第一章

拠点「生態地球圏システム劇変の予測と回避」の構築

１．目的
大学院地球環境科
学研究院（当時は地球
環境科学研究科）と低
温科学研究所は、14
年度に上記課題で 21
世紀 COE 拠点形成を
開始した。生態地球圏
システム劇変とは、森
林などの陸域生態系
と固体、大気、海洋か
らなる地球圏が相互
に作用しあうことに
よって、地球が自力で
回復することを不可
能にしてしまうため
に起こる、100 年程度
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の時間スケールをもつ劇的な変化のことである。
図 1-1 に示すように地球システムでは複雑な相互作用が起こる。人間活動は二酸化炭素を
排出し、地球から放射される熱を吸収する温室効果によって地球は温暖化する。冷蔵庫な
どの冷却剤として使われていたフロンは、成層圏まで達してオゾン層を破壊してきた。こ
のため紫外線 B が増え、人間に皮膚がんを起こし、動植物にも悪い影響を与える。近年の
開発によって森林が破壊され、微量でも有害な環境ホルモンなどの環境汚染物質が出され
ている。これらはそれぞれが独立に環境を劣化させるだけではなく、森林が減ると二酸化
炭素の吸収量が減り、温暖化を促進する。また温暖化によって降水量に大きな変化が起こ
ると、森林が減るというように、相互に悪影響を及ぼす。全海洋をめぐっているコンベア
ベルトが弱まって、植物プランクトンのための栄養が減ると、二酸化炭素を吸収しにくく
なるので、やはり温暖化を進めてしまう。
このような相互作用を持つ地球システムを理解し、その変化を正確に予測しなければ、
二酸化炭素排出の削減量もわからない。本拠点は、さまざまな生態系と地球圏の相互作用
を対象にして、北極付近の寒冷域、東南アジアのような熱帯、日本を含む温帯を対比する
研究を進めた。森林、山岳、海洋の観測と、地球システムモデルを用いることによって、
現象を理解し将来予測を試みた。劇変を回避する策を提示することができればすばらしい
が、本拠点の責務として、提示された策を自然科学に基づいて客観的に検証する体制を示

すことにした。
教育を大きな使命として、東・東南・南アジアの若手研究者を地球環境科学の専門家に
育て、日本だけでは手におえない地球環境の保全を、国際連携によって進めていく。本拠
点の活動の中心を担う若手研究者として 12 名のポストドクター（博士研究員）を公募で採
用した。また博士課程学生をプロジェクトによって教育するしくみとして、リサーチアシ
スタントを 1 学年あたり 10 名雇用した。本拠点の研究活動を教育体制に具現化するものが、
17 年度に開設された「大学院環境科学院」であり、その中でも「環境起学専攻」は分野統
合型・目的指向型の教育を進める核である。15 年 9 月には地球環境科学研究科設立 10 周
年とも合わせて、COE シンポジウムを開催した。大学間交流の一環としてソウル大学との
シンポジウムも開いた。18 年 8 月には本学が開催した国際シンポジウム「持続可能な発展」
において、主要メンバーとして貢献した。高大連携の一環として、高校生に地球環境保全
の重要性を説く活動も継続した。

２．生態系・地球圏モデルの構築と利用
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モデル研究は将来予測を可能にするとと
もに、現象の理解を助ける役割をもってい
る。大気陸面の相互作用を解明する目的を
持って、陸域植物モデルを開発し、その働
きを確かめた後、大気モデルと結合して植
生大気モデルを作成した。これを大気・水
循環・雪氷・植生相互作用を含む「低温研
ABC モデル」と呼んでいる。図 1-2 に示
す植生モデルを用い、日本の森林データベ
ースと比較し検証する作業を行った。次の

ステップとして大気大循環モデル
に ABC モデルを結合した。これ
らの成果をもとに、大気海洋陸面
結合モデルを用いて、生態系応答
も含んだ地球温暖化予測実験を行
った。
大気海洋相互作用のモデルに関
しては、北西太平洋を題材にして
地球温暖化に伴う変化を予測した。
地球温暖化が進むと気温が上がる
ため、海洋混合層が発達しにくく
なり、海面近くに上がる栄養塩の
図 1-3
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量が減る。またコンベアベルトが弱まることによっても、栄養塩が減り、植物プランクト
ンが成長しなくなる。この状態を定量的に予測することを目的に、海洋物理モデルに生物
と化学の要素をいれてモデルを作成した。図 1-3 に示したように、地球温暖化が進むと北緯
43 度までが今の黒潮域と同様になり生産量が減る。これを本拠点が新たに解明したフィー
ドバック・ループとして図 1-1 に示している。またサンマが泳ぎ成長する過程を組み込んで
おり、えさのある海域が遠くなって成長が遅れることも示された。
大気と陸域生態系の相互作用については、生態モデルのパラメータを確かめる野外調査
を進め、比較的乾燥した寒冷域では、気温上昇よりも降水量減少が生物生産を低下させる
ことを突き止めた。また寒冷域植生が衰退すると大気循環に影響を及ぼし、シベリア森林
域からアラスカへと変化が伝播することがわかった。

