
共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

　２００９年１１月に創刊した日モ環境ソニン(モンゴル語で新

聞の意味)の第２号です。環境に関連した知見を日モの研究者等

が協力して、専門家以外の皆様にも分かりやすくお伝えすること

を目的としています。

　

　モンゴルは、その広大な国土の内に、北方林―草原―砂漠へと

遷移する鮮明なエコトーン(生態系移行帯)を有し、まさに地球環

境の縮図といえます。今号では、「モンゴルと環境～６つのトピ

ックスから見るモンゴルの環境問題～」という特集を組み、モン

ゴルの「環境」に、６つの側面から迫ります。

　

　また、北海道大学ＩＦＥS－ＧＣＯＥでは、この問題を人材育

成という面から取り組むため、２０１０年７月にモンゴルフィー

ルドサマースクールを開催予定です。

　

伐採

モンゴルの森林

日モ環境ソニンVol.2

モンゴルサマースクールにむけて

　地球環境問題は、長期的で、広

大かつ複雑な問題です。この問題

に取り組もうとするのであれば、

細分化と高度・専門化だけでは、

とても解決することはできません

　私たちは、地球環境問題に取り

組む上で、「統合する科学」と「

人材の育成」を手がかりとしてい

ます。 統合する科学とは、知識・

技術と価値観を共有することから

始まります。

　社会固有の風土や文化を背景に

育んできた知識・技術と価値観の

結晶を、「知恵」と呼びます。

　統合する科学の目的は、知恵を

科学し、共有することです。知恵

を共有するための取り組みとして、

１つは日モ

環境オアシ

スや日蒙環

境ソニンで

あり、もう1

つがモンゴ

ルサマース

クールなの

です。
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・　特集　モンゴルと環境～６つのトピックスから見るモンゴルの環境問題～

　　モンゴルの環境問題を６つのトピックでご紹介します

・　「日モ環境オアシス」開催！

　　地球環境変化への対応！モンゴルと日本の国際協力による相乗効果をめざした市民講演会

　　「日モ環境オアシス」をご紹介します

・　北大ＩＦＥＳ－ＧＣＯＥモンゴルフィールドサマースクール

　　モンゴルで行う「環境リーダー育成実習」についてご紹介します



　モンゴル国土の北部には、多年

にわたって土壌が凍っている「永

久凍土」が存在します。永久凍土

は降水が地下深部へと浸透するこ

とを妨げます。そのため、永久凍

土地域の土壌は湿潤になるため乾

燥気候であっても森林が成り立ち

ます。

 このような土壌は粘性が低く、土砂流下が容易である

ため、地形変化が促進されます。土壌水の凍結はアイ

スレンズの形成や体積の膨張を伴い、岩盤破壊・崩落

などの災害を引き起こすこともあります。氷に富む個

所は融解時に選択的に地盤が沈下するため、陥没地形が

形成されることも。さらに永久凍土は地下水の流れを

制御するため、湧水や河川水の涵養機能も持っています。 

　地球温暖化に伴い永久凍土が融解しているといわれ

ていますが、モンゴルの永久凍土はどのような状態で

あるかについては、現在、調査中です。さらに、永久

凍土の変化が、植生、地形、地表水にどのような影響

を及ぼすかについても、調査が必要です。

共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

　特集　モンゴルと環境～６つのトピックスから見るモンゴルの環境問題～
　広大で豊かに見えるモンゴルの自然環境も、水文気象と水循環のバランスの上に成立する非常に脆弱なものであ

