久的な法則は生物学では出てこない
でしょう。リスク予測も、機能解析もできないのが生物多様性なのです。ただ、
一つだけ間違いがないことは、生き物がいるから地球の生物圏があるというこ
とです。

【江守】テレビで、生き物はかわいいとか、自然と親しもうという話をしてい
ると、五箇さんは、自然は本来荒々
しくて、むきだしの人間が入っていっ
たら死んでしまうとおっしゃってい
ますね。

【五箇】究極的に野生生物は人間に
とって宿敵です。すべての生き物は
闘いながら生き残る努力をし、進化
し続けています。生き物どうしが支

え合って生きているとよく比喩されますが、本当はどの生き物も自分の遺伝子
を残すことのみが存在意義ですから、生態系とは個体間、種間の資源の争奪戦
の戦場です。つまり支えているのではなく足を引っ張り合って、張力でバラン
スをとっているのが生態系です。

【江守】結果的に戦略的な協力関係みたいなのがあるのですね。
【五箇】相互の利己が一致するような妥協点として共生があります。自分が得

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   125 2017/03/23   8:14:28



126

することを優先したらそうなったというだけの話です。それを考えると人間と
いう生き物も同じで、原始社会において、木登りが下手な系統はジャングルか
ら追い出されてサバンナ（熱帯草原）に出なければならなかった。サバンナで
は立っていないと先が見えない、だから二足歩行せざるをえなくなった。しか
し二足歩行するようになると四足歩行していたときより脚力と腕力が圧倒的に
弱くなり、しばらくは食われまくっていて、たぶん夜行性としてしか生きられ
なかったと思います。弱いから、社会をつくって寄り添い、敵を常に監視しな
がら細々と生きていくしかなかった。原始の人間にとってはすべての生き物は
敵という状況のなかで、放っておけば絶滅するところだったのに、二足歩行し
たことで頭が大きくなり、脳が発達して知恵をつけ、武器と火をもつことで野
生生物と対峙することができるようになって生き残ったのです。今の繁栄は動
物たちとの戦いのなかで勝ち得たもので、今さら自然に戻ろうとしても戻れる
わけがありません。

■地域レベルの生物多様性の現状把握をもとにした将来予測や分析を書きたい
【江守】次回、『事典』を執筆するとしたら、是非書きたいという内容はありま

すか。
【五箇】執筆時は気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 3 次評価報告書（TAR）

と第 4 次評価報告書（AR4）をベースにしていて、生物多様性の評価は面積当
たりの種数や、それと温度とかけ算してというような結構雑ぱくな計算による
ものでしたが、もっとローカルに現状を把握し、それを世界、地球レベルにす
るとどうなるかというのを予測、分析してみたいという気持ちがあります。

【江守】種数の評価については、方法論が進化しているのですね。
【五箇】進化というより、実証データが積み重なりつつあります。ただモデリ

ングはあまりに複雑なので、今のコンピュータでも十分対応しきれないところ
はあります。

【江守】グローバルに外挿するところはかなり大雑把になるのでしょうか。
【五箇】理論的にしかできません。モデリング的に進めるにはまだまだ時間が

かかります。というか現状把握自体がまだできていません。生物多様性及び生
態系サービスに関する政府間プラットフォーム（IPBES、注 1）が 2012 年につ
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くられて、やっと地域レベルの現状把握にのりだしました。
【江守】これが大きく変わったところですね。
【五箇】しかし悩みはあります。国際会議でも、生物学者はみんな自分の好き

な生き物のことしか話さないのです。問題は統合する能力のある人が少ないこ
とです。

【江守】地球環境研究センターの伊藤昭彦さんは、炭素循環／収支のモデリン
グを始めたとき、他の生物学者からそれがなぜ生物学なのかと言われたそうで
す。

【五箇】彼の仕事には期待したいです。生き物学からみたら面白くないから揶
揄されてしまいますが、生態系機能の解明という観点から地球環境という分野
では重要です。

（注 1）生物多様性と生態系サービスに関する動向を科学的に評価し、科学と政策のつな

がりを強化する政府間のプラットフォームとして、2012 年４月に設立された政府間

組織。科学的評価、能力開発、知見生成、政策立案支援の４つの機能を柱とし、気候

変動分野で同様の活動を進める IPCC の例から、生物多様性版の IPCC と呼ばれること

もある。（環境省ウェブサイトより引用）
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＊このインタビューは 2016 年 4 月 21 日に行われました。

■デジタルカメラで広がる観測ネットワーク
【向井】小熊さんは『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）のなかで、“ フェノロジー ”
（注 1）について執筆されていますね。
【小熊】もともとフェノロジーが専門ではないので、執筆依頼された時には

ちょっと戸惑いました。
【向井】では、小熊さんが専門としている分野は何ですか。
【小熊】ひとことで表現するとリモートセンシングですが、人工衛星によるリ

モートセンシングではなく、観測対象に近づいて撮影した画像や映像などを使
い、生態系などの変動を詳細に調べることを行っています。
　地球環境研究センターとして高山帯モニタリングを行うことが決まったと
き、調査地を選定し、現地で植生調査をするのでは場所が限定されたモニタリ
ングになってしまいますし、担当は私一人ですから、そもそも精緻な植生調査
はできないと考えました。衛星リモートセンシングを活用しようとも考えまし
たが、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の陸域観測技術衛星「だいち」の運用
がモニタリング開始直後に停止してしまい、使える衛星データが少なくなって
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しまいました。そこで、デジタルカメラ（以下、デジカメ）を高山帯に常設し、
定点撮影することが、スケール的にもコスト的にも労力的にも現実的な方法だ
と考えました。さらに、最近はデジカメやスマートフォン（以下、スマホ）が
広く普及しています。登山中の記録を撮影する人も増えたことから、そういう
人たちに「センサー」の役をしていただき、いろいろなところで撮影した情報
を集約することができるのではないかと考えています。この方法ですと、衛星
よりも高頻度の観測と、高い解像度の画像による観測ネットワークができると
思っています。

【向井】カメラ自体の進歩も大きいですね。
【小熊】フィルムカメラからデジカメになったときに飛躍的に進歩しました。

今ではスマホで撮影すると、位置情報付きの高解像度のデータをすぐにソー
シャルネットワーキングサービス（SNS）などネットに上げることができます。
いろいろな画像・映像情報を使ってモニタリングする技術的な土台ができてき
ました。

【向井】カメラがすぐにネットワークに結びつくということですね。
　フェノロジー研究のポイントはたくさんあると思いますが、『事典』のなか
では、カラマツ植林地での森林の二酸化炭素（CO2）吸収量の季節変化と森林
の投影画像でカラマツの展葉時期などを比較しています。こういうのには特殊
なカメラを使うのでしょうか。

【小熊】普通のデジカメです。特殊なものを使わなくても汎用品で観測できる
ところがメリットだと思います。

■デジカメと衛星画像データでフラックスの変動を推定
【向井】現在の観測目的は植物の季節変化の長期変動を探ることですか。
【小熊】そうです。植物の季節変化の長期的な変動については、実はかなり昔

から行われています。世界的に見ると、イギリスでは 1753 年から約 250 年
間、人がいろいろな場所で 405 種の植物の開花日をずっと記録し続けています。
その結果、1760 年頃に比べて最近の 25 年間の開花は 2.2 ～ 12.7 日早くなっ
ていることが論文化されています。日本では気象庁が 1953 年からサクラの開
花日をモニタリングしています。なお、植物に限らず、ウグイスやセミの初鳴
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きなど、生物の一年間の季節ごよみがフェノロジーです。最近の観測では、森
林などの CO2 フラックス観測サイトに森林のフェノロジーを観測するための
デジカメと人工衛星の観測を模擬できる分光放射計を一緒に設置し、人工衛星
データの観測手法を研究するといった動きもあります。

【向井】広域の植物活動を見るのでしょうか。
【小熊】人工衛星は広域の観測ができますが、直接的に植物の活動を見るわけ

ではありません。衛星観測では、地上の植物から反射された太陽光をその波長
別に分け、反射の強弱から植物の状態を推定するので、観測される分光反射率
と植物の状態とを対応づけることが必要となります。そこで、CO2 フラックス
の測定と同時にデジカメと分光放射計の両方で測定する動きが国内外で進めら

富士北麓フラックス観測サイトにおけるデジタルカメラを活用したカラマツ林のフェノ
ロジー観測の例
　上段：タワー上部からのカラマツ林全景の観測画像
　中段：葉への近接画像

下段：林床での魚眼カメラの観測画像。上 : カラマツ林の葉の展開と密度を観測する
ためのカメラ画像。下 : 林床の草本植生の観測用カメラ画像

＊観測機器や方法については http://db.cger.nies.go.jp/gem/ja/flux/remo.html を参照し
てください。

全景カメラ

林床魚眼カメラ

近接カメラ

03/05 04/25 05/20 08/16 11/08 12/14

上

下
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れています。日本国内だけでも現在 14 か所くらいのサイトでこのような観測
が行われています。地球環境研究センターの富士北麓フラックス観測サイトで
も、同様の方法でカラマツのフェノロジーと CO2 フラックスの対応を調べて
います。これにより、カラマツのフェノロジーがフラックスの季節変動に与え
る影響を評価できます。

【向井】陸上植生の季節変動・長期変動に関する長期観測網（Phenological 
Eyes Network: PEN）での活動ですね。これは日本で始まったと聞いていますが、
世界に展開してはいないのですか。

【小熊】PEN は国内 14 か所、国外には 15 か所展開されていますが、他にもい
ろいろなところで地上と衛星観測のリンクをも視野に入れた同様の活動が広
まっており、欧米ではそれぞれ大陸ごとにカメラネットワークがあります。一
方で市民活動家による観測もあります。デジカメによる観測は誰でも始めるこ
とができるので、観測点数も多くなります。樹木や森林の場合、対象とする木
を決めておけば、長期のモニタリングにつながります。開花などわかりやすい
ものに関しては個人のバイアス（先入観）はそんなに入らないと思いますが、
色の評価については、個人の判断では難しいところがありますので、デジカメ
を使って色の比率を評価することで多地点での比較ができます。

【向井】2016 年 3 月に終了した地球温暖化研究プログラムのまとめに、小熊さ
んは、日本での温室効果ガスの増加によると思われるフェノロジーの変化はま
だそれほど明確ではないというようなことを書かれていました。観測期間があ
まり長くないので、長期トレンドはまだ見えていないということでしょうか。

【小熊】観測を開始してまだ 5 年ですから、その間に検出可能な変化があった
らむしろ大変です。

【向井】どれくらいの観測期間が必要でしょうか。先ほどイギリスでは 250 年
とおっしゃっていましたが。

【小熊】可能な限り長期間としかお答えできません。イギリスの例では何世代
にもわたる人的な観測により、長期的な変化をとらえていましたが、一方でデ
ジカメをはじめとした最新の機材によって得られる色の変化や空間変動を定量
的に評価することによって、モニタリングの精度が上がってくると思います。

【向井】短い期間でも変化がわかるようになるということですね。
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■カメラの応用として広がる調査
【向井】カメラを応用した観測について、何か最近の話題があれば紹介してく

ださい。
【小熊】高山に限らず、カメラ技術を利用したサンゴのモニタリングも行って

います。ロボット船に水中カメラを取り付けて、サンゴの三次元データをとり、
分布や白化の状況を把握します。地球環境研究センターニュース（2015 年 7
月号「浅海底自動観測システムの紹介」）でも紹介しました。

【向井】深海性のサンゴの監視にも使えるのでしょうか。
【小熊】ターゲットにしているのはごく浅い水深 5m くらいのところです。これ

は一般にいわれている珊瑚礁の水深で、逆に浅すぎて今までは船が入っていけ
なかったので、ダイバーがコドラートと呼ばれる枠を置いて、ダイビングして
スケッチしていました。そういうところをロボット船に取り付けたカメラで捉
え、地理座標をつけ、三次元的な大きさもわかるような画像処理をしました。
残念ながら、予算の関係でサンゴの調査は2014 年度で終わってしまいましたが、
コンクリート護岸などの国土インフラ調査用として活路が見いだされました。

■雪融け時期がフェノロジーに影響する？
【向井】2016 年 2 月に長野県と国立環境研究所は、高山帯モニタリングに関す

る相互協力となる「生物多様性の推進に関する基本協定」を取り交わしました。
小熊さんは長野県でも活動を進めていますね。現在何か所にカメラを設置して
いるのでしょうか。

【小熊】長野県中心に 15 か所、北海道が 4 か所です。
【向井】高山帯でフェノロジー観測をするためにカメラを設置したのでしょうか。
【小熊】フェノロジー観測も大事ですが、フェノロジーを決める要因として、

雪がいつ融けたかということが多雪である日本の高山帯では特に重要です。し
かし、その情報も探してみるとなかなかなくて、いつ・どこから雪が融け始めて、
地表面が露出するかというのを観測し続けています。それに加えて現地機関や
大学などの協力を得て現場での植生調査をしていきます。雪が融けるタイミン
グが早くなっていくと、そこに生える植物の種類が変わってきたり、何らかの
変化が起きるかもしれません。たとえば、地面を這うように生えるハイマツが
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あります。雪が降っている間も緑の葉をつけて雪の中で耐えていますが、雪が
少なく冬の間も露出したままになってしまうと季節風に吹き付けられ緑葉は枯
れてしまいます。要するに雪がハイマツを守っているわけです。ところが、逆
に雪が多すぎると今度は物理的な圧力で折れてしまいますから、微妙なバラン
スで成り立っているといえます。

立山（富山県）の 5 年間の観測画像。日付については天候状況により前後 1 日程度異
なる場合がある。年により融雪の速度やパターン、紅葉時期などが異なることがわかる。

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

5月21日

6月21日

7月21日

7月21日

8月2日

9月1日

9月19日

10月1日

10月9日

10月21日

11月17日
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【向井】見かけ上何かが変化している、たとえば雪の量が変化していることに
対して、実際の生態系がどのように
応答しているのかというデータを集
積して、わかりやすく発信するのは
重要です。しかし、生態系がどう応
答しているのかというのは写真を見
ただけでわかるのでしょうか。

【小熊】植物が葉を開き始める時期や
生育期間の変化をはじめ、一年間の

降雪期間が変わっているというのを、山全体、または標高別に細かく見ること
はできると思います。

【向井】ある種の情報はカメラ画像による詳細な観測によって把握することが
できるということですね。

【小熊】高山植物の種類が変わったというところまではカメラ観測ではなかな
かわからないと思いますが、群落全体が標高の高い方に移動したとか、ある植
物が枯れてしまって違うものが入ってきたという変化はわかってきます。変
わってくるまでのプロセスとして、雪が融けるのが早くなったとかそういうこ
とが関連づけられます。

【向井】カメラの解像度によるのですが、ハイマツが一年間でこれくらい伸び
たというような情報は得られるのでしょうか。

【小熊】カメラの設置の仕方にもよりますが、得られると思います。たとえば
今、非常に理想的な環境に近いところでは、ギガパン（全方位・高解像度［ギ
ガピクセル］パノラマ撮影用）を使用して、細かい画像を撮ろうと試みていま
す。もちろん、一か所を詳細に観測するのがいいのか、安いカメラでいいから
数多く設置して場所的な偏差をなるべくならしていく方がいいのか、という選
択はあると思いますが。