３．陸域生態系、河川循環、沿岸から近海にわたる観測を遂行
地球システムを形成して
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いる地球圏と生態圏につい
ての個別研究は重要である
が、これらを統合して生態地
球圏システムのしくみを解
き明かす研究が本拠点の特
徴ある活動である。そのため
に陸域から日本近海にわた
る観測計画を立て、北海道で
は十勝川流域から河口域、そ
して北海道東南沿岸、さらに
親潮域にいたる観測を実施
した。図 1-4 に示したように、

降水に流された土砂と酪農地帯から溶け出る肥料や家畜排泄物が、陸から海へと流れ出て、
窒素、リンなどの栄養分を運ぶ。それが沿岸近くに堆積しており、また海洋に栄養を与え
て植物プランクトンの生産性を高める。すなわち陸起源物質が海洋の生産を盛んにし、炭
素や窒素を含む物質の移動や化学変化を呼び起こすのである。この物質循環は地球温暖化
の主役を果たしている二酸化炭素のバランスに影響を与えている。海底堆積物の分析によ
って、陸上有機物が直接蓄積するところは水深 100m 程度の沿岸であり（後出図 2-4-1）、
一方 1000m 程度までの水深の海域には海洋性有機物が蓄積していることが判明した。
さらに高緯度域では、総合地球環境学研究所プロジェクトとして、アムール川からオホ
ーツク海にいたる測線で観測を開始した。アムール川は日本にない大河であり、十勝川の
結果と合わせると多様な河川の役割を把握することができる。アムール川流域では、湿地
帯の鉄が河川に溶け出てもすぐに川底に沈殿してしまうが、それを森林から供給される酸
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図 1-5

鉄 化 合 物 が 海 の 生 物 生 産 性 を 向 上

.

が再び溶解してい
る（図 1-5）。しか

湿 地 帯

し、中国側の農地開
発は土壌を乾燥さ
せて鉄を溶けにく

還 元 性 地 下 水 中 で
鉄 化 合 物 は 溶 解
（ F e 3+ → F e 2+）

流 出 し た 鉄 化 合 物 の 多 くは
酸 化 し て （ F e 2+ → F e 3+） 、
川 底 に 堆 積

くし、またロシア側
の森林破壊は酸の
供給を減らして川

森 林 地 帯

底の鉄を溶けにく
鉄 化 合 物 （Fe
, Fe
）の 一 部 は
森 林 か ら の 腐 植 物 質 と 錯 体
を 形 成 し 、堆 積 を 免 れ る
2+

3+

くする。その結果と
して、沿岸からオホ
ーツク海に流出す
る鉄を減らし、生物
生産を低下させて

いると考えられる。2006 年度には、総合地球環境学研究所との連携プロジェクトにおいて、
ロシア船を用いた生物地球化学の研究航海を実施し、初めてオホーツク海北西部で鉄の分
布の詳細な観測に成功した。その結果、アムール川から流出した鉄は、ほぼ全てが海氷形
成によって駆動される中層水循環に取り込まれ、遠く北西部北太平洋まで届けられて、広
大な海域の一次生産に寄与している可能性を示すことができた。

４．『地球温暖化・オゾン層破壊』研究チーム
地球温暖化が進行するとエ
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ル・ニーニョがより頻繁に起
こると予想されている。赤道
域の海洋観測では、通常海洋
の二酸化炭素量が高く、大気
に二酸化炭素が放出される。
海洋の深い層から昇ってきた
海水は栄養塩を多く含んでお
り植物プランクトンを成長さ
せるが、それを上回る大量の
炭酸を含んでいるためである。