ることが分ってきました。またモンゴルは、永久凍土分布の南限に位置し、モンゴルの豊かな景観は、この永久凍

土の地形保持機能、湧水や河川水の涵養機能に支えられています。しかし、近年、自然災害（森林火災やゾド）に

加え、経済成長に伴う環境汚染（森林の違法伐採、カシミヤや鉱山開発）による森林や草地への深刻な影響が見ら

れ、この自然と社会の変化に応じて、人々の意識も変わりつつあります。特集では、こうしたモンゴルの環境と人

間活動に関わる変容を踏まえた私たちの問題意識と取り組みを、研究者の横顔とともに紹介します。

 TOPIC 1 TOPIC 2
永久凍土変動とその影響

ジャンバルジャブ ヤムヒン 室長
モンゴル科学アカデミー地理研究所凍土研究室

凍土の融解により形成された地形

永久凍土

　モンゴルの森林は、国土面積の

約7%で草原に比べるとかなり少な

く、さらに近年、減少傾向にあり

ます。主に山岳域にありますが、

均一に分布しているのではなく、

永久凍土が分布する北向き斜面の

みに森林が分布しており、南向き

斜面には、森林がありません。

樹種は、主にカラマツ林(Larix)、

アカマツ林（Pinus）、カンバ林

(Betula)により構成されます。

　近年、モンゴルでは森林火災が頻発しており、多くの

森林が失われています。違法伐採や家畜による森林消失

も問題になっています。人間活動の増加は、森林生態系

に直接的な影響を与え深刻な劣化を進行させています。 

　森林を成立させる生態・物理的条件（物質循環、更新

過程）、人為的影響(例えば違法伐採、森林火災)、地域住

民の森林利用など多様な視点を考慮する必要があります。 

バータルビレグ
ナチン 教授

モンゴル国立大学
生物学部森林学科

伐採後の森林

モンゴルの森林

森林の過去と現在の状況

ダムディンスレン
ソドブ 教授

モンゴル国立大学
生物学部
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永久凍土



　草原から得られる生態系サービスは、遊牧民の生活

に必要不可欠です。草原生態系の復元力は、人間活動

による撹乱(例えば過放牧、車による影響、鉱山開発)