■山小屋との協力関係
【向井】ローカルな現象を広域的に捉えるよう、広いところを視野に入れてカ

メラを設置しているのでしょうか。
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【小熊】両方です。今回長野県と協定を結びましたが、長野県などが植生調査
を行っているようなところでは、もう少し植生の個体が識別できるくらいの解
像度で観測しています。もっと広域的に 5 ～ 6km スケールの雪融けを見てい
くところもあります。高山帯の多くが国有林かつ国立公園であることから、新
しい工作物を作るのは望ましくありません。そこでカメラの設置は山小屋にお
願いすることが最も相応しいと考えました。幸い日本の山小屋は眺望のいいと
ころに建っていますから、そこにカメラを置かせていただければ、全体を観測
することができます。

【向井】山小屋は民間の運営ですか。
【小熊】一部町営のものもありますが、ほとんどは民間です。
【向井】民間の場合、どんな協力体制になるのでしょうか。
【小熊】たとえば、オリジナルの静止画像はこちらで回収しますが、高頻度で

更新するような画像は山小屋のウェブサイトに使ってもらうようにしていま
す。

【向井】山小屋にとってもメリットがありますね。登山者にも何か利点がある
のでしょうか。

【小熊】山の天気などの国内数十か所の高山帯の最新画像を、スマホやタブ
レ ッ ト で 見 ら れ る よ う に な っ て い ま す（http://db.cger.nies.go.jp/gem/ja/
mountain-mobile/index.html）。

山小屋に設置したカメラの例
（爺ヶ岳観測サイト。奥に見

えるのは鹿島槍ヶ岳。）
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■長期のデータ蓄積から得られる情報
【向井】山小屋に設置したカメラではどれくらいの頻度で画像を撮っているの

ですか。また、送られてくる膨大な画像データをどう処理しているのでしょう
か。

【小熊】大半のサイトでは 5 時から 17 時まで、１時間に 1 回撮影しています。
しかし山は霧や雲に覆われることも多いので、1 日のなかで使える画像が数枚
あるかないかです。北アルプスでは、長距離無線 LAN のネットワークができ
ていますから、画像が撮れたらすぐにインターネットを介して研究所に送られ
てきます。また、携帯キャリアの電波を使って送信している場所もあります。
こういうことができるようになって、モニタリングが可能になりました。

【向井】長野県と協力しつつ、今後さらに観測を広げるのでしょうか。融雪時
期の変化がライチョウへ及ぼす影響などもテーマになりますか。

【小熊】ライチョウの生息域となっているハイマツ帯がいつ雪から出てくるか
ということもライチョウの食料の供給という観点からみれば重要な要素です。
最近は北アルプスでニホンザルが 3,000m 級の山に上がってきて、ライチョウ
のヒナを捕食しています。それも温暖化影響といえるかもしれません。

【向井】そういうことも含めて長期的にモニタリングしていくんですね。
【小熊】そのあたりは、むしろ向井センター長にご相談したいところです。
【向井】長期間のデータを蓄積することでより貴重な情報が得られると思いま

すので、地球環境研究センターとしても推進していこうと考えています。今後
ともよろしくお願いいたします。

（注１）フェノロジー（phenology）は生物季節（学）と訳され、季節の移り
変わりに伴う動植物の行動の状態の変化と、気候あるいは気象との関連を研
究する学問。
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7 章　人間社会の温暖化影響と適応

　7.1　水資源・水利用…花崎直太さん

　7.2　農業…高橋潔さん【1 章に掲載】

8 章　緩和策

　8.1　温暖化対策シナリオ分析…甲斐沼美紀子さん

　8.2　温暖化対策モデル…増井利彦さん【4 章に掲載】

　8.4　需要側対策（民生部門）…金森有子さん

　8.7　部門横断的対策「見える化」…岩渕裕子さん

　8.9　森林減少の防止…山形与志樹さん

　8.10　中期（～ 2020 年）の温暖化対策…増井利彦さん【4 章に掲載】
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＊このインタビューは 2016 年 10 月 4 日に行われました。

■地球水循環の講義がきっかけで水文モデルへ
【伊藤】『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）のなかで、花崎さんは “ 水資源・

水利用 ” の章を担当されました。花崎さんは東京大学生産技術研究所の沖大幹
先生の研究室の学生のころから水文モデルを開発してきました。この分野を選
択する原点や契機は何だったのでしょうか。

【花崎】私は大学で土木工学を専攻していました。土木工学科では自然のこと
から社会のことまで幅広い授業を受けたのですが、そのなかに衝撃的な授業が
ありました。アメリカ航空宇宙局（NASA）での研究を終えて帰国したばかり
の沖先生の地球水循環の授業でした。そこでは、地球上のさまざまな気候がい
くつかの基本的な物理法則で決まっていることを教わりました。特に時間的に
も空間的にも壮大なスケールの熱塩循環（注 1）にはとても感動しました。そ
れが地球の研究をしたいと思った出発点になります。

【伊藤】水循環は、地球のシステムにおける自然科学的な側面と人間が水をど
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う使うかという社会科学的な側面があります。最初は何から入っていかれたの
ですか。

【花崎】大学院に進学して沖研究室に入り、念願の地球水循環の研究を始めま
した。最初は何をしていいのかわからずにいたところ、沖先生がちょうど世界
の川の流れのシミュレーションをされていて、そこにダムの操作を入れること
を任されました。ダムは世界に 40,000 基以上造られていますが、ダムが地球
水循環をどう変えているのか、当時はほとんど知られていませんでした。ダム
の操作を考えるにはどうしても下流の水の利用を連動させなければならず、そ
こから水利用の研究にとりかかりました。

■新しいモデルを開発し、多くの人に使ってもらいたい
【伊藤】水は気候、農業、健康問題などに深くかかわっています。このような

多くの人がかかわる学際的な分野で研究をうまく進めるコツのようなものはあ
るのでしょうか。

【花崎】自分が学際的な研究をうまく進められているのかわからないですが、
そもそも水単独の問題はないのです。たとえば、水不足はそれ自体が問題なの
ではなく、水が不足することで、農作物の成長が悪くなったり、工場を止めな
ければならず生産が減ったりすることが問題です。私自身、水問題の専門家だ
と感じたことはあまりありません。

【伊藤】しかし、花崎さんはご自身で全球水資源モデル H08（http://h08.nies.
go.jp/h08/index_j.html）を開発して、いろいろな研究をされています（注 2）。
私が感心するのは、花崎さんは自分の研究を進めるだけではなく、きちんとマ
ニュアルを作り、アジアの人たちにトレーニングコースを行っていることです。
ああいうモチベーションはどこからくるのでしょうか。

【花崎】大学院で水循環の研究を始めたときに、大気大循環モデル（GCM）と
の出会いがありました。当時、真鍋淑郎先生が地球フロンティア研究シス
テムに在籍されていて、1960 年代、世界で最初の GCM を一人で開発され
た話を聞き、自分で新しいモデルを作ることにとてもあこがれました。ま
た、沼口敦先生（故人）が開発した日本の GCM（現在の MIROC（Model for 
Interdisciplinary Research on Climate）という気候モデルの原型）は沖研究室
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でも何人かの先輩や後輩が利用していましたが、彼らの机の上には沼口先生が
作成された 200 ページものマニュアルがいつもありました。読みやすく使い
やすいソースコードとマニュアルがあるから多くの人が使え、GCM 研究が大
きな広がりになったと教えられて、自分もいつかそうなりたいと強く思いまし
た。私が H08 モデルを開発したのは博士課程のときでしたが、その時はとて
も公開できるものではありませんでした。ソースコードの書き直しとマニュア
ルの作成を終えて公開したのは 2013 年です。
　トレーニングコースについては、基本的に教えることが好きなのだと思い
ます。2015 年にソウル大学（韓国）などの学生さんを国立環境研究所に招き、
トレーニングを行ったのはよい思い出です。タイのモンクット王トンブリー工
科大学、王立灌漑局、気象局の研究者や技術者とも 7 年以上共同研究を行っ
ていて、タイで 3 ～ 4 回集中講義をしたこともあります。

H08 モデルのウェブサイト、マニュアル（一部）、入力データサーバ

2015 年 5 月、タイの研究者・
技術者たちとの会合が国立環
境研究所で行われた。
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■日本の将来の水資源量は…
【伊藤】“ 水資源・水利用 ” では主に世界の水利用のことを書かれていて、日本

国内の水資源問題には特に触れておられませんが、日本では将来的に十分に水
が利用できると考えてよいでしょうか。

【花崎】執筆の時からその指摘はありましたが、当時は自分が進めている研究
しか見えてなかったので、世界のことだけ書きました。
　世界全体での水資源問題を考えるときに真っ先に見なければいけないのは、
水資源量（川の流れ）と水使用量のバランスです。その点からいうと、日本は
狭い国土に人口が多いのでかなりの水使用量がありますが、水資源量もそれな
りに豊富で、水を効率よく管理する技術も発達しているので、あまり逼迫はし
ていません。ただし、局地的には問題を抱えています。たとえば、福岡市は流
域面積が小さいところにたくさんの人が住んでいて、水不足が潜在的に起こり
やすい地域です。

【伊藤】私の出身の愛媛県は瀬戸内式気候で割合雨が少ない地域です。将来、もっ
と雨が少なくなってしまったら大変だなということが実感としてあります。しか
し、温暖化が進むと日本全体としては降水量が増えるとみていいのでしょうか。

【花崎】温暖化すると日本の年降水量は増えるという予測が多いのですが、や
はり局地的にみると、2016 年の春先に起きた関東の渇水のように、その年の
気象条件で（たとえば、台風がひとつ来るか来ないかで）大きく状況が変わっ
てきます。

■影響評価から適応を重視した研究へ
【伊藤】干ばつやゲリラ豪雨など、ここ数年は極端現象が注目されているよう

な気がします。最近の極端現象についても花崎さんは取り上げていきたいと
思っていますか。

【花崎】私自身が研究するのは難しそうですが、研究コミュニティ全体では、
活発に研究が行われています。たとえばゲリラ豪雨については、新しい気象レー
ダーを使って、豪雨の「タマゴ」を早期に見つける研究などが行われていますよ。

【伊藤】将来温暖化が進んでゲリラ豪雨の頻度や強度が増すなら、それをいち
早く察知できるようなシステムを構築するのも適応だそうですね。生態系では、
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適応というと生物が標高の高い方に移動できるよう回廊（コリドー）を造るこ
となどが挙げられますが、水資源や気象でいう適応は違うということに最近気
づいて、面白いと思いました。

【花崎】防災に関する適応は、究極的には人命が失われることを防ぐのが最も
重要です。洪水をどれだけ早く知ることができるかによって、被害の程度がまっ
たく変わってきます。それがまさに適応ですね。

【伊藤】水利用に関する適応については、花崎さんは、「水利用を柔軟に変化さ
せていくこと、つまり温暖化への適応が重要である」と書かれています。

【花崎】水資源の適応方法には、供給を増やすか需要を減らすかという二つと、
技術的な解決か制度的な解決かという二つがあります。具体的には、ダムを造っ
たり地下水を開発したりするのは供給量を増やすことで、灌漑の効率をよくし
たり節水型の機器を導入したりするのは需要量を減らすことです。制度的なも
のとしては、水に適正な価格をつけて節水意欲を高めることなどがあります。
実施にあたってはどれか一つというわけにいかないので、これらを組み合わせ
ることになるでしょう。
　『事典』を書いた頃の研究は影響評価が中心でした。適応の重要性は当時も
指摘されていましたが、具体的な研究が少なかったのです。しかし最近、温暖
化影響の研究者も具体的な適応策を提案するような論文を発表するようになり
ました。たとえば、灌漑には、川から直接田畑に水を投入する湛水方式、スプ
リンクラー方式、チューブを使って作物の根元だけに水をたらす点滴灌漑方式
などの方法がありますが、方式を変えることでどれだけ節水できそうか（つま
り、温暖化による水資源量の減少に対して適応できそうか）を見積もる研究な
どが行われています。ただし、節水をすると、塩類を灌漑水で土壌の深くに押
しとどめる効果も減るので、乾燥地では塩害が起きるリスクを高めてしまいま
す。節水できても代わりに塩害が起きるのでは適応にはならないので、慎重な
検討が必要です。適応の研究はまだ始まったばかりです。

■ 2000 年以降増えた水資源の指標
【伊藤】水資源で使われる指標は『事典』で書かれている水ストレス指標（年

間流出量に対して年間取水量の割合が 0.4 を超えた場合）以外にもあると思い
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ます。そういったものを使って研究することはありますか。また、自分で新し
い指標を作ってみたいですか。

【花崎】地球規模の水資源の評価では指標がよく使われますが、それには理由
があります。地球の水循環や水利用がコンピュータで計算できるようになった
のは 2000 年以降のことです。それまでは基本的に統計書に示されたわずかな
種類の情報しかなく、それらを組み合わせた概念的な指標が利用されました。
ご質問にある指標もそうしたものの一つです。2000 年以降はコンピュータシ
ミュレーションが進み、世界各地の雨、蒸発、川の流れなどが計算できるよう
になりました。最初はシミュレーション結果を使って従来からある概念的な指
標を計算していましたが、その後すぐに、使える情報を駆使したたくさんの新
しい指標が提案されるようになりました。最近は指標だけをレビューした論文
がいくつも出るというような状況です。ただ、案外すぽっと抜けている要素も
あります。たとえば、乾季の水不足と雨季の水余りのコントラストがアジアの
特徴ですが、ヨーロッパの研究者はどうもそこに目がいきません。そういう要
素をよく表現できる指標ができるといいのではないかと思います。

■シナリオに基づくシミュレーション結果
【伊藤】最近の花崎さんの研究では、シナリオに基づいて、ご自分のモデルを使っ

た将来のシミュレーションをされていますね。シナリオベースの研究の面白さ
と難しさは何でしょうか。

【花崎】シナリオを利用した将来予測の研究はしますが、正直言って楽しいと
思ったことはなく、いつも苦しいと感じています。将来の社会について客観的
に予測できる要素はほとんどないので、シナリオは文字通り、主観的な「台本」
や「お話」になってしまいます。論文を書くときなどは、本当にこれでいいの
かなと考えこんでしまいます。ただ、多くの人が心配していることを定量化す
るのはとても重要なことで、実際、数字にしてみてはじめて、問題の深刻さが
わかります。また、シナリオを大きく変えても結果が全然変わらないとき、根
源的な問題の存在に気づくこともあります。

【伊藤】自分のモデルで行った将来のシミュレーションを人が信じて何かに使
われると、適用可能な範囲で正しく使われているかなどでとても不安になるこ
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とがあるのですが、ちょっとやそっとでは変わらないような頑健な結果が出て
くれば、自信をもって出していきたいということですね。