しかしここに示された場合では、エル・ニーニョの時に深層水の湧昇が減り、二酸化炭素
圧力が低く、大気に放出される量は減る（後出図 3-2-5, 3-3-8）。また水温が上がると植物プ
ランクトンの優先種が代わり、珪藻から円石藻になる可能性も指摘されている。珪藻は成
長すると二酸化炭素を吸って成長するが、円石藻は二酸化炭素を吸うだけでなく、海水の
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図 1-7
アルカリ度を下げるので、炭酸
塩が分解して二酸化炭素を放
出する。円石藻は雲核を形成す
る DMS を出すため、寒冷化効
果も持っている。20 世紀で最
も温暖だった 90 年代の観測に
よると、おそらく円石藻と思わ
れる小さな植物プランクトン
が増えている（図 1-6）。
ほとんど１年中氷におおわ
れている北極海では、２０世紀
後半に温暖化が進み、海氷が日
本の面積の 3 倍も減少した（後出図 3-3-5）。広く受け入れられている説は、温暖になって
海氷が減り、氷による太陽光反射の割合が減って、さらに温暖化が進むという海氷アルベ
ド・フィードバックである。しかしそれ以外の要素として、雲の影響も考えられる。ロシ
アが 50 年間集めたデータによると、
快晴の割合が四季いつでも減っている（後出図 3-3-5）。
雲からの下向き長波放射が増えた効果は海氷アルベド・フィードバックと同程度である。
一方、北極海の海氷モデルを実際の大気条件を用いて駆動し、20 世紀の海氷分布を再現し
て将来予測の信頼性を増すための検証実験を行ったところ、20 世紀最後の海氷減少が気候
シフトによる自然起源であるとわかった（後出図 3-3-6）。また最近注目されている太平洋
側の海氷減少には、比較的高温な太平洋水の流入が効いている可能性を示した。21 世紀中
に北極海が季節海氷域になると予測されているものの、効果的なメカニズムを正確に突き
止める研究が求められている。
フロンガスのために成層圏のオゾン層が破壊された。20 年くらいのうちには増加に転ず
るとする説もあるが、その前に生物に悪影響がでるかもしれない。図 1-7 に示した海洋生態
系の食物連鎖の中で、よく知られているのは同図の右側にある部分だ。植物プランクトン
が動物プランクトンに食べられ、さらに魚に食べられる、それらは死ぬと分解されて栄養
塩にもどる。その一方で左側にある微生物ループでは、有機物を原核生物が食べ、それを
図 1-8

動物プランクトンが食
べる。北海道南東沖の
A ラインから収集した
試料に紫外線を照射す
る実験をして確かめた
ところ、図 1-8 に示す
ように、植物プランク
トンの光合成活性が低
下することを見出した。
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北極圏でオゾン層が破壊され、紫外線が増えると、土壌の分解過程が変わる（図 1-9）。
通常なら有機物が分解され二酸化炭素が出るが、紫外線によってバクテリアが働かず、メ
タンが出てしまう。紫外線被曝によって出る活性酸素がかぎを握ると考えられる。
オゾン層のモニタリングを行うため、本学構内で学生実習を兼ねたゾンデ観測を実施し
た。札幌上空の成層圏オゾンと水蒸気分布の観測データをとることができた（後出図 4-1-1）。
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５．『生態機能低下』研究チーム
図 1-10

地球温暖化が進むと、二酸化炭素が増し、
また昇温するため、植物の成長が速まる。
このため人為起源二酸化炭素の一部は森林
に吸収されていく。人為起源排出は 1 年間
に 60 億トンの炭素排出となるが、その半分
は海洋に溶け、森林に吸収される。地球環
境が変化する状況で、この吸収量を正確に
見積もっておかなければならない。そこで
人工的に昇温した状態を作り出し、植物の
生長を調べる実験をした。透明パネルで囲
った非常に簡単な装置を使って、気温上昇
の効果を見ると、やはり成長は促進されていた。

実験による裏づけを得た上で、陸域生態系のモデルを検証し、環境変動に応答する生態
系の将来予測を行う。図 1-10 に示す個別植生モデルには、受光機能や栄養と水の輸送・蓄
積機能を組み込んでいる。同様のモデルを用いて植生の生長を予測したところ、温暖化を
表わすように光合成速度を増やした場合に、生長速度が倍増することがわかった（図 1-11）。
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図 1-11

植生の生長には水環境も重要な役割を持っている。年輪を大量に調査した結果、比較的
乾燥した寒冷域では、降水量の減少が生長を妨げることがわかった（図 1-12）。

図 1-12

しかしその一方で、二酸化炭素が増加すると、気孔をあまり開かなくても光合成できる
ため、有効に水を使える可能性もある（図 1-13）。100 年規模の将来予測をするには、これ
らの効果をすべて含む陸域生態系モデルの構築が必須であることを示唆している。
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生物多様性が低下してきたと言われている。最近 100 年間の生物種の絶滅率は、それ以
前よりずっと高い。やはり大きな原因は人間活動であろう。たとえば北海道大学の校章に
も使われているオオバナノエンレイソウは、生育地を道路などで分断されると、タネから
生まれたばかりの実生が少なくなってしまう。すなわち小さい集団はいずれ絶滅する運命
にある。一方インドネシアの河川周辺にある三日月湖では、主流との水交換の有無によっ
て、種の多様性が高いか低いか分かれる。閉鎖的な三日月湖は水位の変化が小さく、環境
があまり変動しないので、優先種が卓越しやすいと思われる（後出図 5-3-4）。
内分泌撹乱物質はいわゆる環境ホルモンと呼ばれる物質である。通常の有毒物質よりか
なり低濃度でも生殖器官に影響を与え、オスのメス化、あるいは逆の変異を起こす。無数
にある人工化学物質のうち、内分泌撹乱物質と確認されたものが数十ある。しかしそれは
微量であるため除去するのが困難で、見つけるのさえ難しい。そこで標的となる物質に付
着する酵素を用い、その酵素にさらに所在の確定が容易なセンサー物質をつけて、除去し
たい物質を見つける方法を開発した（後出図 6-3-1）。
種々の汚染物質を除去して環境を修復する方法を開発することも重要である。図 1-14 に
示す一連のステップのように、非常に微量の汚染物質を探索し、生体への影響評価と状況
調査をした上で、その環境を修復することができる。北海道の酪農地帯を例としてみると、
牛や豚の排泄物は多くの窒素など
を含んでいるので、地下水や河川が
汚染されてしまう。硝酸やアンモニ
アを除去するには、触媒を使う方法
が可能であり、実用化の研究を進め
ている。触媒というのは、それ自身
は化学変化を起こさず、まわりの物
質に化学反応を起こすものである。
そのため少量で効率的に有害物質
を分解し、無害物質に変えることが
できる。