の影響を受けている草原生態系からの恵みを維持する

ための基盤となっています。

　モンゴルの草原の成長は、夏季の総降水量よりも、

その配分に大きく影響を受けます。それは、土壌中の

水分量が降水量やその頻度により変化し、土壌水分量

の多少が草の成長に影響を与えます。特に夏季の前半

(7月まで)までの降水量の多少は、その年の草の生育の

良し悪しに深く関係しています。

　夏季に十分に草が成長せず、秋季までに家畜が十分

に牧草を食べていないまま、冬季を過ごすと家畜は十

分に肉や脂肪をつけられません。その後、春季に多量

の降雪によって地表面が厚い積雪に覆われて、家畜が

枯れ草を食べられなくなると大量死する事があります。

このように家畜が大量死する天候をゾドと呼びます。

　過去にも何回か起きていますが、2000年、2001年、

2002年と連続してゾドが起

きました。ゾドには、天候

だけでなく、過放牧などの

人為的な要因も絡んでいま

す。さらに、牧草の根が地

下に残っているかどうか、

また、夏に降水量が十分に

あるかどうかで、牧草が回

復する量が変わってくると

いわれています。

　モンゴルの遊牧民に牧草

の状態や、今後の見通しな

どについて十分な情報を伝

達して、移動や干草の備蓄

などの対策をとる事ができるように、モニタリング体

制整備や予測精度の向上が必要だと考えられます。 

共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

 TOPIC 3 TOPIC 4
牧草地の利用と再生

　モンゴルの国土は海から離れてお

り、平均標高が高いため、日本に比

べると非常に乾燥しています。しか

し夏になると、低気圧が降水をもた

らし、雨を受け取った大地からは牧

草が繁茂し、家畜の貴重な食料とな

ります。モンゴルは中緯度の内陸に

位置していますが、気候学的に見る

とこの地域は低気圧の主要な経路と

重なっており、春から秋にかけては

しばしば低気圧が上空を通過します。一方、冬にはシベ

リア高気圧がモンゴルを広く覆い、安定した寒冷な気候

となります。 

　このようにモンゴルでは季節の違い

が明瞭ですが、同時に地域によっても

気象条件はバラエティに富んでいます

。モンゴルの南部（ゴビ）では、はる

か南のチベット高原の影響によって雨

が降りにくくなっていると考えられて

います。北部では南部に比べると相対

的に降水量が多く、夏には落雷や降雹

を伴った土砂降りになり、局地的な洪水をもたらすこと

もしばしばあります。

　昨今、人為的な温室効果ガス排出による地球温暖化が

しばしば話題になりますが、モンゴルではどのような影

響があるのでしょうか。

　近年、モンゴルでも気象災害により人命や家畜の被害

が発生しています。しかし、このような事例は、比較的

短い時間（数時間程度）に起こることが多いため、地球

温暖化などの長期的な気候変動との因果関係を調べるた

めには、高頻度の観測を長期間にわたって継続すること

が重要です。さらに、地域の人間活動による影響も無視

することができません。したがって、気象災害による被

害を軽減するためには、気象や水文現象の調査と同時に、

地域の開発に伴う脆弱性の変化も議

論する必要があるでしょう。 

ダヴァー
ゴンボ 部長

モンゴル気象水文
研究所水文研究部

モンゴルの年総降水量の分布

局地・地域スケールの水文気象と水循環

シレブアディア
サマダン 室長

モンゴル科学アカデミー
地理研究所

地理情報システム研究室

宮崎　真　
特任助教

北海道大学大学院
地球環境科学研究院

　佐藤　友徳　
特任助教

北海道大学大学院
地球環境科学研究院

ゴンボルーデブ
プレブジャブ 室長
モンゴル気象水文研究所
天気予報課予報研究室
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　モンゴルでは、近年、環境汚染が深刻化してきてい