【花崎】個人や企業の具体的な行動や投資の判断に使えるほど詳細で頑健な将
来社会のシミュレーションというのは、この先どんなに研究が進んでも難しい
のではないでしょうか。しかし情報が普及し地球温暖化問題が世間でよく知ら
れるようになりました。全体像が伝わっているので、一つのシミュレーション
結果が独り歩きしたり、曲解されたりすることも以前に比べるとかなり少なく
なっていると思います。

■観測との協働によるモデル検証に期待
【伊藤】地球環境研究センターでは観測とモデル研究者が協働しています。残

念ながら水に関する観測はあまり行
われていませんが、観測との連携に
よってモデルを高度化したり、精度
を上げていったりすることは考えて
いますか。

【花崎】観測こそすべての科学の基礎
であり、個人的には観測に携わる研
究者や技術者をとても尊敬していま

すので、協働の機会があればと思っています。ただ、世界中の川の流れを扱う
私の H08 モデルは地上観測との連携が特に難しいのです。たとえば、数地点
の川の流れの観測データがあったとしても、世界のごくわずかな地域の検証に
しか使えません。たくさんの地点を長期間精度よく観測するとなると個々の研
究者の力では無理で、どうしても国や地方自治体による現業観測データに頼ら
ざるを得なくなります。

【 伊 藤 】 地 下 水 に 関 す る 観 測 が 少 な い と 聞 い て い ま す。GRACE（Gravity 
Recovery and Climate Experiment）など最新の観測を使えば、モデルが飛躍
的によくなりますか。

【花崎】衛星重力ミッション（GRACE 衛星）の観測データにより、実際、水循
環モデルの検証に革命が起きました。従来、モデルの検証は川の流れのシミュ
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レーションと観測とを比較することだけで行っていました。GRACE は陸域貯
水量といって、陸上の水分全体の変化を観測することができます。H08 モデル
で計算した土壌中の水や地下水と雪の量、ダムの貯水量などの変動と、GRACE
での観測による変動を比べることでモデルの検証ができます。ちょうど今、そ
の結果を論文にまとめているところです。
　その他の衛星観測にも期待しています。たとえば、多くの途上国では主要ダ
ムの操作データを公開していません。エジプト南部からスーダン北部にはナ
イル川をせき止めて造ったナセル湖という世界最大級のダム湖があるのです
が、研究者はダム湖に今どれだけ水があり、いつどれだけ放流しているか、知
ることができません。ところが、高精度な高度計を搭載している人工衛星が飛
んでいて、地表の水面の標高を定期的に観測しています。同時に衛星写真を撮
るとダムの湖面積も出ます。湖面積と水面標高の変化を掛けることでダム湖の
水の容量の変動を出せるようになります。いろいろな課題があり、現在はこの
技術を適用できるダム湖が少なく、精度も低いのですが、2020 年頃打ち上げ
が予定されている地球観測衛星（NASA による表層水観測衛星 SWOT（Surface 
Water Ocean Topography））を利用すると、飛躍的に精度が上がるといわれて
います。こうした技術には期待しています。

■社会的データの収集の難しさ
【伊藤】H08 には自然科学だけではなく、社会的な要素が入っています。社会

的なデータはどうやって集めているのでしょうか。
【花崎】直接的なデータ収集はとても困難で、国連機関や各国の発行する公的

なデータを使います。食糧農業機関（FAO）の AQUASTAT は世界の水資源と
水利用に関するデータベースですが、欠損が多くデータが足りないので、現在、
協力者と各国のデータを集めているところです。

■水問題は社会情勢との連動が強い
【伊藤】『事典』を書かれてから国際的な研究プログラムの Future Earth が始まっ

たり、2015 年には温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定が採択されたり
して、社会情勢が変わっています。水の問題はそういった社会情勢に応じて変
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化してきているのでしょうか。昔から主要なテーマは一貫していて、それに微
修正があるくらいなのでしょうか。あるいはダイナミックなものなのでしょうか。

【花崎】2015 年に持続可能な開発目標（SDGs、p83 豆知識参照）が策定され、
国際的な研究プログラムが SDGs 達成と低炭素社会の実現を組み合わせていく
方向に変わりつつあります。
　SDGs のような全球規模のテーマと私の地球水資源の研究は一見近いように
見えますが、実は遠いのです。SDGs は、すべての人が安全で安価な飲料水に
アクセスできるかなど、個々の人間にとっての水問題を扱いますが、私たちの
グローバルなモデルでは、50km 四方の水資源量がどれくらいかということを
見るので、かなりのギャップがあります。こうしたモデル計算をどうやって個々
の水問題と結びつけるのかというのが、次の大きな課題です。

■水問題の温暖化への適応を書くべき
【伊藤】『事典』の改訂版が出るとすれば、書きたいことは何ですか。
【花崎】やはり、適応について書くべきでしょうね。どこまで研究が進んで、

何が足りないのか、整理する必要があると思います。SDGs については、世界
が水問題に関して求めていることを整理して、多くの人に知ってもらうのがい
いでしょう。また、私が執筆者になるかどうかわかりませんが、日本の温暖化
の影響・適応について新しくわかってきたこともどんどん紹介できればいいか
と思います。

（注 1）海水の温度と塩分による密度の差によって生じる地球規模の海洋の大循環

（注 2）花崎直太「世界の水資源のコンピュータシミュレーション」国立環境研究所ニュー

ス 29(3), 2010 年 8 月 , 5-8．http://www.nies.go.jp/kanko/news/29/29-3/29-3-03.html

花崎直太「続・世界の水資源のコンピュータシミュレーション」国立環境研究所ニュー

ス 34(4), 2015 年 10 月 , 6-9．http://www.nies.go.jp/kanko/news/34/34-4/34-4-03.html
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＊このインタビューは 2015 年 10 月 2 日に行われました。

■ 2050 年 80％削減へ―3 つのシナリオで検討
【花崎】国際社会では、産業革命前と比較して全球の平均気温の上昇を 2℃未

満に抑える「2℃目標」が合意事項となっています。その関連研究と動向につ
いて甲斐沼さんにお聞きしたいと思います。最初に 2015 年 9 月に発行された
大幅な炭素排出削減に向けた道筋プロジェクト（DDPP）の報告書の内容につ
いて簡単に教えていただけますか。

【甲斐沼】国連気候変動枠組条約（UNFCCC）締約国会議（COP）では、2020
年以降の気候変動に対処するため、196 の加盟国 / 地域が温室効果ガス削減目
標を決めようとしています。しかし、UNFCCC では、多数決ではなく、コンセ
ンサス方式（明確な反対意思の表明がなくなるまで議論を続ける）で合意し、
採択するので、なかなか動きません。これまでの経験から、「2℃目標」を達
成するために、全球でどれくらい温室効果ガスを削減しなければいけないかに
合意し、その後、各国がどれだけ削減するかを割り振るという手順で削減目標
を決めるのは難しそうでした。そこで、各国が 2020 年以降の削減目標を決め
て、これを「約束草案」として、2015 年末にパリで開催される第 21 回締約国
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会議（COP21）の前に表明することが、ワルシャワで開催された COP19 で決
まりました。温暖化対策に関しては、エネルギーシステムの変換や人々の意識
改革も必要となってきますから、長期目標も必要です。DDPP はコロンビア大
学の Jeffrey Sachs 教授とフランス持続可能開発・国際関係研究所の Laurence 
Tubiana 所長（現在は COP21 の気候変動特別大使）が提唱し、2050 年の温室
効果ガス削減シナリオを各国の研究者が作るプロジェクトとして 2 年前に始
まりました。2014 年 9 月の国連気候サミットで中間報告が発表され、2015 年
の報告書はさらにそれを深めて、COP21 に向けて各国が 2050 年の削減シナリ
オを作成しました。

【花崎】何か国くらい含まれるのでしょうか。
【甲斐沼】スタートのときは 15 か国だったのですが、その後イタリアが加わ

り 16 か国になりました。世界の温室効果ガスの排出量に占める割合は、その
16 か国で 74％になります。

【花崎】研究者が執筆しているのですか。政府の政策方針は入っていないので
しょうか。

DDPP における対策の 3 つの柱
　DDPP では、GDP に対するエネルギー強度、発電部門の炭素強度、最終エネルギー消
費での電力のシェアを取り上げ、2010 年から 2050 年にかけての変化を 16 か国の対策
効果を比較した。

(a) Energy intensity of GDP

(b) Energy supply decarbonization – Carbon intensity of electricity

(c) Electrification, share of electricity in final energy

DDPPにおける対策の3つの柱

(a) エネルギー消費の削減

2010 (基準年）

（b）電力・燃料の低炭素化

（c）需要部門のエネルギー源の低炭素化

参照

ミックス

原子力ゼロ

CCS半減

2010 (基準年）

2010 (基準年）
参照

ミックス

原子力ゼロ

CCS半減

参照

ミックス

原子力ゼロ

CCS半減
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【甲斐沼】研究者がメインになっていますが、政策方針が基本になっています。
日本は、2050 年までに温室効果ガスを 1990 年比で 80％を削減する長期目標
を掲げていますから、それを目標として実現可能性を考え、3 つのシナリオで
比較検討しました。1 つ目は想定できるすべての技術が利用可能としたミック
スシナリオ、2 つ目は原子力を使わないシナリオです。3 つ目は、二酸化炭素

（CO2）回収・貯留技術（CCS）の導入を半分に抑えたシナリオです。CCS はま
だ日本では実証試験中です。中央環境審議会の報告では、2050 年に CCS は年
間 200 MtCO2/year（2 億トン）くらい回収・貯留できるといわれていますが、
その半分で 2050 年に 80％削減を実現できるかどうかを検討しました。

【花崎】なるほど、技術的な実現可能性が示されているのですね。
【甲斐沼】コストも計算しています。3 つのどのシナリオもだいたい省エネで

エネルギー需要量を半分にし、残りの対策はカーボンフリーのエネルギーを使
用するというものです。計算してみると、省エネは経済的にベネフィットがあ
るので、BAU（特段温暖化対策をしないケース）でもかなり進みますが、カー
ボンフリーのエネルギーより発電コストの安い石炭火力が BAU では使われる
と予想されるので、エネルギー生産での CO2 原単位（１単位のエネルギーを
生産する時に排出される CO2）は増えます。対策シナリオでは、CO2 排出量削
減に有効な再生可能エネルギーが増えます。国内総生産（GDP）全体に与える
経済的な影響については、2050 年で 0.02％と少ないというのが結論です。

【花崎】DDPP 報告書への反応、受け止められ方はどんな感じでしょうか。
【甲斐沼】9 月にフランスをはじめ、日本、英国、米国、中国、インド、南ア、

2015 年 9 月に開催された DDPP プロジェ
クトのメディアを対象とした報告書発表
会の様子
　左から 2 人目が DDPP を立ち上げた
Tubiana 所長（COP21 気候変動特別大
使）。
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ロシアなど約 15 か国 25 名程度のメディアの方々に紹介しました。Tubiana 氏
からも長期目標の検討が重要であるとの説明がありました。しかしまだ日本の
なかでの認識は低いので、2015 年 10 月 29 日に東京でワークショップを行い、
作成したシナリオの実現可能性や実例を紹介する予定です。東京都はかなり熱
心に CO2 削減に取り組まれていて、最終エネルギー消費量は下がってきてい
ます。また、省エネ機器やホームエネルギーマネジメントシステム（HEMS）、
エネルギー管理システム（BEMS）等を通じた CO2 削減の可能性や再エネ導入
に向けた取り組みを企業の方々にも話をしていただくことになっています。そ
して、こういう取り組みをもっと日本全国で広めたら 80％削減できるのでは
ないかということを紹介したいと思っています。

■ 2℃目標からはじまる議論
【花崎】2℃目標というのは非常にわかりやすいのですが、一般的な根拠はあ

りますか。私は温暖化影響評価の研究をしていますが、2℃の前後で温暖化影
響が劇的に変わるかというと、そうでもなさそうです。

【甲斐沼】2℃目標を達成するのは絶対無理だから 2.5℃という意見もあります
し、島嶼国の人たちはすでに影響を受けていて、先進国の人たちには 1.5℃に
安定化してほしいという意見もあります。2℃というのは、みなさんが目安に
しやすい、わかりやすい一つの目標ではないかと考えています。ただ、2℃目
標の達成が非常に難しいのも事実ですし、現在出てきている約束草案を足して
もまだ足りなくて、3.5℃まで上がるのではないかという計算もあります。少
なくとも今のまま温室効果ガスを排出していくと気温はどんどん上がってい
き、2℃目標は達成できません。しかし 2℃目標があるから、目標達成のため
にもっと努力していきましょうという話し合いになります。

■ビルの建築基準から 450ppm を感覚的に理解する
【花崎】気温上昇の目標の他に、温室効果ガス濃度の目標が示されることもあ

りますね。ただ、CO2 の濃度が 450ppm といわれても感覚的にわかりません。
【甲斐沼】建物の室内に CO2 濃度の基準があるのをご存知ですか。映画館や会

議場など、人が集まってくると CO2 濃度が上がりますので、窓がないところ
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は空調ができるようにしなければなりません。そういう建物は、外気と空気を
入れ換えて、室内の CO2 濃度が 1000ppm 以下になるように造らなければいけ
ないという基準が建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管理法）
にあるのです。1000ppm 以上になると非常に敏感な人はちょっと眠くなり、
空気を入れ換えてフレッシュな空気を吸いたくなります。

【花崎】1000ppm というのは空気を入れ換える指標として使っているのですね。
【甲斐沼】現在外気の CO2 濃度は 400ppm を超えていますが、気候変動に関す

る政府間パネル（IPCC）第 5 次評価報告書（AR5）の代表的濃度パス（RCP、
p38 豆知識参照）シナリオの 8.5 ですと、2100 年には 800ppm 以上になって
しまいます。そうすると換気しても外気が 800ppm 以上では空気を入れ替え
ても 1000ppm 以下にするのは厳しくなります。

【花崎】なるほど、温暖化問題を放置すると CO2 濃度が現在の環境衛生管理基
準に達してしまうというわけですね。少し実感がわいてきました。

720－1000 ppm CO2eq
580－720 ppm CO2eq
530－580 ppm CO2eq
480－530 ppm CO2eq
430－480 ppm CO2eq               
AR5データベースの範囲
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温室効果ガス排出量の予測（出典： IPCC AR5 WGIII 図 SPM.4（上図））

■地球温暖化研究：AIM の開発からシナリオへ
【花崎】甲斐沼さんは長年にわたって温暖化対策のシナリオ分析を実施されて

きました。シナリオの研究を始められたのはいつ頃からでしょうか。
【甲斐沼】まず、地球温暖化の研究を始めたのが 1990 年です。その年の 7 月

に国立公害研究所が国立環境研究所に改称され、それまでは典型 7 公害（大
気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭）が研究対象でし
たが、国内のことだけではなく、地球全体の研究が必要となってきました。そ