図 1-14

６．劇変回避の評価
劇変回避の基本的概念は、新たな炭素吸収作用を考案することではなく、生態地球圏シ
ステムが本来持っている機能を助けてやるものとする。本拠点では評価システムを提示す
ることを目指し、誰かが考案する方策について、客観的な評価方法を示す。さらに注目す
る点は「炭素吸収による地球温暖化低減と生物多様性保持の両立」である。
この報告書で検討した題材は次のとおりである。
１）沿岸海洋域の二酸化炭素吸収能
十勝川を通って陸域から流出する栄養塩の役割を見積もってみると、親潮が同海域で持つ
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生物生産の半分程度を上乗せする。
２）海洋鉄散布実験
北太平洋の鉄不足海域に鉄散布を行うと、表層で生産される量の４割が有光層下に運ばれ
る。特に注目する点は、他の栄養塩が表層で減少することの影響と、珪藻種の交代である。
３）二酸化炭素深海貯留
海洋中深層に二酸化炭素を強制的に注入することは、自然現象だけにまかせた吸収を早め
てやるにすぎない。その点では特に自然環境を害する作業ではないが、高濃度になった二
酸化炭素が深海の生態系を撹乱する影響を見積もる必要がある。
４）陸域の二酸化炭素吸収能
湿原泥炭地の有機炭素貯蔵が海岸後退時に増加することを見つけている。このような環境
変化を利用できるならば、二酸化炭素をより多く貯蔵できる可能性を手にすることとなる。
これらの方策について基本メカニズムを明示することが必須であり、さらにその効果を
大気陸面結合モデルと海洋物理生態モデルによって統合評価する。影響評価の要素として、
生態系への悪影響と生物多様性の低下を取り入れるよう提起した。

７．大学院環境科学院設置
北海道を中心におくフィールドを基礎にして、地球規模の環境を保全することを目指し、
17 年度に環境科学院を開設した。北大の方針である、学生の教育を軸にした学院という大
学院形態の先陣をきった。北大の中では、自然科学分野に基礎をおいた環境教育の中枢と
しての機能を果たしていく。
環境科学院は、地球圏科学、生物圏科学、環境物質科学という自然科学の学問分野を基
にする 3 専攻と、それらの専門性を統合し環境問題に直接取り組む環境起学専攻を持つ組
織にした（図 1-15）。具体的には、地球温暖化、オゾンホール拡大による紫外線増加、化学
物質による環境汚染という緊急課題を解決する教育体制を立ち上げ、力を結集しようとし
ている。環境問題は日本政府が設定した四つの重要課題のひとつであり、これに取り組ん
でいるのが環境科学院である。
目的指向型の専攻である環境起学専攻の学生は、地球温暖化や共生システム創成といっ
た環境の重要課題を選択し、複数分野を融合する研究に取り組む。基盤専攻の学生は、学
問領域としてまとまった教育体系であるコースに参加し、新たな学問の展開に挑む。一方
で、各教員は専門性を生かして、複数の課題やコースを担当する場合もある。すなわち従
来の講座制のように、教員が中心に座り、そのまわりに学生を集めて教育するのではなく、
学生を教育目的にそってグループ化し、教員はその教育体制を支えるために集まるのであ
る。この新しい学院が機能するよう邁進していく。
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環境物質科学

連携

連携

環境起学

連携

地球圏科学

生物圏科学

図 1-15

８．社会システムとの関係（池田）
本拠点は自然科学者で構成されているので、人文社会科学専門家および工学・農学専門
家によびかけ、１８年夏に合宿を行った。地球環境問題の解決を目指し、また持続可能な
社会の構築に資するため、議論を戦わせつつ新たな研究の展開を探った。自然システムと
社会システムの相互作用を解き明かすループを提起した（後出図 7-1）。
以下の問題提起は、本拠点が社会系グループと連携する際に、留意すべき点である。
１）専門家の役割
科学者と政策決定者の共同作業を模索しなければ、現実の問題は解決できない。そこでは
我々が享受している民主主義を活用することが基礎となる。
２）企業の責務
企業活動が環境を破壊することは厳しく批判されるようになりつつある。利潤と環境は矛
盾すると言われるが、最近では、むしろ環境に配慮する企業が成長する。
３）過去のデータを再構築し、モデルを検証
土地利用とエコシステムサービスは、自然システムと社会システムを結ぶ要素として、自
然科学者が注目すべきである。