す。1990年の市場経済化以降、外国による援助や投資

が急速に増加しました。それに伴い、モンゴル国の主

要産業部門のGDP(国内総生産)に占める鉱業の割合が急

速に増加しています。モンゴルには、銅、金、石油、

石炭、モリブデン、ウラン、蛍石等、豊富な地下資源

があります。今後も南ゴビで新たな鉱山開発が計画さ

れており、開発がさらに進むと考えられます。

　その一方で鉱山地域では、鉱山廃水による河川の水

や土壌の汚染が深刻な問題となっています。これによ

り、周辺地域の遊牧民の生活のための生態系の利用可

能量が減少しています。

 冬季のウランバートルでは、発電所、ボイラー、自動

車、ゲル地区の暖房等から排出される煤煙により、大

気中の有害な汚染物質の濃度が、環境基準を超えるよ

うになってきました。ウランバートルでは、冬季の大

気汚染以外にも、人口の急増とインフラ整備の遅れか

ら、ゴミの悪臭やトイレ等の排水による地下水汚染が

問題になっています。

 このような環境汚染に関して、モンゴル政府も環境保

全のための法整備を進めるとともに、人材育成や技術

開発の必要性を認識しています。日本でも同様の環境

汚染を経験しており、その対策技術をモンゴルの環境

汚染にも生かしていく必要がありま

す。日本をはじめとする外国による

国際援助の一環として、モンゴルの

環境保全の支援計画もあり、今後、

状況の改善が期待されます。  

共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

 TOPIC 5 TOPIC 6
環境汚染

　私たち人間は、自然の

恩恵なしに生活を送るこ

とはできません。また、

自然は人間に対して恩恵

だけでなく、たびたび過

酷な試練を与えるもので

す。したがって、自然の

恩恵を「いかに」利用す

るか、また自然の問題に

「いかに」対応するかと

いうことは、人類共通の

重要な課題です。

 「いかに」に対する「

絶対的な解」は、今のと

ころ存在しません。すな

わち自然との適切な付き

合い方について、金科玉条のごとく守るべきマニュアル

はなく、社会の姿や方向性、問題の特徴と重大さに応じ

て一つ一つ検討し、実行・再考を繰り返すことが、現在

唯一の方法なのです。

 もちろん自然科学者は、少しずつ自然

メカニズムを解明しつつあります。そ

の知識や技術は、大いに我々の助けに

なるものです。しかし研究成果という

ものは、研究の世界の中だけでは明

確で素晴らしく見えたとしても、現

実社会においては、必ずしも正しく

理解・運用されるとは限らないばか

りか、場合によってはより悪い状況

をもたらすことすらあるのです。

　研究の世界から現実社会に向けて何か発信しようとす

るとき、この意図せざる重要な問題が常に突きつけられ

ていると言えるでしょう。したがってわれわれ研究者が

、農牧民の方々の環境意識にアプローチするということ

は、自然に寄り添って生きる人たちから、世代を超えて

醸成してきた知識を学ぶことであり、「環境科学」に関

する非常に重要な取り組みといえます。

現地で暮らす彼らの多くは、自然に対

する強い敬意を持っています。また同

時に、自然に対する負の感情として、

諦観（あきらめ）もあります。われわ

れが追求する科学が、彼らからどのよ

うな評価を受けるのか、彼らの評価を

科学の進展にどうやって生かしてい

くのか、この往復こそが今まさに求

められるわれわれの役割だと思って

います。

エンフアムガラン
サンダグ　研究員
モンゴル科学アカ
デミー地理研究所

遊牧民の環境意識と社会的経済背景

宮崎　真　
特任助教

北海道大学大学院
地球環境科学研究院

　山下　哲平　
特任助教

北海道大学大学院
地球環境科学研究院

エルデネトの銅山

石炭の採掘風景
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　「日・モ環境オアシス」が下記の日時、場所で開催さ

れます。ここでは、その講演者と内容についてご紹介い

たします。

日時：2010年2月26日（金）16：00～18：00

場所：モンゴル・日本センター多目的室

 　　(モンゴル国ウランバートル市)

主催：モンゴル・日本センター

共催：北海道大学

　今回は、北海道大学の取組の紹介とともに、モンゴル

科学アカデミー地理研究所長でアカデミシャンのドルジ

ゴトフ博士・教授をお迎えして、モンゴルの自然環境に

ついて解説をして頂き、その後、参加者の皆様を交えて

意見交換会を実施します。

＜プログラム＞

16:00～16：05　

モンゴル・日本センター森川所長から開会挨拶

16：05～16：30

　「日モ環境シナジーと北海道大学IFES-GCOE」　

　　北海道大学大学院地球環境科学研究院

　　特任助教　宮崎真博士

16:30～17:20

　「モンゴルの自然環境」　

　モンゴル科学アカデミー地理研究所長　

　アカデミシャン　ドルジゴトフ　デチングンガー博士・教授

17：20～18：00

　総合討論

（司会：北海道大学大学院地球環境科学研究院　

　　　　　特任助教　山下哲平博士）

共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

　「日・モ環境オアシス」開催！
　「日・モ環境オアシス」は日本とモンゴルの研究者が講演者となり、関連の研究者の得意分野を出し合い、「日
モ環境シナジー(相乗効果)」に向けた、最新の知見を提供します。これは、モンゴル・日本人材開発センターの市
民講座の一環として、政策決定者や市民の皆様を対象としたものです。ここでは、講演者と参加者の活発な意見交
換に重点を置きます。本号では、講演者と講演内容について、ご紹介いたします。

 