温暖化事典その後_20170321(フォント置き換え).indd   151 2017/03/23   8:14:33



152

して地球環境研究グループができて、私はそこの温暖化影響・対策チームに所
属になりました。地球温暖化問題は今後重要になるという意識はありました
が、温暖化対策技術の開発を行う下地はありませんでした。その頃、アメリカ
の ICF コンサルティング社が温暖化の統合評価モデルを作り、いろいろな分析
結果を政府に出していました。1990 年に公表された IPCC の第 1 次評価報告
書（FAR）にもシナリオの分析結果が出ていました。そこで、森田恒幸室長（当時）
を中心に、どれくらい温暖化が進むか、温暖化が進んだらどういう対策が必要
かという統合評価モデルを作り、日本やアジアを対象とした分析をしようとい
うことになりました。当時中国やインドは CO2 排出量がそんなに多くなかっ
たのですが、今後経済発展に伴って増加し、その動向が非常に重要になってい
くはずなので、そのなかで日本がアジアの温暖化対策に貢献できるよう、アジ
ア太平洋統合評価モデル（AIM）の開発が始まったのです。どういう対策をし
たらどれだけ削減できるかというボトムアップの対策モデルからはじめ、その
後経済影響が分析できるモデルも含めました。1995 年に出版された IPCC の第
2 次評価報告書（SAR）で AIM の結果が引用されました。その後、2000 年の
IPCC 排出シナリオに関する特別報告書（SRES）の作成過程に深く関わることで、
ストーリーラインを含めたシナリオ研究が進展しました。さらに SRES をベー

スにした AIM の対策シナリオが 2001 年の
IPCC の統合評価報告書に出ています。社
会経済の予測は困難で、過去のトレンドだ
けでは追えませんから、どういう世界に住
みたいのか、どういう世界に発展していっ
たらいいかということをいろいろな立場の
人にインタビューし、経済が発展する社会
か、環境重視の社会かという軸と、グロー

2015 年 1 月に開催された第 20 回 AIM 国際ワー
クショップ（9 か国から 90 人の参加があった）
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バルになっていくのか、経済や政治が地域ごとにブロック化していくのかとい
う地理的な軸でまとめられました。これによりシナリオ研究が集大成されて、
比較的受け入れやすくなりました。

【花崎】シナリオ研究の発展は、主に政策的なニーズからでしょうか、研究者
の興味からでしょうか。

【甲斐沼】両方かもしれません。IPCC
第 3 次評価報告書（TAR）の頃は対象
としていた温室効果ガスは CO2 だけ
でした。エネルギー関係なのでグロー
バルにデータがとりやすかったです
し、対策についても技術的な面での
理解が進んでいたからです。その後、

CO2 以外の温室効果ガスにも着手しました。アメリカ環境保護庁（EPA）の人
が CO2 以外の温室効果ガスの対策リストを作成し、データ整理をしてくれま
した。それを使って、CO2 以外の温室効果ガスで 450ppm 安定化シナリオを
作るというエネルギーモデリングフォーラム（EMF）の課題に取り組みました。
政策のニーズを考えながら研究的にできるところを進めてきました。

■ AR6 でレビューされるシナリオ開発
【花崎】IPCC は第 6 次評価報告書（AR6）に向けて動いています。甲斐沼さん

の研究分野ではどういった要素が AR6 に新しく入ってきますか。
【甲斐沼】共通社会経済シナリオ（SSP）です。2℃目標が達成されても温暖化

影響は現れるので、適応と緩和の両方を考慮したシナリオが AR6 ではレビュー
されるのではないかと思います。そのシナリオをベースに気候影響などモデ
ルの開発も進むのではないかと思います。私たちが取り組んでいる SSP では、
SSP2 と呼ばれる経済がある程度成長して適応もできる社会、SSP3 と呼ばれる
石炭を大量に使用して CO2 を排出している（それをいいとは思っていませんが）
割には経済的に自立できず、適応が非常に難しい社会、SSP5 と呼ばれる石炭
を大量に使って CO2 を排出していても防波堤を上げるなど技術革新的な適応
策がとれるような社会、SSP1 と呼ばれる CO2 は出さないし、再生可能エネル
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ギーなど積極的な適応策が行われていて、比較的いい暮らしができる社会、そ
ういったシナリオを検討しています。

【花崎】適応策は主にお金があるかどうかにかかってきますね。
【甲斐沼】そう思います。適応は影響が現れたらすぐに進めなければいけない

ところもありますし、空調の導入などエネルギーシステムの変更を伴うものに
は長期の更新計画が必要です。

【花崎】緩和策をこれくらい実施して、適応策もこれくらい実施すると、これ
くらいのダメージで収まりますというような総合的な温暖化対策の提案を、
AIM では具体的にどのような形で進めていますか。

【甲斐沼】緩和策と適応策の取りやすさの異なる 5 つの社会を想定し、それぞ
れについて温暖化の進行を RCP2.6、4.5、6.0 に抑制した場合、どんな影響が出て、
その社会ではどれくらい適応ができるかというのを開発している最中です。

【花崎】そのあたりはフロンティアですね。
【甲斐沼】別の大きなフレームとして、2015 年 9 月に国連でゴールが決まった

持続可能な開発目標（SDGs、p83 豆知識参照）があります。SDGs のなかで 2℃
目標をどう結びつけて対策していくかということについても、研究者は考えて
います。国際応用システム分析研究所（IIASA）の Pavel Kabat 所長、コロン
ビア大学の Jeffrey Sachs 教授、ストックホルム・レジリエンス・センターの
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Johan Rockstrom 所長の三者が中心になり研究を進めていますが、AIM もその
なかに結果を出したいと思っています。温暖化だけではなく、大気汚染対策に
もなる省エネなど、ほかの指標も含めていきたいと考えています。もう一つは
作ったシナリオの社会実装をどうするのかということです。現実的にするには
お金が必要でしょう。環境を重視している企業に投資するなど資金の流れも含
めた研究も必要になってくるでしょう。

■「約束草案」をわかりやすく説明してほしい
【花崎】次回、『地球温暖化の事典』を執筆するとしたら、書きたい内容はあり

ますか。
【甲斐沼】私が書きたいというより、適切な人に是非執筆していただきたいのが、

最初にお話した約束草案です。
【花崎】一般的には十分に知られていませんね。
【甲斐沼】ですから、2020 年以降の気候変動対処のため約束草案が話題になっ

ていること、約束草案とは何か、どういう背景で出てきたのかということを整
理して、一般の人々に向けてわかりやすく説明する機会をもてたらいいと思い
ます。
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＊このインタビューは 2016 年 4 月 11 日に行われました。

■エンドユースモデルの専門家で「需要側対策」を執筆
【広兼】金森さんは『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）では “ 需要側対策 ”

という非常に幅広いテーマを主担当されました。どのような経緯で担当するこ
とになったのでしょうか。また、このなかで、金森さんが専門としているのは
どの分野でしょうか。

【金森】“ 需要側対策 ” は 5 人で担当しています。そのうち国立環境研究所（以
下、国環研）の職員は私だけなので、主担当ということになりました。5 人の
うち 3 人は、私たちのアジア太平洋統合評価モデル（AIM）グループと一緒に
研究を進めているみずほ情報総研の方々、もう一人は国環研の特別研究員（当
時）です。“ 需要側対策（民生部門）” には家庭部門と業務部門があり、私は、
みずほ情報総研の方と一緒に家庭部門を執筆しました。

【広兼】家庭部門からの温室効果ガス排出といっても、家電製品の節電だけで
はなく、ガスや灯油の使用、消費財の流通まで含めれば、かなり広い範囲につ
いて専門的に研究する必要があると思います。自動車使用は分野が運輸部門に
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なるかもしれませんが、家庭部門にもかかわってくるでしょう。どうしたらこ
のように幅広い分野について書けるのでしょうか。

【金森】AIM には、温室効果ガスの排出量を推計するためのモデルが何種類か
あります。その一つがエンドユースモデルです。これは、産業、民生（家庭・
業務）、運輸という主要な最終エネルギー消費 4 部門に関して、どれくらい需
要があるのかを設定し、その需要を満たしかつ費用を最小化するような機器選
択を行うものです。たとえば、家庭部門ですと、将来何世帯になるから照明や
暖房はこれくらい必要であるという需要を設定します。そしてその需要を満た
すための機器選択をモデルで計算します。つまりモデルを使うためには、家庭
のどこで、どのような理由で需要が発生し、何で供給しているのかといったエ
ネルギーシステムを理解することが必要になります。また、それにかかわる最
新の情報にアンテナを張り巡らせるため、家庭部門におけるエネルギー使用に
ついて横断的な知識が得られるのかもしれません。

■さまざまなデータをもとに将来を設定
【広兼】『事典』に書かれているような研究成果をあげるには、執筆者のみなさ

んは普段、どんな研究、作業、調査などをされているのでしょうか。機械工学
的、熱学的なことから、都市計画、社会行動などさまざまな知識が必要ではな
いかと思います。

【金森】エンドユースモデルについていえば、それぞれの部門担当者はモデル
に必要な情報について勉強をして知識を得ています。私は家庭部門を担当した
ので、将来の人口、世帯数の推計から照明や冷暖房需要を推計するために必要
な情報を収集し、モデル化し、シミュレーションします。さらに、家庭で使用
する機器についても調べます。暖房を例にとると、エアコン、灯油ストーブ、
ガスストーブなどさまざまな機器が使用されています。それらについて機器の
購入金額、エネルギー効率、普及状況等をいろいろな統計等から入手し、モデ
ル用に設定します。さらに将来はもっと機器の効率がよくなるはずですから、
その高効率化がどこまで進むのかについても調査し、モデルに設定します。エ
ンドユースモデルに関してはこういった流れの作業ですが、私個人でいうと、
人々の家計消費や時間の使用からどのような生活を送っているのかを推計し、
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家庭ごみやエネルギー消費量、水消費量等を推計するためのモデル開発が中心
的な作業になります。所属している社会環境システム研究センター（以下、社
会センター）には社会学や都市計画の専門家もいますので、一緒に研究し、そ
れらの分野からのアプローチも取り入れて、人々のライフスタイルと環境負荷
発生量に関する研究を進めています。

【広兼】金森さんは衛生工学がご専門でしたね。衛生工学のなかで家庭に関す
る分野はありますか。

【金森】衛生工学の古くからの分野である上下水道、廃棄物、大気汚染、騒音、
振動は人々の生活と深く関係する分野で、出身大学でも研究されていました。
大学時代の私の指導教官はもともと上水道が専門でしたが、1980 年代、国環
研の森田恒幸先生（故人）らと、次のテーマは地球温暖化問題になるだろう、
これは面白そうだということで、統合評価モデルを開発し、地球温暖化問題に
アプローチする研究を始めたそうです。私はその統合評価モデルの一部として
家庭部門に特化したモデルの開発を学生時代から行っていました。

■家庭でできる温暖化対策 1：最新の知見を取り入れ、できることを見直す
【広兼】金森さんは、2014 年の国環研の春の一般公開のパネルディスカッショ

ンにパネリストとして参加された時、会場の方からの「一般市民には温暖化防
止で何ができるでしょうか？」という質問に的確に答えられていました。当時
はまだ、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 5 次評価報告書（AR5）も
すべてのワーキンググループについて公表はされていませんし、2℃目標は具
体化していませんでした。IPCC AR5 と、2015 年末の気候変動枠組条約第 21
回締約国会議（COP21）で採択されたパリ協定の 2℃目標という高い目標が出
ている現在、改めてその質問を受けたとしたら、どうお答えになりますか。

【金森】一般市民に何ができるのかというのはよく聞かれます。けれども、こ
の 2 年間に市民ならではの特別な対策が新しく出てきたとは、残念ながら思い
ません。当時と同じ答えになってしまいますが、自分の生活や行動の中ででき
ることを改めて見直してほしいということです。すでにいろいろなことを実行
しているでしょうが、できる限りのことはすべてやっていると思い込んでいな
いか、まだ他に工夫してできることはないのか考えてほしいです。あとは、適
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切な機器の買い替えです。この 2 点は以前と同じなのですが、私が「ココが
知りたい地球温暖化」で「家庭でできる温暖化対策」（http://www.cger.nies.
go.jp/ja/library/qa/26/26-2/qa_26-2-j.html）を執筆したときと今とでちょっと
変わってきていることがあります。

【広兼】どういったことでしょうか。
【金森】家庭でできる温暖化対策というと、以前は、こまめな対策が何でもよし！

という風潮があったように感じます。たとえば、エアコンについても、部屋を
使用しない場合は普通スイッチを切りますよね。でも、最近では、夏などにス
イッチを切ったことでまた部屋が温まり、再度冷やすとエネルギーを多く使う
そうです。30 分や 1 時間程度の不在では、いちいちエアコンのスイッチを切
らずつけっぱなしにしておいた方がトータルでは電気消費量が少なくてすみま
す。他にも、機器の性能が変わっていますから、いろいろな対策の効果も変わっ
ています。対策の効果は時間と共に変わるということを知っていただき、なる
べく最新の知見を取り入れてほしいです。また、地球温暖化問題にもっと関心
をもってほしいと思います。そうすると、考え方や行動が変わるでしょう。関
心をもっていないわけではないけれど、今すぐ行動を起こさない人には、あま
り後回しにしないで下さいと伝えたいです。国が 2030 年に向けた温室効果ガ
スの削減目標を決めました。その中でも家庭部門は 40％減を期待されており、
非常に多く温室効果ガスを削減する必要があります。削減に向け、のんびりし
ている暇はありません。

【広兼】エネルギーを節約するということでは、エレベーターや車をなるべく
使わないということがあります。しかし国環研のなかでも実行できていない人
が多いです。このことについて何かよい知恵はないでしょうか。

【金森】以前、自動車通勤の人に公共交通で通勤しない理由を聞いたことがあ
ります。公共交通機関を利用すると時間のロスが大きい、周辺に街灯が少なく
て、自転車通勤するには夜はちょっと危険だなどと言われました。無理をして
事件や事故につながるようなことになってしまうと困るので、難しいですよね。
ただ、社会センターでは車以外で通勤する人が増えてきているように思います。

【広兼】何が効果をあげたのでしょうか。
【金森】単純に意識が高い人が増えたのか、周りを見てなんとなくそういう人
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が増えたのか。理由は正直なところよくわかりません。ただ、私は「それは無
駄じゃないかな」と思った時は、一応指摘してみるようにはしています。

【広兼】2011 年 3 月の東日本大震災のとき、福島第一原子力発電所が止まり、
計画停電などありましたが、そのこと自体にあまり文句を言う人はいませんで
した。きちんと説明すればわかってくれるのでしょうね。

■家庭でできる温暖化対策 2：適切な買い替えを実施する
【広兼】需要側対策の一つとして家電や自動車など、エネルギー高効率のもの

への切り替えが推奨されることがよくあります。私はかつて環境庁（現環境省）
で勤務していたとき、自動車の買い替えを進める自動車 NOx 法（「自動車から
排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」）
を担当していました。これは古くて排出ガス規制の厳しくない車を早く廃車に
して新しい車に買い替えて、環境を改善するということを主たる対策にしてい
ましたが、よく考えると、まだ使えるものをゴミにしてしまうことにもつなが
ります。つまり、「もったいない」という観点も出てきてしまいます。ライフ
サイクルアセスメント（LCA、p164 豆知識参照）等しっかり研究されている
と考えたいですが、それを自分が納得するほど確認できていたわけではなく、
一抹の罪悪感がぬぐえません。このことに対して何かアドバイスやご意見はあ
りませんか。