10

９．教科書編纂（池田・東・山中・田中俊）
本拠点の 3 グループが 5 年間の活動をまとめ、得られた成果を広く一般に公表するとと
もに、学生の教育に資するために大学院レベルの教科書を編纂した。地球温暖化について
は、そのメカニズムから陸域と海洋の生物への影響を詳説し、さらに社会系研究者と協力
して、国際関係や社会システムの重要性を説いた。オゾン層破壊については、大気成分の
変遷に生物の進化が深くかかわっていることを概説し、オゾンとオゾン層の発見や観測史
を述べ、大気圏の構造とオゾン層の光化学、およびオゾンホールができる仕組み、さらに
紫外線が物理環境や物質、生物に及ぼす影響と、オゾン層破壊の将来予測について詳細に
解説している。オゾン層破壊と紫外線影響に関する日本で初めての総説であり、他の大学
院や研究機関でも利用されることが期待できる。汚染物質については、環境修復とは何か
から始め、汚染物質と生体との関係、その影響評価法について解説するとともに、環境修
復に関する考え方、主な環境修復技術の分類、特徴などを示した。さらに、グループで開
発された環境修復技術を中心として、触媒化学、電気化学、高分子化学や、ナノ及びバイ
オに基づく様々な環境修復技術を紹介した。

１０．国際的リーダーシップ
これまで本学の研究者が個別に参加してきた世界気候研究計画（WCRP）、国際地球圏生
物圏研究計画（IGBP）、地球環境変化の人間社会的側面国際研究計画（IHDP）、生物多様
性科学国際共同プログラム（DIVERSITAS）という学問領域ごとの計画を、陸域対象に分
野統合する目的で設置された全地球陸域プロジェクト（Global Land Project/GLP）を推進
するため、本学に Nodal Office を設置した。
GLP オフィス設置に至った経緯は以下のとおりである。東京大学の振興調整費申請「サ
ステイナビリティ学連携研究機構」構想において、本学が Sustainability Governance
Project（SGP）を提案し、京都大学、大阪大学、茨城大学と共に 5 大学が連携してサステ
イナビリティ学の構築に取り組むこととなった。本 21 世紀 COE 拠点は、農学研究院など
とともに SGP を提案し、その遂行に尽力している。
我が国で国際共同研究を主導するオフィスを設置したのは、これまで国立環境研究所の
全地球炭素計画（Global Carbon Project/GCP）のみであり、教育と研究の両方を行う本学
がオフィスを持つことは画期的である。GLP 連携オフィスを通じた活動は、地球温暖化と
生物多様性に代表される地球環境問題に関する科学的提言と政策提言を、日本から発信す
ることにつながる。
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第二章

地球圏と生態圏のフィードバックの解明・予測と劇変回避策

１、陸域生態系と温暖化のフィードバック（原、山崎、PD 戸田、PD 大島）
地球温暖化による将来の気候変動が地球表層環境
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に及ぼす影響についての懸念が深まる中、森林は温室

1000

効果気体の二酸化炭素吸収源として、また激変する環

100

境変化を制御する役割を担う要素として大きな期待

10

がもたれている。従来から、環境に対する森林の応答
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は、ローカルな植生や土壌特性タイプに依存して大気
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―森林間のエネルギー・炭素交換を決定し、気候シス
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象学の分野では、1980 年代中期から陸域生態系、特
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に森林に着目した陸面モデルの開発研究が行われ、開
発された陸面モデルを大気と結合することにより、気
候システムに対する陸面からのフィードバックを定
量的に評価する試みがなされてきた。しかし、これら
の陸面モデルを用いたフィードバックの定量的な評
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テムに大きな影響を与えるものと認識されてきた。気
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このような背景から、当研究グループは気象学と森
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林生態学の双方の知見を統合させ、森林の樹木個体間

1

競争に伴う樹木成長や枯死過程（森林動態）を考慮す

0.1

ることによって、長時間スケールでの大気―陸面相互

Vmax=110(μmolm-2s-1)

0.01
0.01

作用の記述を可能とする大気―森林動態モデルの開
発研究（MINoSGI）を行ってきた。我々は、MINoSGI
を用いたこれまでの研究で、環境に対する落葉樹の生
理生態学的応答が地表面フラックスに及ぼす影響を
表現するために、落葉フェノロジーサブモデルを開発

0.1

1

個体数密 度（m -2 )