講演者：

モンゴル国のアトラス

ドルジゴトフ 　デンチングンガー

モンゴル科学アカデミー地理研究所　所長

　ロシア・モスクワ国立大学卒、

　学位：Ph.D.理学博士、

　専門：土壌学、地球生態学

アカデミシャンのドルジゴトフ博士・教授は2009年にモ

ンゴル国のアトラス(写真)の作成に関わり出版した。本

講演では、モンゴルの自然環境の概説を行う。

モンゴルは地理的にシベリアの凍土森林地帯から中央ア

ジアの砂漠へと広がる草原地帯に位置するため、１年な

いし１日の気温差が大きく、快適な気候環境にあるとは

いえない。また、モンゴルの国土面積の8割以上は、標

高1000ｍ以上の高さにあり、地面の起伏も大きく、氷雪

に輝く山脈、ゆるやかにうねる丘陵、急峻な渓谷、見渡

す限りの草原など様々な地形がみられる。草原には低地、

山脈には高地の特徴がはっきり表れ、山脈の間の盆地には特

徴的な現象も見られる。夏季にその盆地はより一層暑く

なり、また乾燥するため、その周辺で竜巻の現象が発生

しやすくなり、砂嵐の原因にもなる。

　モンゴルの人口密度は非常に低く（地方では1kｍ２あたり1人）、

長年伝統的な遊牧が中心となってきたため、自然の美し

さがそのまま保たれてきたと多くの研究者が記述してき

た。しかし、今はその状況が大きく変化しつつある。地

球温暖化の影響や砂漠化は、もともと乾燥気味の環境に

あるモンゴルの自然にも影響をもたらしている。

　家畜の過放牧による牧草地の荒廃、地下水の大量利用

による減少、森林の伐採、黄砂の頻発、植生の変化、河

川の水量の減少、地下水・大気の汚染など自然環境に危

機をもたらす数多くの現象が、人間の諸行動によって進

行している。

　我々は自然環境を破壊するこのような現象を予防し、

自然環境と人間行動のバランスを保つための教育や諸活

動を実施してきたが、良い結果には至っていない。

　砂漠化防止対策、牧草地改善計画、緑地保全計画、土

地改良計画など数多くのプロジェクトが実施されてきた

が、良い結果がまだ見られていない。これには、期待す

る成果を得るまでには長い時間を要するということもあ

る。しかし、自然環境に対する総合的な政策の実施や、

それに対応する科学的な分析と活発な活動が不可欠であ

ることをモンゴルの自然や社会の現状が求めている。
　モンゴル国立大学教授、モン

ゴル教育大学教授、中国内モン

ゴル師範大学名誉教授を歴任。

モンゴル国立大学地球生態環境

学科長、モンゴル科学アカデミ

ー地質地理部門議長を兼任。モ

ンゴルの土壌地理に関して、200

を超える著作がある。これまで

に、日本、ロシア、ドイツ、ポー

ランド、中国、韓国の研究者との共同研究を行ってきた。

講演要旨
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共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

 講演者：宮崎　真

永久凍土

北海道大学大学院

地球環境科学研究院　特任助教　

筑波大学大学院環境科学研究科修了。

学位：博士(理学)。

専門：水文気象学

　東京大学生産技術研究所、国立環境研究所などを経て、

北海道大学大学院地球環境科学研究院GCOE 特任助教。ア

ジア各地で降水量や蒸発量を観測し、水循環のシステム

を明らかにしている。大学院生のころ、観測のために初

めてモンゴルを訪れ、その自然と人々に魅了された。以

後モンゴルでのフィールドワークに研究生活を捧げる。

現地では観測だけでなく、人々とのコミュニケーション

も大切にし、モンゴル語も習得。住民の環境意識の向上

を目指した講演会なども精力的に行っている。

講演要旨

　モンゴルでは森林や草原の劣化，気象災害の頻発化，

永久凍土の融解，水資源の枯渇など地域住民の生活に深

刻な影響を及ぼすような自然環境の変化が進行している

。これら諸問題の解決には，研究活動による実態理解を

進めるほかに，広範な教育活動によって人々の環境意識

を向上させることが必要である。北海道大学グローバル

COEプログラム「統合フィールド環境科学の教育研究拠

点形成」（IFES-GCOE）と日モ環境シナジーは、モンゴ

ルの大学や研究所、NGOやなどと協働してこれらの活動

を推進する。北海道大学の宮崎真博士が本講演において

これら様々な活動を紹介する。

森林に設置された気象観測タワー

熱・水・二酸化炭素の交換量の測定器

　北大IFES-GCOEでは、「環境リーダー育成」を目指し

たモンゴルフィールドサマースクールという実習を、下

記の通り実施します。詳細はホームページをご参照くだ

さい。

【日程と場所】

＊2010年7月16日〜17日　

　ウランバートルにて事前講義

＊2010年7月18日〜24日：

　グループ毎に分かれてモンゴル各地でフィールド観測

等　を行う

＊2010年7月25日〜26日

　ウランバートルにて総合討論・報告

【対象】

　世界中の若手研究者・大学院生

【目的】

　異なる研究分野の研究者が実りある議論やアイデアの

交換を通じて、モンゴルで現在進行している生態系の劣

化について理解し、考察する機会を提供すること。

ＵＲＬ : 

http://gcoe.ees.hokudai.ac.jp/orse/?page_id=39

北大IFES-GCOE

モンゴルフィールドサマースクール

　今後のスケジュール

2010年5月　 日・モ環境オアシス

　　　　　　日モ環境ソニン第3号

2010年7月　日モ環境デー開催

　　　　　・海外フィールド観測サマースクール

　　　　　・市民向けの講演会・シンポジウム等

本紙の編集・出版

　北海道大学大学院環境科学院

　グローバルCOEプロジェクト支援ユニット

　〒060-0810　北海道札幌市北区北十条西5 丁目

　E-Mail : gcoe@ees.hokudai.ac.jp

　Tel : 011-706-4861,4862

　Fax : 011-706-4867

　website : http://www.ees.hokudai.ac.jp/gcoe/

モンゴルフィールドサマースクールポスター
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