【金森】LCA の視点から、私の研究の中で定量的に結果を示したことはありま
せん。今より効率のいい機器が、来年あるいは近いうちに出てくるでしょう。
だからといって 1 年で買い替えるというのはおかしいと思います。家電機器
でしたら、3 ～ 4 年でも早い気がします。とはいえ、20 年はちょっと長いと
いう感覚です。もし、そういう研究結果があれば参考にしたいですね。今のと
ころ、家電機器の買い替えの適切な時期を聞かれたら、10 年くらいを目処に
考えてみたらいかがですかとお答えしています。これは、LCA の研究をしてい
る人とお話をしていて、そのようにお答えしても大丈夫ではないかと言われた
ことがあるからです。10 年で機器の効率は相当よくなりますし、壊れ始める
機器が増えてきますので。
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■得意なこと、好きなことが対策につながれば…
【広兼】たとえば、男性が得意な需要側対策、女性が得意な需要側対策、とい

うのはありますか。
【金森】これはとても難しいです。
【広兼】ダイエットに関心がある人は多いです。一般的に女性のほうがより関

心が高いように思われます。それな
らば、駅でやたらにエスカレーター
に乗らずに「階段を使うとダイエッ
トにいいよ」と呼びかければ効果的
な節電になるのではないかと思いま
す。これはダイエットしている男性
にもいえますが、万人ウケはしない
でしょうね。

【金森】そうですね。たぶん「ウケない」と思います。第 3 期中期計画（2011
～ 2015 年度）のときに社会センターで行った持続可能社会転換方策研究プロ
グラムのなかで、4 つのシナリオを作成しました。その一つ、健康を意識して
いる社会においては、ボタン一つ押すだけで何でもできるような家電ではなく、
逆に身体を動かしながら家事をするような家電を使う生活に変えたらどうかと
いうアイデアがありました。一般の人にご意見をお聞きしたところ、「冗談は
止めて！」というような反応が多かったようでした。

【広兼】非常に興味深い反応ですね。食器洗浄機ができ、自分で食器を洗う必
要がなくなって、私たちはその分身体を使わなくなりました。ところが今度は、
その時間を利用してフィットネスクラブで運動し、身体を動かそうとしたりす
るのです。最近の車には、走行中にメータの横にリッター何 km という燃費の
表示が出ます。そうすると、多くの人が、できるだけ低燃費に運転しようとす
る工夫を無意識のうちに始めます。もちろん、安全に影響があってはいけませ
んが、こうした意識と行動の関係をうまく作り上げられればと思います。ダイ
エットも、ある意味、体重計との闘いです。好きなことに結びつけて何か工夫
できないかなと思います。

【金森】ある程度の年齢の女性は家計簿をつけている人が多いです。どれくら
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い電気を使っているのか、そして、節約によってどのくらい家計が変わるかと
いうことが、家計簿からわかるとがんばれるので、削減につながるかもしれま
せん。最近は、家電好きな人がテレビとかで取り上げられますが、是非性能だ
けでなくエネルギー消費量についても発信してほしいなと思いますね。

■太陽光発電と太陽熱温水器のメリットを活かした普及
【広兼】家庭用の太陽光発電と太陽熱温水器がありますね。熱効率的には温水

器が優れていると聞いたことがあります。このことと、どちらが普及する方が
よいのかをお聞きしたいと思います。総合的に見るといろいろ難しいというの
が専門家の今までの意見のようですが、結論は出ているのでしょうか。

【金森】用途や生み出すエネルギーの種類が違います。熱でできることはたく
さんあります。お湯を作れますし、暖房にも利用できます。その用途なら太陽
熱温水器の方がたぶん安価だし、いいと思います。寒い地域では電気で暖房と
いうのはかなり厳しいので、温水がうまく使えるかもしれません。一方、太陽
光発電は人気で、どんどん開発が進んできました。太陽光で発電し電気から熱
にすると、太陽熱温水器に比べて効率がよくないのですが、もともとのエネル
ギーが無尽蔵にあるので、家庭がオール電化になったりすればさらに普及する
でしょう。

【広兼】私は一軒家に住んでいるのでオール電化を含めていろいろなことを試
せますが、マンションや団地で太陽熱温水器の設置は難しいでしょうし、太陽
光発電も単位面積あたりの発電量はそれほど大きくはないですよね。

【金森】太陽熱温水器も結構スマートなものが出てきていますが、現在は、太
陽光発電の方が普及しているようです。電気を使う機器が家庭内でどんどん増
えていますから。

■家電機器の消費電力の違いを伝えたい
【広兼】国環研の一般公開などのイベントでは、自転車で発電する企画を行っ

ています。自転車発電では絶対に無理というか、人間のパワーで稼働させるの
が難しいのはドライヤーや電子レンジなどの熱系の機器です。あれだけの熱量
を人力で作り出すのは容易ではありません。
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【金森】たしかに、炊飯器や電子レンジなど、熱を使う家電機器はエネルギー
効率が悪いです。しかし、そういうことはあまり意識されていないので、もっ
と一般の人に伝えていきたいです。

【広兼】自転車発電をやってみると実感できるかもしれません。ときどき冗談
で言うのですが、朝出かける前にドライヤーを使うのに自転車発電でまかなう
としたら、何人で自転車をこがなければならないかということをよく考えてほ
しいと。

【金森】昔、電子レンジとドライヤーを同時に使ったりすると、よくブレーカー
が落ちました。最近はそういうことは少ないと思いますから、どういう機器の
熱や電気の消費が多いのか、よく知らない人が多いのかもしれません。こうし
たことを、きちんと伝えて知ってもらうことはとても大切だと思いますので、
イベントで市民の方と直接お話しできる機会があるときには、そういうことが
わかるような資料を作るように意識しています。

■幅広い分野をターゲットにした家庭部門の温暖化対策
【広兼】次に『事典』を執筆するとしたら、同じテーマで書きたいですか。自

由に書いていいと言われたら、何か違うテーマやタイトルで書きたいと思われ
ますか。

【金森】もしチャンスをいただけるなら、私はずっと家庭での温暖化対策を研
究しているので、その関連で書きたいと思います。

【広兼】家庭での対策といっても、キッチン、乗用車、電気製品などいろいろ
あります。

【金森】家庭はすべてターゲットにしています。ただし、車はエネルギー統計
の分類上、マイカーでも運輸に分類されてしまいます。車以外で家庭に関係し
ているところは幅広くカバーしています。家庭部門からの二酸化炭素排出量は
依然として増えています（2013 年度は 2005 年度比 16.7％増、注 1）。さらに
研究を進める必要があると思います。

【広兼】2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 26% 削減するとい
う日本の約束草案（注 2）で、部門別にみると家庭部門は約 40％削減ですよね。

【金森】この 10 ～ 20 年間で家電機器の効率は劇的に向上しました。どの家庭
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にもある冷蔵庫の最新のモデルの消費電力は、10 年前の機種の 1/3 程度です。
20 年後にはいろいろな機器の買い替えがすべて終わり、それが数字にきちん
と現れると私は思っています。

（注 1）尾田武文・野尻幸宏「わが国の 2013 年度（平成 25 年度）の温室効果ガス排出

量について ～京都議定書の第二約束期間における最初の排出量の報告～」地球環境研

究センターニュース 2015 年 6 月号

（注 2）2015 年末パリで開催された COP21 に先立ち、各国が表明した 2020 年以降の温

室効果ガス削減目標

ラ イ フ サ イ ク ル ア セ ス メ ン ト
（LCA）

　ライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment: LCA）とは、ある製品・サー

ビスのライフサイクル全体（資源採取－原料生産－製品生産－流通・消費－廃棄・

リサイクル）、またはその特定段階における環境負荷を定量的に評価する手法。

　環境問題への意識が高まるなかで、できるだけ環境負荷の少ない製品・サービ

スを社会に普及させていくことが求められている。LCA は環境負荷をより包括

的に把握する手法として注目されている。

日本の家庭部門における温室効果ガ
ス排出量と 2030 年度の削減目標。
家庭部門では 2013 年度比で約 40%
の削減を目標にしている。
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＊このインタビューは 2016 年 10 月 27 日に行われました。

■専門家ではなかったが執筆担当に
【金森】まず、岩渕さんがどのような経緯で『地球温暖化の事典』（以下、『事

典』）の “ 部門横断的対策「見える化」” の章を担当されることになったのか教
えてください。

【岩渕】国立環境研究所（以下、国環研）在職中、当時上司だった藤野純一さ
ん（社会環境システム研究センター　主任研究員）から「見える化」（温室効
果ガス排出量を表示し、排出量削減に資する形で情報提供を行うもの）の担当
をお願いしたいと言われ、藤野さんと共同執筆しました。それ以前に、脱温暖
化 2050 プロジェクトで「低炭素社会に向けた 12 の方策」（http://2050.nies.
go.jp/press/080522/file/20080807_dozenactions_j.pdf）を発表し、そのなか
の “「見える化」で賢い選択 ” という方策に関連した研究発表ポスターの作成
にかかわったことで、“ 部門横断的対策「見える化」” の担当になったのかな
と考えています。
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【金森】ずっと「見える化」の研究をしてきたということではなかったのですね。
【岩渕】大学院修士課程のときにレジ袋のライフサイクルアセスメント（LCA、

p164 豆知識参照）について計算したことがありますが、「見える化」の専門家
ということではなかったです。

【金森】それでしたら、執筆するのは大変だったのではないでしょうか。
【岩渕】自分の興味ある分野でしたから、いろいろと調べていくのは楽しかっ

たです。

■「見える化」の効果に関する定量的評価は？
【金森】「見える化」は温室効果ガス排出削減の一つの有効な策であるといわれ

ていますが、「見える化」の効果について、定量的評価はなされているのでしょ
うか。

【岩渕】東京大学の岩船由美子先生のグループによる家電の電力消費の見える
化に関する一連の研究がありますが、カーボンフットプリント（CFP、注 1）
の効果については、まだ包括的かつ定量的な分析はできてないのではないかと
思います。

【金森】もし、あらゆる生活のシーンについて「見える化」したら、省エネは
進むでしょうか。

【岩渕】それについて私は懐疑的です。家電の電力消費量を「見える化」しても、
継続的に電力消費量を減らすことへの強いインセンティブがないと、なかなか
進まないと思います。

【金森】情報提供だけでは削減にはつながらないということですね。では、さ
らに何が必要でしょうか。

【岩渕】ポイント付与や減税措置など、金銭的なインセンティブに結びつかな
いと厳しいと思っています。
　ところで、金森さんは CFP のマークを日常で購入する商品のなかでご覧に
なったことがありますか。

【金森】ありません。たとえば、どんな商品についていますか。
【岩渕】私は、3 年前ぐらいに、スーパーで売られているウィ

ンナーのパッケージについているのを実際に見た経験ぐらい
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しかありません。見つけた時は、「やっと普段のくらしのなかで CFP マークを
見つけた！」と、妙に感動してしまい、早速購入して写真まで撮ってしまいま
した。

2013 年 3 月に岩渕さんがつくば市近郊のスーパーで見つけた、ウィンナーに表示され
ていた CFP マーク。裏面の円グラフは、表面に記載されている CO2 排出量のうち、原材料・
製造・流通・保管廃棄に係る排出量がどのくらいの割合を占めているかを表現していま
す。（写真提供：岩渕裕子氏）

【金森】基本的な質問ですが、ウィンナーの製造会社が判断をして CFP マーク
をつけているのですか。

【岩渕】認定しているのは一般社団法人産業環境管理協会です。事業者は自社
の製品（商品・サービス）について、製品種別基準というものを策定し、認定
を受けます。次に、それに基づいて CFP を算定し、検証を受け、合格するとマー
クをつけることができます。しかし、一般の方の目に触れる商品やサービスは、
そんなに多くはないと思います。調べてみると、今まで認定された商品やサー
ビスは 1300 件くらいあるのですが、決められた表示期間が切れているものも
あるので、世間一般にマークがついた商品やサービスが広く出回っているとい
う印象は薄いです。

【金森】仕入れ先が変わってしまうかもしれませんし、必要に応じて情報を更
新して管理協会に申請し、認定をいただくというのを続けなければいけないと
いうことですね。

【岩渕】この計算に関する負担がかなり大きいことが、普及を阻んでいるよう
な気がします。
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【金森】CFP の表示について、世界はもっと進んでいますか。
【岩渕】一番進んでいるのはイギリスですね。CFP の国内認証規格を最初に固

めたのがイギリスで、それが CFP の ISO 国際規格化検討の議論の基盤になっ
たといわれています（注 2）。

【金森】日本は遅れている方ですか。
【岩渕】そんなに遅れているとは思いません。ただ、カナダやオーストラリア、

南アフリカなどで、イギリスの制度や規格が適用されている例があります。ほ
かの国の見本になる制度を作ったという意味で、イギリスは別格だと思います。

■「見える化」が普及するために
【金森】すべてを「見える化」しても大幅な削減効果を得るのは難しいとおっ

しゃっていましたが、まず「見える化」しないと何も情報がわかりません。「見
える化」が普及するには何が必要だと思いますか。

【岩渕】「見える化」の普及にも経済的なインセンティブは必要だと思います。
事業者が LCA の計算を継続的に実施するための技術や資金の提供があると、
普及が進みやすくなると思います。

【金森】情報やノウハウを製造業者などに伝えたら、もう少し計算の負担が減っ
て、普及するかもしれない。いろいろな商品に CFP のマークがつくようになり、
私たちの目に触れる日が来るということですね。しかし、私たちは CFP マー
クを見ても、簡単には排出を減らす行動を起こさないでしょう。削減するため
の工夫としてはどんなことがあると思いますか。

【岩渕】製品を購入する市民側にも、小売業者や製品の生産者にも経済的なイ
ンセンティブがあるといいと思います。たとえば、一定額以上の CFP 商品を
購入すると減税措置が受けられるとか、CFP マークのついた製品を作ることに
補助金を出すとか、小売業者にもそうした製品の取り扱い量を増やすことで何
か経済的なインセンティブがあると、買ってくれる生活者や取り組んでくれる
事業者が増えることが期待できると思います。

【金森】経済的なインセンティブ以外の方策、あるいは併用する形でもいいの
ですが、ほかはないですか。

【岩渕】省エネ・省 CO2 商品を多く扱った事業者を表彰したり、そういう商品
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をたくさん買った消費者を報奨したりするということもあるのかと思います。
競争させるところまでいくといき過ぎかもしれませんが、貢献が大きい市民や
事業者を褒め讃えることは一つの手だと思います。

【金森】省エネや節水など、無駄を省く意識は年々高まっているというアンケー
ト結果を目にします。それは人々の環境に対する意識の一つの表れかと思いま
す。このような環境への意識がさらに高まったら、経済的インセンティブがな
くても温室効果ガス削減は進むと考えていいでしょうか。

【岩渕】これは難しいと個人的には思います。現在の日本の社会状況として、
将来の生活に不安を感じている人が多く、貯蓄や老後の資金準備が大きな話題
になっています。この状況では、環境にまで配慮できる余裕がないのかなと思っ
てしまいます。