図 2-1-1：環境条件（CO2、Vmax）
の違いに伴う個体数密度と平均個
体重量との関係、
（○）現 CO2 濃度；
（●）高 CO2 濃度

した（Toda et al., revised）。さらに Toda et al. (revised）は、このサブモデルを MINoSGI
と結合し、将来の温暖化による環境変化がフェノロジープロセスを通して群落レベルでの
生産量に及ぼす影響についての解析を行った。そして、異なる環境条件下における森林の
炭素吸収源としての機能について一定の評価を行った（第五章：生態機能低下

４．寒冷

圏生態系における大気・植生・雪氷相互作用（原、PD 戸田）参照）。さらに、Toda et al.
(submitted）は、樹木個体間競争に伴う森林動態が森林群落における水収支に及ぼす影響
に関する数値実験研究を行った（PD 戸田 COE 研究課題「全球気候モデルとの結合を視野
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に入れた、北方森林動態-多層微気象結合陸面モデルによる陸面過程の気候システムに与え
る影響予測」参照）。その結果、個体間競争の強い森林群落では年間蒸発散量が、森林群落
の発達とともに増加することも示された。これらの結果は、環境に対する森林のフィード
バック機能の理解が将来の温暖化に伴う環境変化（環境の激変化）の予測にとって不可欠
であることを示唆している。環境の激変化に対応するための回避策、例えば将来の水資源
管理についての具体的方策を検討する上で、我々の研究成果は有益なものになると考えら
れる。
参考資料：
1. Toda et al. (revised). “Simulating carbon production and dynamics of a temperate
deciduous Larix kaempferi forest under changing climate.”
2. Toda et al. (submitted). “More asymmetric tree competition brings about more
evapotranspiration and less runoff from the forest ecosystems.”
次にシベリアの北方林が大気へ与える影響について調べた。AGCM は CCSR/NIES 5.6 AGCM
（Numaguti et al., 1997）を用い、陸面過程は MATSIRO (Takata et al., 2001) とする。
陸面の状態や植生の情報を地表面インデックスとして表わし、これを変えることで森林を
草地化して植生を変化させた。北半球の北緯 45 度以北の森林を北方林と定義して、その北
方林域全体とユーラシア、北アメリカそれぞれの大陸、またシベリアの４つ流域（Amur, Lena,
Yenisey, Ob）スケールでの北方林を草地化する実験を行った。草地化実験とコントロール
実験それぞれ 25 年間積分をして、あとの 20 年分についてコントロール実験と各草地化実
験結果を比較することで影響を調べた。
局地的な影響として、草地化した領域では春に雪解けが遅くなる影響を受けて地表面気
温が下がり、夏には乾燥して蒸発散量が抑えられることで地表面の気温が上昇する。この
ような地表面の気温変化は局地的な影響だけではなく、遠隔的な影響としても見られる。
Yenisey 草地化実験の 11 月にはアリューシャンを中心として負の大きな SLP（海面気圧）
偏差が出る。また地表面気温にはカナダの北西側で正、オホーツク海の北側で負の偏差が
あらわれる。これはアリューシャンの低気圧偏差に伴って、カナダ側では南風偏差によっ
て暖かくなり、オホーツク海側では北風偏差によって寒くなることとよく対応している。
このように草地化によって局地的のみならず遠隔的な大気循環にも影響を及ぼす。
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２、海洋生態系と温暖化・オゾン層破壊のフィードバック
（１） 海洋物理化学生態系結合モデルの開発と将来予測
（山中、PD 吉江、PD 橋岡、RA 志藤）
海洋大循環モデルに生態系や物質循環を組み込んだ西北太平洋生態系物質循環モデルを
日本近海に適用し、現在の気候状態における植物プラントン・グループの棲み分けのメカ
ニズムに考察し、全球気候モデルで得られた 21 世紀末の気候状態を境界条件として、海洋
生態系がどのように変化するかを明らかにした(Hashioka and Yamanaka 2007a, 2007b)。
プランクトン・グループの棲み分けは、亜熱帯の貧栄養海域では、光合成の栄養塩律速
条件の違いによって決まっているが、亜寒帯の富栄養海域では、カイアシ類などの動物プ
ランクトンの補食趣向性によって決まっている。地球温暖化に伴った一般的仮説として「海
洋表層が昇温し表層-深層間の成層が強まり、弱くなった冬季混合によって栄養塩供給が弱
くなることを経て、海洋生態系が変化する」と考えられているが、どの海域がどの時期に
どのように変化するかといった詳細はまだよく分かっていない。本研究では、地球温暖化
に伴って、海洋生態系は、貧栄養海域から富栄養
海域に遷移する黒潮続流域で大きな変化をし、特
に春季ブルーム後半に、植物プランクトンが大き
く減少し、大型珪藻類からその他の小型植物プラ
ンクトンに変化することが示された（図 2-2-1）。

図 2-2-1： 現在及び地球温暖化の際(21 世紀末)の黒
潮続流域における珪藻とその他の生物量、およびそ
れらの比率の季節変動。黒色が現在、赤色が温暖化
の状態 (Hashioka and Yamanaka, 2007a)。