【金森】たしかに無駄を省くということは、お金に余裕ができるということが
強い動機となっている可能性はありますよね。環境のためを思って無駄を省い
ているのか、無駄を省いたことで結果的に自由に使えるお金が増えることにつ
ながっているのかということは、判断が難しいです。

【岩渕】最近内閣府が行った世論調査で、環境問題への関心度を尋ねたものが
あり、地球温暖化問題への関心度が以前より低下しているという結果があり
ます（注 3）。私が現在所属している地球温暖化防止全国ネット（http://www.
zenkoku-net.org/）でも、こういった意識の低下をどうやって向上させていく
かが大きな課題になっています。

■「見える化」のさらに進んだ方策
【金森】「見える化」について、執筆当時よりもさらに進んだ方策等あれば教え

てください。
【岩渕】経済産業省の主導で、CFP 制度を利用したカーボン・オフセット（注 4）

の制度が平成 25 年度に発足しました（http://www.cfp-offset.jp/）。商品やサー
ビスの一生に係る温室効果ガス排出量の全量、または一部の量をオフセットし
たことが認証された商品やサービスには、どんぐりマークを表示して温室効果
ガス削減に貢献していることを示すことができます。平成 26 ～ 27 年度にか
けて、実際にオフセットされた商品が四国周辺（愛媛県、香川県、岡山県）や
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北海道、横浜、宮崎などで売られました。また、オフセットされた商品に「ど
んぐりポイント」と呼ばれるポイントをつけて、それをベルマークのように学
校で集め、環境保全活動に寄付をするか、環境配慮型製品に交換できるという
システムを回す取り組みも進められています。

【金森】なぜ四国周辺なのでしょうか。何かきっかけはあったのでしょうか。
【岩渕】直接的なきっかけが何であったのかは不明ですが、個人的な感触として、

地域の地球温暖化防止活動推進センターの活動が活発なところという気がしま
す。

■国環研での経験を活かして、より市民に近い業務を
【金森】地球温暖化防止全国ネットに異動されて、どんな業務をされているの

ですか。
【岩渕】環境省の補助金の交付執行機関になっているので、地域の地球温暖化

防止活動推進センターから提出された補助金の申請書のチェックや事業の進捗
状況把握を行ったり、「うちエコ診断」（http://www.uchieco-shindan.go.jp/）
の診断士の試験問題を作ったりしました。国環研で勤務していたときよりも一
般市民に近いところの業務があるのかなと思っていたのですが、今のところ私
が市民のみなさんと直接やりとりをする業務はほとんどないです。

【金森】組織のなかには市民の人と近い仕事をされている人もいるんですよね。
【岩渕】私もこれから、何らかの形でかかわることがたぶん出てくるのだと思

います。エコプロダクツ展などへの出展や、低炭素杯（http://www.zenkoku-
net.org/teitansohai/）というイベントに今後かかわっていく可能性があります。

【金森】これまでかかわった仕事で面白かったというものはありますか。
【岩渕】年に数回、地域の地球温暖化防止活動推進センターの代表者が集まる

カーボン・オフセットによって温室効果ガスの削減に貢献している商
品の目印として、商品に表示されている「どんぐりマーク」。
出典：経済産業省「CFP を活用したカーボン ･ オフセット制度」（http://

www.cfp-offset.jp/）
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ブロック調整会議というのがあります。話をうかがっていると、地域センター
のみなさんも地域の温暖化防止活動の推進に苦戦しているということがわかり
ました。やはり地球温暖化問題に関する知識を伝える普及啓発だけで、日常の
くらしにかかわる温室効果ガスの排出が大幅に減るわけではないので、どうす
れば実効性のある取り組みを効果的に普及させることができるのか、とても悩
んでいます。これは研究者のみなさんと同じような悩みだと思います。ですか
ら、何らかの形で手助けができればいいなと思うことがあります。

【金森】私は自治体の温暖化対策推進計画の作成に関する委員をしていますが、
計画を作ってもそれを実行していくのは大変なことです。ちなみに、国環研在
職中の仕事が役に立ったというのはありますか。

【岩渕】国環研で取り組んできた地球温暖化防止のためのコミュニケーション
活動の経験は、地域での地球温暖化防止の普及啓発活動の現状を把握する上で、
とても活きています。また、地域の地球温暖化防止実行計画にインプットする
ために、ある市の家庭部門の温室効果ガス排出量の計算をしたり、対策として
従来型の機器を省エネ機器に置き換えた場合の排出量削減量の試算に取り組ん
だりしたことは、地域での温室効果ガス排出削減対策のあり方を考える上で、
とても役に立っています。

■研究者も生活者の視点をもってほしい
【金森】国環研では、私たち研究者の研究成果を、少しでもわかりやすく一般

の方に伝えられるようさまざまな形で尽力してくださいました。新しい仕事に
かかわって感じる国環研への期待、研究者への期待を教えてください。

【岩渕】研究者は研究が第一の仕事であることは理解できるのですが、生活者
の視点をもって温暖化対策のあり方を考えることにも関心をもたれたほうがい
いのかなと思うことはありました。ご自身の生活者としての視点と、一般市民
の生活者としての視点が乖離してないかと考えを巡らせていただくと、新たな
研究にも結びつくのではと思います。

【金森】どういう点でそれを感じますか。もう少し具体的に説明してください。
【岩渕】たとえば、先ほどの CFP についても、研究者だから興味をもつのでは

なく、生活者として関心をもつにはどうしたらいいかを考えたり、研究を離れ
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て、自分が普段の生活で温暖化対策というものをどうやって見ているのだろう
ということを、折に触れて想像していただけるといいのかなと思います。

【金森】研究者も一生活者としての自分を忘れずにものごとを見たり、そうい
う視点から地球温暖化を考えたりす
るということを決して忘れてはいけ
ないということですね。

【岩渕】また、自戒を込めてなのです
が、地球温暖化問題にあまり関心が
ない人とも、いろいろな交流をする
ほうがいいと思います。

【金森】それはとても重要なことだと
私も思います。地球温暖化問題に関心のない友人と話をすると気づくことはた
くさんあります。そういうことを踏まえた上での伝え方があると思いますし、
少し意識が高まってきたら次のステップの伝え方があるのかなって思います。

■一般市民の意識喚起や行動を変える普及啓発
【金森】次回『事典』に書きたいことは何ですか。
【岩渕】どうやったら一般市民の意識喚起や行動変容につながるような、効果

的な普及啓発ができるかということに非常に興味があるのですが、まだ、これ
がいい方法ですとは言えない状態にあります。「見える化」を含めて、研究や
市民の活動の取材などを通して効果的な方法に関する幅広い知見を集め、それ
を実践に役立つ形でまとめることができたら、書きたいと思いますね。

【金森】いろいろな生活をしている人がいるなかで、なるべく多くの人に関心
をもってもらえて、かつ削減効果を得られるような情報を提供できたらいいと
私も思いますが、自分の経験でいい効果が得られたことが人にとっても効果的
な方法とは限りません。

【岩渕】でも、一部の人にとって効果的な方法が、全く役に立たないというわ
けではないと思います。自分自身が環境問題に興味をもったきっかけというの
は、一つの入り口にはなるのではないでしょうか。私の場合は、高校生のとき
地学の授業で地球温暖化問題を学び、地球環境を改善していくためには温室効
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果ガスを削減する取り組みが必要だと意識したのがきっかけで、これまでずっ
と環境問題への関心をもち続け、それにかかわる仕事に就いてもいます。私と
同じようなきっかけで地球温暖化問題に興味をもった人には、適切なアプロー
チがしやすいのではないかと思います。ほかにも、普段のくらしのなかにある、
一人ひとりの排出削減行動を引き出すような、いろいろな入り口を積極的に見
つけにいく好奇心をもち続けたいですね。

【金森】そうですね。これからも情報交換しながら、お互いの仕事にうまく役
立てていけたらいいですね。

（注 1）ライフサイクルアセスメントによる温室効果ガス排出量を二酸化炭素に換算して

表示。

（注 2）ISO 国際規格化は見送られたものの、2013 年 5 月 28 日に ISO/TS14067 として発行。

「TS」とは「Technical Specification：技術仕様書」の略で、「将来的に IS（International 

Standard；国際規格）として合意される可能性はあるが、現時点では IS に達する基準

に満たない文書」を指す。発行後 3 年以内に見直しを行い、規格化・廃止・継続の決

定をしなければならないとされる。（CFP プログラム新着情報より https://cfp-japan.

jp/news/details.php?id=634）

（注 3）内閣府大臣官房政府広報室　世論調査報告書平成 28 年 8 月調査「地球温暖化対

策に関する世論調査」より http://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-ondanka/index.

html

（注 4）日常生活や経済活動において避けることができない二酸化炭素等の温室効果ガス

の排出について、できるだけ排出量の削減努力を行い、どうしても排出される温室効

果ガスについては、排出量に見合った削減活動への投資等により、排出される温室効

果ガスを埋め合わせる考え方。
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＊このインタビューは 2016 年 3 月 3 日に行われました。

■京都議定書以降、炭素吸収源として注目されるようになった森林
【広兼】山形さんの最近の主たる研究活動はグローバルカーボンプロジェクト
（GCP）のなかにありますね。GCP の研究では、二酸化炭素（CO2）の吸収源、

特に森林等のバイオマスに関する研究が重要な位置づけになっているように思
います。吸収源に関する研究のなかで、GCP はどんなところに注目していま
すか。また、どうやって最新の研究知見を収集しているのでしょうか。

【山形】GCP は 2001年に設立されました。GCP 設立の背景についてお話しします。
　1997 年の気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）で京都議定書が採択
されました。京都議定書の 3 条 3 項と 4 項にあるように植林や森林経営によ
る CO2 の吸収をカウントしてもらえると、数値目標を達成するために森林が
大きな役割を果たすことになるので、森林吸収源は、科学だけではなく政治で
も取り上げられました。しかし、その取り扱いについては、2001 年の COP6
再開会合まで議論が続き、同年の COP7 でやっと「マラケシュ合意」ができま
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した。私は気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の「土地利用、土地利用変
化及び林業（LULUCF）特別報告書」のリードオーサーを務めた関係で、政府
代表団の一員として COP に参加し、科学的知見をどうやって国際政策に反映
するかということに関与する機会がありました。ちょうどそのころ、地球環境
変化の人間社会側面に関する国際研究計画（IHDP）や地球圏－生物圏国際協
同研究計画（IGBP）が、自然科学と社会科学を連携した活動として、地球シ
ステム科学パートナーシップ（ESSP）を立ち上げようとしていました。ESSP
は政策的にも重要な課題の基本となる自然科学や社会科学的知見の総合的な研
究を推進することを目的としていて、GCP は、その流れの中で、炭素循環の
解明と管理に関する国際的な研究推進に総合的に取り組むことになりました。
いろいろな議論の末、2004 年、日本で初めて地球環境に関する国際科学会議

（ICSU） の国際オフィスが国立環境研究所内に設置されました。
【広兼】そのような国際オフィスがつくばにできたことは画期的ですね。具体

的にはどのような活動が始まったのでしょうか。
【山形】つくば国際オフィスが立ち上がった当初は、GCP のもう一つの国際オ

フィスであるキャンベラオフィスの研究者と一緒にモデルを作り、森林が吸収
した CO2 のうち、自然の吸収ではない分を分離できるのか、土壌の吸収や排
出はどうやってカウントするのかなどを検討しました。自然の吸収と、人為活
動による植林や森林管理による吸収を全部カウントしてしまうと、広大な森林
のあるロシアやカナダなどは、温暖化対策を何もしなくてもいいということに
なってしまいます。そこで、自然吸収の上限は何％まで認めたらいいのかとい
う制度が国際的な交渉のテーマになりました。科学的研究が政策の合意にどれ
だけ影響を与えられたのか定かではありませんが、IPCC 報告書に論文を載せ
たり、私も実際に交渉の場で、土地利用変化や森林管理活動についての追加性
を考慮して、人為活動による吸収量を算定する研究知見について政策担当者と
いろいろと議論させていただいた記憶があります。

【広兼】その後の活動はどのように展開していったのでしょうか。地球環境研
究センターの陸域モニタリング推進室との連携はどうでしょうか。

【山形】京都議定書の次の枠組みにおける GCP の研究の焦点は REDD+（森林
減少の防止による温室効果ガスの排出削減と森林管理による炭素ストックの増
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加）に拡大しました。京都議定書に参加した先進国にとっては植林や森林管理
が重要ですが、次の枠組みには大規模な森林減少が起きているブラジルやイン
ドネシアなどの途上国が参加することを考え、森林減少の防止を温暖化対策と
して認めるということが、2007 年の COP13 で大きく取り上げられました。土
地利用変化や森林伐採でどれだけ CO2 が排出されるか、あるいは自然林のま
までもどれだけ CO2 を吸収しているのかが焦点になってきて、GCP の炭素管
理研究は、地球環境研究センターの熱帯林のモニタリングなどの研究と連携を
深めて展開してきました。

■ 2℃目標達成の重要な鍵となるネガティブエミッション（NE）
【広兼】山形さんはバイオマス燃料の利用とそれに伴う炭素回収貯留（BECCS）

を研究テーマの一つにされていますね。
【山形】2015 年 12 月の COP21 で合意したパリ協定の一番重要なメッセージは、

2100 年の平均気温を産業革命前と比較して 2℃未満に抑える目標です。この
目標を達成するためには、2070 年以降、世界中の CO2 の正味の排出量がゼロ
になるということが必要です。背景にあるのは IPCC 第 5 次評価報告書（AR5）
の代表的濃度パス（RCP、p38 豆知識参照）2.6 シナリオの計算で、実際に多
くのシナリオではグローバルな正味の CO2 排出量がマイナスになっています。
このマイナスは、実はネガティブエミッション（NE、負の排出）によるものです。
NE 技術の一つに BECCS があります。現在、世界の CO2 排出量は 10Gt（ギガトン、
1Gt ＝ 10 億 t）以上ですが、RCP2.6 のシナリオは、2100 年時点で BECCS に
より約 3Gt 吸収しているという計算になっています。今までは政策的なキャッ
チフレーズとして「2℃目標」と言っていたわけですが、パリ協定で国際的な
合意になった以上、それを遵守して達成するための実施計画を科学的に検討し
なければなりません。パリ協定合意への科学的知見の提供を目的として、目標
達成の重要な鍵となっている BECCS について、GCP は 3 年くらい前から議論
してきました。先にお話ししたとおり、CO2 吸収源の確保や拡大は GCP の一
貫したテーマでしたが、ある意味、その最新の発展版の研究が NE 技術に関す
る研究です。BECCS により 3Gt もの CO2 を吸収するためには、世界中の農地
の 4 分の 1 くらいをバイオエネルギー作物の栽培に使うことが必要になります。
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そうなった場合の持続可能性への影響や、食料生産との競合、水不足などの問
題を中心に研究しています。

2℃目標達成に必要な CO2 排出量の減少
出 典：Fuss et al. (2014), Biophysical and economic limits to negative CO2 emissions, 

Nature Climate Change
＊この図は気温上昇を抑制する IPCC のシナリオに対応する世界各国の研究モデルのば
らつきを示している。2℃目標を達成するためには、2070 年以降の化石燃料からの CO2

排出を正味で負にする必要性があることがわかる。多くのモデルでは、大気中の CO2

を減らすため、世界規模での NE 技術の実施が想定されている。
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【広兼】個人的には、畑に植える作物のうち 4 分の 1 くらいエネルギー用の作
物があってもおかしくはないと思っていますが…。

【山形】これは議論がわかれるところです。IPCC AR5 の RCP2.6 シナリオによ
る地球全体の農地面積変化予測では、世界の農地合計は 2100 年まで漸増し、
約 20 億 ha になります。その間も人口は増えます。途上国は今、あまり生産
性が高くないのですが、順調に経済成長して高い農業技術で生産性を上げてい
く、海外から輸入もできる、そうすると、人口が増加しても増やせる農地をバ
イオエネルギー作物向けに回せる、という仮定の下での話です。20 億 ha の 4
分の 1 は 5 億 ha ですから、かなり広大な面積です。この予測はまだ仮定が多
すぎるので、私は 5 億 ha をバイオエネルギー作物向けにするのは難しいので
はないかと考えています。しかし、個人的なエクスパートジャッジメントとし
て、その半分ならなんとかなるかなと。足りない分はどうしたらいいかという
研究をしているところです。
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【広兼】こんな大きなテーマを山形さん一人で、どのように取り組んでいるの
でしょうか。

【山形】GCP の特徴でもありますが、非常に小さい組織で予算も少ないので、
国内外でネットワークを構築し、いろいろな研究分野の人と協働で進めていま
す。国内では環境省環境研究総合推進費 S-10 プロジェクト「地球規模の気候
変動リスク管理戦略の構築に関する総合的研究」の一つのサブテーマとして関
連研究を実施させていただいています。

■竹炭は優れた NE 技術
【広兼】ところで私は、火を燃やして煮炊きするのが趣味です。薪ストーブに

も興味があります。最近竹はものすごく火力が強いことに驚きました。日本で

地球全体の農地面積変化（RCP2.6 シナリオ）
出典：Kato & Yamagata (2014) BECCS capability of dedicated bioenergy crops under a 

future land-use scenario targeting net negative carbon emissions. Earth’s Future
＊ IPCC AR5 の RCP2.6 シナリオは、現在地球上に存在する約 15 億 ha の農地を 2100
年には約 20 億 ha まで増やし、その増分をバイオエネルギー作物に利用することが想
定されている。2℃目標を達成するための社会経済シナリオの多くでは、RCP2.6 と同様
の NE 技術の利用が仮定されているが、大規模な BECCS を実現するためには、まだ多
くの課題が残されている。
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は竹が豊富にありますから、竹をバイオマスとして利用するというのはどうで
しょうか。

【山形】NE 技術にはいくつかあります。BECCS が一番 CO2 削減効果は大きく、
ほかには、化学工学的手法で大気から CO2 を吸収する直接空気回収（DAC）
があります。CO2 を大量に吸収できるので DAC は注目を集めていますが、地
道に吸収・固定する植林は、持続可能性に貢献します。それと、土壌に CO2

を固定する方法もあります。竹炭を作って農地土壌改良材として投入する
BECCS 手法は、グローバルな CO2 吸収量として大規模に実施する可能性はあ
まり大きくないですが、日本が長期的に持続可能な形で実施するのはとてもい
いと思います。ほかの NE 技術は、水を大量に使ったり食料と競合したり、技
術的に進めようとするとかなりのお金やエネルギーが必要になりますが、竹炭
を農地に入れると土壌改良剤でじわじわと肥料を出してくれるので、食料生産
にいいし、農産物の味もおいしくなるそうです。

【広兼】竹は燃やすと灰になります。灰ではだめでしょうか。
【山形】灰も炭素であることは間違いありませんから養分になるでしょう。で

も炭にした方が炭素として固定される量が多くなります。
【広兼】山形さんのお話を聞いていて、自分は結構先進的な取り組みをしてい

るような気がしてきました。

■ CCS の方法の違いによる影響
【広兼】大気中の CO2 を地下に埋めると、地震が起きたらまた大気に出てきて

しまうのではないかという心配があります。
【山形】埋め方と埋める場所で違いが出てきます。一番安定しているといわれ

ているのは、石油を採掘した後の空洞に埋めることです。実際、石油を採掘す
るときに CO2 を注入して、その圧力で石油の生産効率を上げる手法が北海油
田などで行われていて、実証されている技術で問題もないといわれています。

【広兼】3Gt を埋めるとしたらどのくらいの場所が必要になるのでしょうか。
【山形】2100 年に 3Gt 埋めるというのは、それまで埋め続けるということです

から、トータルで 150Gt くらいになるといわれています。そういわれてもピ
ンとこないかもしませんが、風呂桶 1 杯が 1 トンくらいですから、1500 億の
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風呂桶分、あるいは大まかに計算すると毎年富士山ぐらいの重さの CO2 を 21
世紀中に 50 個地中に埋める量に相当します。

【広兼】これはちょっと想像がつきにくいですね。
【山形】海に沈めるという案もありました。圧力をかけて冷やすと CO2 はシャー

ベットみたいになります。それを海に入れると比重が海水より重いので、海底
に CO2 湖を作るという案があり、ハワイ沖で実験しようとしたら反対運動が
起こり、実験ができませんでした。これが一番安定しない埋め方と埋める場所
です。CO2 をむき出しで海底に埋めて湖を作ると当然拡散してきますから、生
態系に影響が出ます。この 2 つが一番安定しているものと危ういものの代表で、
さらにその中間にあたるものが相当数あり、全部で 1000Gt くらい吸収できる
ので、実際に 150Gt くらいは吸収可能ではないかということなのです。

■ 2℃目標は通過点
【広兼】この研究には、実に幅広い専門性が求められていることがよくわかり

ました。これまでお話しされた以外で
GCP の新しい取り組みはありますか。

【山形】2100 年までの目標が注目を
集めていますが、実はもっと重要な
のが 2100 年以降です。2100 年まで
に温度上昇を 2℃に抑えられても、
その後排出が続いてしまえば必ず温
度は上昇します。ですから、2℃目標

は通過点で、来世紀以降、温度上昇は 0℃、つまり産業革命以前に戻していく
ことも考えなければいけません。そうすると、長期的な炭素管理が重要になり、
NE の技術開発を真剣に検討する必要があると思っています。

【広兼】比較対象となる値として産業革命前の平均気温が使われますが、産業
革命前の温度が今の 60 億人を支えるのにふさわしい温度なのでしょうか。も
う少し暖かい方がいいのかもという気がします。

【山形】暖かいけれど、海面が 10m 上昇してもいいかということです。10m
海面上昇すると東京では皇居の前までが海になってしまいますから、すべての
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インフラを整備し直さなくてはなりません。
【広兼】海面が上がると住む場所が狭まってしまいますからよくないと思いま

すが、温度上昇を 0℃に戻すと寒くなり、植物の生産性は低くなるのではない
でしょうか。

【山形】確かに、温暖化の影響には、プラスもマイナスもありますから、トレー
ドオフを考える必要があります。私は縄文時代の遺跡分布に興味があり、貝塚
の分布などを調べたりしていますが、縄文時代の日本の中心は八ヶ岳の近辺に
あったという説があります。縄文時代はとても温暖で海面が今より 10m くら
い高かった時期です。そういうふうに考えると、超長期（数百年程度）では、
人間の側がたとえば都市の場所を変えて適応するのか、気候変動の影響を抑え
るように最後まで努力をするのかという選択があると思います。

■ 2℃目標のシナリオの検証が必要
【 広 兼 】GCP の 最 近 の 研 究（ バ イ オ CCS な ど の 二 酸 化 炭 素 除 去 技 術 に は

まだ多くの制約があることが国際共同研究により判明　－国際合意の 2℃
目 標 達 成 に は、 今 す ぐ 積 極 的 な 排 出 削 減 が 不 可 欠 － ） が、 先 日 Nature 
Climate Change に 掲 載 さ れ ま し た（ 報 道 発 表　http://www.nies.go.jp/
whatsnew/2015/20151208/20151208.html）。この内容のどこが新しいのか、
ちょっとわかりにくいです。IPCC AR5 に載っていることをそのまま書いてい
るように見えてしまいました。ことが複雑であるがゆえに、素人的にはわかり
にくいということが GCP の研究にはあるような気がします。

【山形】多くの GCP に参加している海外の研究者の論文は、IPCC で引用され
ていますし、実際には IPCC の執筆者にもなっていますので、IPCC に似てい
るところがあります。IPCC との大きな違いは、IPCC では過去に出た論文をレ
ビューして報告書にしますが、IPCC では不足している知見について、われわ
れ GCP ではいろいろと検討を進めて新しい論文も書きます。また自分たちが
現在研究している最新の研究情報を GCP の独自の視点で整理して、その論点
にそった形でまとめています。IPCC AR5 に書かれた 2℃目標のシナリオは、
持続可能性に影響する具体的な土地利用や炭素循環フィードバックを評価でき
るモデルを用いずに国際マクロ経済モデルで検討されているため、われわれに
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はそのアセスメントの仕方に懸念がありました。また、2100 年の大気中 CO2

換算濃度レベルに対応する IPCC 排出シナリオをグラフにすると、世界の研究
モデルのばらつきが大きいことがわかりました。全世界をたった 20 くらいの
地域と国に分けて単純化されたモデルでシナリオを検討しているため、たくさ
んの仮定を前提にしています。パリ協定が採択され、2℃目標が国際条約になっ
たわけですから、それを実施することを考えるためには、もう少し詳細な要素
と地域的な土地属性の違いを考慮したアセスメントが必要だと考えています。

【広兼】もうちょっと踏み込んで検証した方がいいということですね。このレ
ポートの 1 章で高橋潔さんが、モデルが少なければ確信度が上がるかもしれ
ませんが、研究成果が増えると信頼度が下がることがあると、非常に面白いこ
とをお話しされていました。

【山形】モデルが複雑化してくるとデータも多くなります。モデルは目標設定
まではとても重要ですが、その後、実施計画を作るときは、地上での実験など
を踏まえて、現場の状況にあったものを作成しなければいけないと思います。

■ 2℃目標を実現するために NE が果たす役割
【広兼】次回、『地球温暖化の事典』を執筆するとしたら、書きたい内容はあり

ますか。
【山形】今でしたらパリ協定を受けて、2℃目標を実現するためには NE がどう

いう役割を果たすのかということを書いたらいいかなと思います。NE の具体
的な技術についても紹介したいと思います。さきほど話題になった竹炭だけで
も一つの章が書けるかもしれませんね。
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9 章　条約・法律・インベントリ

　9.1　気候変動枠組条約・締約国会議…亀山康子さん

　9.2　京都議定書・締約国会議…亀山康子さん

　9.3　地球温暖化対策の推進に関する法律…久保田泉さん

　9.4　京都議定書目標達成計画…久保田泉さん

　9.9　国際機関…亀山康子さん

10 章　持続可能な社会に向けて

　10.1　持続可能な発展の概念…亀山康子さん【9 章に掲載】

　10.3　ミレニアム開発目標…増井利彦さん【4 章に掲載】
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＊このインタビューは 2015 年 5 月 12 日に行われました。

■一つのテーマを長期間フォローできる醍醐味
【広兼】気候変動枠組条約締約国会議（COP）は 1995 年に第 1 回の会議が開

催され、2015 年で 21 回になります。亀山さんと久保田さんは COP の動きを
追い続けています。外国にはお二人のように交渉のフォローまたは交渉の経緯
を研究している人がたくさんいるのでしょうか。

【亀山】先進国でも途上国でも多くいます。
【久保田】COP はそのような常連たちを含めた 1 万人規模の同窓会のようです。
【亀山】行政担当者はどうしても数年以内に異動してしまいますから、地球温

暖化の国際交渉という一つのテーマを長い期間フォローできるのは研究者の醍
醐味だと思っています。
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【広兼】日本では行政の担当者は 2 年程度で異動になります。外国も同様でしょ
うか。

【久保田】外国は比較的長いです。1991 年の条約交渉開始時からという人もい
ます。アメリカでは政権交代しても交渉担当者が大幅に変更になったというこ
とはありません。コアになる人が決まっているようです。国際合意は以前に合
意された文章に少しずつ文言を加えて進めていくものですから、交渉経緯を
知っている同じ人が長く担当する方がメリットになると思います。

【亀山】国際交渉担当者（行政官）が人事異動のため変わる点については、外
国でもありますが、日本の場合はその頻度が極端です。これは温暖化問題にか
かわらず、すべての行政分野において同様です。ある意味 specialist（専門家）
を作らない、generalist（万能型）を育成するということだと思います。

【広兼】私は元行政官ですが、建前としてはそうです。specialist は必要なので
すが、逆に特定の人だけが情報をもっているという状況を必ずしもよしとしな
いのです。

【亀山】国際交渉においては長い間担当している人がいることはメリットなの
ですが、国内の対応については、同じ人が長い間情報を握っていると弊害の方
が多いのかも知れません。

■国際交渉における政治家と官僚（行政官）の役割
【広兼】交渉レベルとして、１. 政治家、２. 外交官、３. 環境省などの職員（官

僚）などがいて、それぞれ役割があると思います。研究者から見て、この問題

1995 年 4 月 に 開 催 さ れ た
COP1（ベルリン）の会議場の
様子。
　今よりも参加人数が１桁少な
かった。
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については最も重要な役割を担っているレベルというものはありますか。
【久保田】COP ではいろいろなことが議論されていますが、全部政治家が議論

して決められるかというと細かすぎ・技術的にすぎるため、いわゆる事務レベ
ル、行政官の力が必要です。しかし温室効果ガス削減の長期目標のような議
題については、事務レベルだけで意思決定できる問題ではありません。そこ
にギャップがあることが温暖化交渉を難しくしている原因の一つだと思いま
す。自国内の取り組みの方向性を決めることは政治家にしかできないと思いま
すが、多くの場合 COP で話し合っている議題は細かく、事務レベルで決めな
ければならないのです。2009 年のコペンハーゲンでの COP15 があまりうまく
いかなかった理由の一つに、これまでの外交のやり方、すなわち、主要国と考
えている国を集めて決めてしまおうとしたら、そこに入れなかった国が文句を
言ったということがあります。その後、国連加盟国全部での交渉は無理なので
はないか、それぞれできることをやっていけばいいという方向性が出ましたが、
結局はもう少し国際社会全体でやってみましょうということに落ち着いていま
す。過去にも、先進国首脳会議や、首脳級の会合、大臣クラスの会合など、大
きな決定は政治的な合意で決まっています。それは事務レベルの合意があるか
らこそ、政治家が決定できるのだと私は思っています。

【亀山】政治家は何らかの価値観をもって判断するという重要な役割を果たし
ていて､ 特に民主主義の国はそうです。そのなかで日本はどちらかというと、
官僚の役割が重要といわれていました。政治家も官僚から説明を受けますから、
そういう意味で間接的に行政官の影響力は強かったと思います。それでも最近