沈降粒子における CaCO3/POC 比（Rain 比）の高い海域では、海洋の化学平衡の関係か
ら二酸化炭素の吸収能が低く、Rain 比の変動は過去の氷期・間氷期サイクルに伴う大気中
CO2 濃度の変動要因の一つとして注目されている。CaCO3 は一部のプランクトン（円石藻
や有孔虫など）の殻として形成されるため、Rain 比の海域的な違いは主に卓越種の違いに
より決まるとこれまで考えられてきた。粒子の生成過程以外に CaCO3 と POC の分解過程
の違いに注目し、生態系モデルを用いて Rain 比の変動における両者の寄与を評価した（図
2-2-2）。その結果、たとえ卓越種が変化しなくとも、温度変化に伴う CaCO3 と POC の分
解 過 程 の 違 い に よ り Rain 比 が 変 わ り う る こ と が 明 ら か に な っ た （ Hashioka and
Yamanaka, 投稿準備中）。つまり、プランクトンのグループ構成と気候変動との関係に注
目してみると、Rain 比や大気中 CO2 濃度の変動が、氷期のような寒冷気候に伴って寒冷化
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を促進し、地球温暖化に伴って温暖化を促進するという正のフィードバックを形成してい
ることが分かった。

図 2-2-2：上図方程式： Rain 比（緑枠）の決定要因を、卓越種により決まる沈降粒子生
成の効果（赤枠）と温度に依存する沈降粒子分解の効果（青枠）に分けた。下左図（緑枠）：
モデルで得られた年平均 100m 深水温と Rain 比の関係。下中央図（赤枠）：温度と生成過
程の効果、下右図（青枠）
：温度と分解過程の効果。Rain 比の亜寒帯域から亜熱帯域への 3
倍の変化は、生成過程の 2 倍の変化と分解過程の 1.5 倍の変化が重ね合わることにより得ら
れた(Hashioka and Yamanaka, in preparation)。
さらに、Rain 比の温度依存性のメカニズムが、氷期・間氷期の二酸化炭素濃度変動に果
たす役割を評価した。氷期・間氷期の温度変化に伴う Rain 比の変動の見積もりに基づいて、
Rain 比の変動が大気中二酸化炭素濃度の変動に寄与する割合を見積もった。その結果、氷
期・間氷期における 80～100ppm の CO2 濃度変動の内、約 1/3（30ppm）が今回提唱した
Rain 比の温度依存性のメカニズムで説明できることが示された（Matsumoto et al., in

press）。
現在、文部科学省「人・自然・地球共生プロジェクト（共生プロジェクト）」では、世界
最高速クラスの地球シミュレータ上で、次期 IPCC 第四次評価報告書に貢献する高精度・
高解像度の温暖化予測モデルを開発している。本研究では、これまでのモデルを高解像度
化し（水平解像度：1/4°×1/6°）、新たにオフライン計算の手法（物理場に気候モデルの出力
データを使い、生態系の部分のみを時間積分する）を導入することで、これまで計算資源
の問題から実現できなかった高解像度生態系モデルによる温暖化実験に取り組む。
温暖化に伴うプランクトン量の減少は、年平均としては大きくないが、サンマやマイワ
シ、カタクチイワシなどの小型浮魚が成長する海域や時期である黒潮続流域の春季ブルー
ム後半で大きく減少するため、水産資源に対しては強い影響があると容易に想像出来る。
サンマの資源量と個体サイズを予報変数とした水平２次元の小型浮魚の資源モデルを作成
し、日本近海に適応し、概ね観測値を再現することが出来た(Shido et al., submitted)。ま
た、OCMIP として国際協力してきた海洋炭素循環モデルの結果を用いて、共同研究してき
た James Orr 氏が海洋酸性化の指摘を行った(Orr et al., 2005)。この海洋酸性化の指摘は、
IPCC 第４次報告書の政策担当者向け要約の骨子の一つとなっている。それらの一般市民向
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け解説や翻訳も行った(石田・山中, 2006, 2007)。
地球温暖化に伴うプランクトン・グループの棲み分けをさらに陽に表現するために、亜
熱帯と亜寒帯グループを陽に分けた拡張 NEMURO (eNEMURO)を作成し予備的実験を行
った。植物プランクトンは各々の水温依存性（亜寒帯グループは低温で活性が高く、亜熱
帯グループはその逆の特性を持つ）に対応してその生息域を決定され、亜寒帯と亜熱帯の
間に明瞭な棲み分けの境界が存在すると思われる。しかし、実際には、亜寒帯と亜熱帯の
間に明瞭な棲み分けの境界は生じず非常になだらかに棲み分けする(図 2-2-3)。これは、水
温が季節的に変化することにより、たとえ亜寒帯に於いても夏には亜熱帯に近い環境にな
る等ということによる。実際に、季節変化を人工的に取り除いた場合には、明瞭な境界が
現れる。これは、温度依存性から推測される海域よりも広く生息し、地球温暖化により各々
のグループがどのように拡大・縮小するかを予見する興味深い思考実験的なものである
(Yoshie et al., 投稿準備中)。