COP20 のストックテイキング
会合の様子。COP16 以降、こ
のような会合が開かれるように
なった。会期中に数回開催さ
れ、非公式協議で議論されてい
ることも含めて、COP 全体の
進捗状況が会議参加者に共有さ
れる。
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では日本も徐々に政治主導型になってきて、政治家は政治家として判断をする
場合もありますという役割分担ができてきています。

■多様な主体がかかわる国際交渉の意思決定の難しさ
【広兼】COP が始まってから 20 年以上経っていますが、会議で意思決定を選

択するにあたり、過去と比べてやり方が進歩していると思われますか。
【亀山】温暖化問題に限らずすべての国際交渉についていえることですが、以

前より意思決定が困難ですし複雑になっています。いくつか理由はありますが、
最大の理由は関係者の人数が増えていることです。20 年前は政府関係者だけ
が集まって決めることができたのが、今は非政府組織（NGO）、研究者、産業
界の方が携わっています。また、交渉している内容もすべてインターネットで
配信されます。インターネットの普及により交渉のプロセスが以前より格段に
公開されており、これが非常に影響を及ぼしていますから、意思決定しやすく
なっているかと問われたら、ノーですね。だからといって、必ずしも望ましく
ない方に向かっているわけではなく、多くの人が何からの形でかかわるという
のは、必要なことだと思います。

【広兼】NGO と政府の関係は以前と比べて変わったでしょうか。
【亀山】NGO 自体が本当に力をもち始めたのは、日本では最近です。昔はさま

ざまな意味で力をもった NGO が多くなかったのですが、現在ではそれが育っ
てきて、政府の提出してくる案に対してかなり十分な根拠をもって反論したり
代替案を出したりできる能力をもった NGO が出てきました。これはとても重
要なことだと思います。

■温暖化対策と個別の利害を結びつけることがむしろポイントになる
【広兼】各国の個別的な利害を乗り越えて国際的な目的のために交渉する際に、

大切なことは何だと思われますか。
【亀山】「個別的な利害を乗り越える」という表現の中には、損をしてしまう人

は我慢してね、というニュアンスが含まれているように感じられますが、そう
ではなく、対策をとる人ほど得をするような仕組みに仕立てていくことが必要
と思います。現在多くのステークホルダーがかかわるようになり、たとえば政
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府がこうしてくださいと言っても誰もがすぐに動いてくれるわけではありませ
ん。行動を促す動機づけとしては、無理矢理法律で決めて規制していくより、
そう動いた方が「お得です」というシステムを作っていく方がいいと思ってい
ます。重要なのは、温暖化による被害と温暖化対策を頭の中で結びつけてもら
うことです。それは不可欠です。

【広兼】個別の利害をそのまま全部満
足させるような方法はありませんし、
だんだん何のために交渉をしている
のかが、みんなわからなくなってき
ますからね。

【亀山】たとえば、異常気象や熱波（温
暖化の被害）と二酸化炭素を削減す
る（温暖化対策）関係を一人ひとり

が理解しないと、今申し上げた利害に結びつけるということが実現しません。
【広兼】では、日本が地球規模の温暖化防止に貢献できることとは何でしょうか。

具体的な目標を出すことがイニシアティブをとることになるかと思いますが。
【亀山】多くの日本人が思っているのは、省エネ化などの技術革新で貢献する

ことではないでしょうか。
【久保田】いろいろな意味で国内の温暖化対策は難しい局面にあります。目標

の大きさだけであっと世界を驚かすというような、そうしたことによって国際
的にリーダーシップをとるのは困難です。一つの方法としては、地球全体の温
暖化抑制に貢献することをいかに多面的に評価するかという制度を作る提案を
積極的にすることが考えられます。

■具体的な問題調整からうまれる国際条約の連携
【広兼】気候変動枠組条約以外にもマルチな国際条約がたくさんあります。生

物多様性条約、有害廃棄物の越境移動およびその処分の規制に関するバーゼル
条約、オゾン層の保護のためのウィーン条約など多数の国際条約が発効してい
ますが、これらの相互連携は図られていると思いますか。現在、何がもっとも
連携しなければならない条約でしょうか。
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【久保田】有害化学物質と廃棄物については、2010 年から、3 条約（バーゼル
条約、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前
のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約、残留性有機汚染物
質に関するストックホルム条約）を統合した拡大合同締約国会議を開催してい
ます。具体的に連携しなければならないポイントがあるから合同で行っている
のですが、それに加えて、気候変動枠組条約以外は資金が厳しいということも
あります。

【広兼】資金の点で気候変動枠組条約だけが潤沢というのは、なぜでしょうか。
【久保田】サミットなど首脳級あるいは閣僚級の場で議題になっていることは

大きいです。生物多様性条約の COP でも温暖化との関係を検討する議題があ
りますし、代替フロンの規制についてはモントリオール議定書や気候変動枠組
条約の COP でも取り上げられていますが、なかなかうまくいかないようです

（2016 年 10 月に、モントリオール議定書の下、代替フロンの生産及び消費量
の段階的削減義務等を定めるキガリ改正が採択されました）。漠然とただ調整
しましょう、というよりも、やはり必要のあるところ、具体的に調整しなけれ
ばならない問題があるところから連携が始まっていると思います。もちろん十
分とはいえませんし、こうした動きはまだ始まったばかりだと思います。

■「伝える」能力のポイントは？
【 広 兼 】 久 保 田 さ ん の COP の 会 議 レ ポ ー ト（http://jccca.org/trend_world/

conference_report/）は私もよく読んでいます。現地レポートなどの活動は非
常に重要だと思いますが、やはりスキルと、特に場数が必要だと思います。慣
れていない人にはできません。

【久保田】COP から帰国してまとめて報道に接すると、長期に温室効果ガスを
減らさなければいけないというのが重要なのに、どうしても日々の報道は目先
のことになり、まるで違う会議に出ていたような印象をうけることが多かった
のです。会議レポートはあるところから頼まれたことがきっかけで始めたので
すが、書くときに、そもそも一般の人は何を知りたいと思っているのかをでき
るだけ知ろうと努めました。また、長期に大幅に温室効果ガスを削減しなけれ
ばならないというのが新聞等では抜けてしまいがちなので、何度でも言わなけ
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ればいけないと思いました。
【広兼】マスメディアで温暖化問題を追う記者は、何を取材目的として来てい

るのでしょうか。取材目的を決めること自体も難しいのではないでしょうか。
【久保田】会議の規模がそもそも大きいので、日々重要な決定が出るわけでは

ありませんから、取材は難しいと思います。日本の報道は、やはり日本政府の
記者会見の報道を日本国民に伝えることが主な目的になりますし、国際交渉に
ついては、会議の構造やなぜこんなにもめているのかなどを理解するのは、こ
の問題の議論に入り込まないと大変難しいかもしれないと思います。

【広兼】亀山さんは環境省の官僚でもなかなか意味を理解できない国際交渉の
伏線を読み解く研究をされていて、それをシンポジウムやテレビでは非常にわ
かりやすく解説されています。また優しい語り方がいいですね。そのような能
力のポイントは何でしょうか。

【亀山】そう言っていただくのは嬉しいですが、自分はまだもっていない能力
があります。私は、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を活用
していません。多くの人は Facebook や Twitter でどんどん意見を発信されて
いて、たくさんのフォロワーをもっていますね。この前テレビで見たら、40
歳代で新聞を定期購読している人は半分に満たないそうです。これが望ましい
かはわかりませんが、現実には新聞以外のメディアの活用、情報発信の仕方に
もっと注力しなければいけないと思っています。

【久保田】Twitter などでは、いろいろな意見があるなかで、自分の意見を補強
するものだけを読んでいく傾向になります。まずは多様な意見を知ることが重
要なのではないかと思います。

COP20 会場内に作られた壁。「#
（ハッシュタグ）私達は未来を

創造する」と書かれている。会
場にいる人もそうでない人も、
COP に関するこのようなハッ
シュタグをつけて Twitter など
に投稿し、いろんなテーマにつ
いて議論している。
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■ Future Earth により社会科学系の研究者が増えることを期待
【広兼】“Future Earth” という国際研究プロジェクトが今後の温暖化研究に及ぼ

す影響についてどうお考えですか。
【亀山】Future Earth はまだ実態がよくわかっていませんが、今までの特定研

究プログラムと大きく違う点は、ステークホルダーの関与の仕方です。専門家
だけでなく社会のさまざまなステークホルダーが参加し、研究を提案すると
いうのは、手続き的な意味でとても重要だと思います。二つ目の重要な点は、
Future Earth では社会科学系の研究者を巻き込むということです。問題解決型
の研究に対する社会科学系の研究者の貢献は重要なのに、社会科学系の研究者
のコミュニティの間では、理論研究をしている人が主流と思われている分野な
ので、政策提言型の研究は亜流とみられがちです。研究者の数はあまり増えて
いません。ですから、Future Earth というプログラムによって打開できればと
思います。

【久保田】政策提言型の研究に関心をもつ社会科学系の若い研究者が増えてく
れたらいいと思います。法学分野の研究は法解釈が主流で、政策・実践を踏ま
えてどうしていくべきかという研究は法学者の仕事ではないといわれていま
す。そういう主流の人たちが研究者を養成するので、結果として、政策提言型
の研究をするメンバーがあまり変わりません。

■「多様な主体の果たす役割」と「温暖化の適応」について書きたい
【広兼】次回、『地球温暖化の事典』（以下、『事典』）を執筆するとしたら、書

きたい内容はありますか。
【亀山】初めにお話ししたとおり、今までのように、国際条約を作ればあと

はうまくいくという状況ではなくなっています。むしろ ICLEI（持続可能な開
発のための自治体協議会）など自治体同士のネットワークや、政府開発援助

（ODA）より多額の海外投資をしている企業など、多様な方々の果たす役割が
より重要になってきていますし、『事典』でもとりあげるべきだと思います。

【久保田】初回は地球温暖化防止の政策では排出削減が主になっている構成で
したから、私は次回、適応関係を取り上げたいと思います。
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　最後までお読みくださりありがとうございました。22 人の執筆研究者への
インタビュー、お楽しみ頂けましたでしょうか。今回、インタビューをする人、
される人の両方の立場でこの企画に参加できたことは興味深い経験でした。実
は同じ分野の研究者同士であってもこのような形で長く対話をする機会はあま
りありません。聴いてみたかったけれど実は聴く機会がなかったなどというこ
とも数多くあります。
　インタビューは約１時間で、紙面の都合上、すべてのやりとりをテキストに
はできませんでしたが、時間を忘れて夢中になって話を続けた１時間でした。
本当はノーカット対談としてビデオでご紹介できれば、さらに違う雰囲気が伝
えられたかもしれません。特に、今第一線で研究をしている人たちが研究者に
なろうと思ったきっかけや、学生のころに感銘を受けた講義など、研究者同士
でも知らない内容に及ぶ深い対話ができたと思います。これらの内容はこれか
ら研究を目指す方々にも大いに参考になったのではないでしょうか。
　パリ協定が発効して、地球温暖化対策としてこれまで経験したことのないほ
ど長い期間をかけて取り組む目標が課せられました。この難題を達成するには
今後の研究成果を社会に生かしていくことが不可欠になりますが、それには研
究者と市民の皆様との対話による相互理解が重要です。
　この冊子を手にとって最後まで読んでくださった方々、本当にありがとうご
ざいます。我々の励みにもなりますので、忌憚のないご意見や感想をお聞かせ
いただけれれば幸いです。

2017 年 3 月
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略語一覧
ACE: Atmospheric Chemistry Experiment【大気化学実験衛星】
ADEOS: Advanced Earth Observing Satellite【地球観測プラットフォーム技術

衛星「みどり」】
AIM: Asian-Pacific Integrated Model【アジア太平洋統合評価モデル】
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】
AR6: Sixth Assessment Report【（IPCC）第 6 次評価報告書】
BAU: Business-as-Usual【なりゆき】
BECCS: Bio-Energy with Carbon Capture and Storage【バイオマス燃料の利用

とそれに伴う炭素回収貯留】
BEMS: Building Energy Management System【エネルギー管理システム】
CCS: Carbon Capture and Storage【二酸化炭素（CO2）回収・貯留技術】
CFP: Carbon Footprint of Products【カーボンフットプリント】
CONTRAIL: Comprehensive Observation Network for TRace gases by AirLiner
【航空機による大気観測プロジェクト】

COP: Conference of the Parties【締約国会議】
DAC: Direct Air Capture【直接空気回収】
DAMIP: Detection and Attribution Model Intercomparison Project【気候変動

の検出と要因分析に関するモデル相互比較計画】
DDPP: Deep Decarbonization Pathways Project【大幅な炭素排出削減に向けた

道筋プロジェクト】
EMF: Energy Modeling Forum【エネルギーモデリングフォーラム】
EPA: United States Environmental Protection Agency【アメリカ環境保護庁】
ESSP: Earth System Science Partnership【地球システム科学パートナーシップ】
FACE: Free Air CO2 Enrichment【開放系大気 CO2 増加】
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations【国連食糧農業

機関】
FAR: First Assessment Report【（IPCC）第 1 次評価報告書】
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GAIM: Global Analysis, Integration and Modelling【グローバル解析・投稿及び
モデリング】

GBIF: Global Biodiversity Information Facility【地球規模生物多様性情報機構】
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】
GOSAT: Greenhouse gases Observing SATellite【温室効果ガス観測技術衛星「い

ぶき」】
HEMS: Home Energy Management System【ホームエネルギーマネジメントシ

ステム】
ICSU: International Council for Science【国際科学会議】
IDAG: International ad hoc Detection and Attribution Group【気候変化の検出

と原因特定に関する国際研究グループ】
IGBP: International Geosphere-Biosphere Programme【地球圏－生物圏国際協

同研究計画】
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】
ILAS: Improved Limb Atmospheric Spectrometer【改良型大気周縁赤外分光計】
IPBES: Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services【生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラッ
トフォーム】

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change【気候変動に関する政府間
パネル】

ISO: International Organization for Standardization【国際標準化機構】
JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency【宇宙航空研究開発機構】
LCA: Life Cycle Assessment【ライフサイクルアセスメント】
LULUCF: Land Use, Land-Use Change and Forestry【土地利用、土地利用変化

及び林業】
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NASA: National Aeronautics and Space Administration【アメリカ航空宇宙局】
NE: Negative Emission【ネガティブエミッション】
NGO: Non-Governmental Organization【非政府組織】
OCO: Orbiting Carbon Observatory【軌道上炭素観測衛星】
ODA: Official Development Assistance【政府開発援助】
RCP: Representative Concentration Pathways【代表的濃度パス】
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】

SAR: Second Assessment Report【（IPCC）第 2 次評価報告書】
SDGs: Sustainable Development Goals【持続可能な開発目標】
SNS: Social Networking Service【ソーシャル・ネットワーキング・サービス】
SRES: Special Report on Emissions Scenarios【IPCC 排出シナリオ】
SSP: Shared Socioeconomic Pathways【共通社会経済シナリオ】
TAR: Third Assessment Report【（IPCC）第 3 次評価報告書】
UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change【国連気

候変動枠組条約】
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