図 2-2-3：生態系モデル eNEMURO によって再現された、水温や混合層深度、深層からの
栄養塩供給などの条件を亜寒帯から亜熱帯へ徐々に変えたときの(横軸に年平均水温をとっ
た)生物量変化(右図)、および、仮想的に水温の季節変化のみを与えなかった場合の生物量
変化(左図)(Yoshie and Yamanaka, 投稿準備中)。PLc が珪藻の亜寒帯グループ、PS がその
他の小型プランクトンの亜熱帯グループ。PLp と PM は広く全海域に生息する小型珪藻と
その他の中型プランクトン。実線が年平均生物量を示し、ハッチの領域は、季節変動する
範囲を示す。

（２）温暖な気候における海洋物質循環－地球温暖化に伴う深層循環停滞の影響予測
（山中、RA 三角）
地球温暖化に伴い北大西洋で沈み込み全海洋の深層水となる深層循環が弱くなることが
予測されている。特に、急激な二酸化炭素濃度上昇に伴った場合には、数千年間深層循環
が停滞することも指摘されている。白亜紀は、海洋循環が停滞し深層水中の溶存酸素が欠
乏した時期(海洋無酸素事変)が存在する温暖な気候として知られており、非常に大まかだが
地質学的証拠も集まってきたので、極端に温暖な気候の元での海洋循環と物質循環との関
係を見てみることにした。大気大循環モデルと海洋大循環モデルを組み合わせて用い、当
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時の大陸配置や大気中二酸化炭素濃度、太陽定数を与え、白亜紀の再現を行った(Misumi
and Yamanaka, in press)。

図 2-2-4：海洋深層循環(橙線)と生物ポンプ(緑)、溶存酸素濃度(青領域)の関係を示す模式図。
現在(右上)と停滞初期(停滞開始後 1000 年程度)、停滞末期(停滞開始後 2000 年程度) Misumi
and Yamanaka, 投稿準備中)。
現在の海洋においては、深層循環によって深層水形成域から遠ざかるほど、海洋表層か
ら落ちてくる生物起源有機物(生物ポンプ)の分解に伴う酸素消費により、海水中溶存酸素濃
度が減少していく(図 2-2-4)。炭素同位体など地質学的証拠から、同様な関係を利用して、
海洋循環の流れを推定することが行われている。それを利用して、白亜紀の海洋循環とし
て地質学的証拠から低緯度のテーチス海で深層水が形成されていたことが示唆されている。
一方、モデルを用いた気候学的議論においては、深層水が低緯度で形成することは困難で
あることが指摘されている。白亜紀においては、現在の海洋循環と物質循環の関係ではな
く、示唆されているような(物理的な)深層循環が停滞する際に、地質学的証拠で示唆されて
いるような物質循環(例えば溶存酸素の濃度分布)をしており、両者に矛盾がない解決策を見
いだした。すなわち、停滞初期には、風成循環による表層と亜表層との栄養塩のやり取り
を反映した生物生産の水平分布から、深層の濃度コントラストを生じ、それがあたかも低
緯度で深層水が形成したような分布をし、停滞末期では、テーチス海で形成される中層水
が重要な働きをしていることが分かった。
また、100 万年以上計算することができる簡略化した大気海洋-岩石圏の物質循環モデル
を用いて数値実験を行った。このモデルに様々なイベント脱ガスを与え、海洋無酸素事変
発生から終了までの物質循環変動を考察した。当時のイベント脱ガス量の推定値より 1 オ
ーダー大きいケースの際に地質学的証拠をうまく再現出来た。このことはイベント脱ガス
以外の要因も海洋無酸素事変発生に寄与していたことを示唆している。このケースでは、
海洋中の PO4 量は現在の約 8 倍程度まで増加し、深層循環は活発な状態で海洋深層が無酸
素状態になっていた．大循環モデルの結果もこれと整合的であることから、海洋の富栄養
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化が海洋深層無酸素状態にした主因と考えられる(Misumi et al., 投稿準備中)。

(３)温暖海域の主要な光合成生物 Prochlorococcus の出現と進化（田中歩、RA 永田）
①Prochlorococcus の誕生と色素系の変化
約 35 億年以上前に地球上に誕生した光合成細菌は、光エネルギーを生物の利用できる化
学エネルギーに転換できるはじめての生物であった。この生物は、光合成を行っても酸素
を発生することはなく、現在広く見られる光合成とは異なっている。約 27 億年前に酸素を
発生する光合成生物シアノバクテリアが出現し、これをきっかけに地球環境が大きく変化
していった。その後多くのシアノバクテリアが出現したが、その中で Prochlorococcus の誕
生は、地球環境からみると大きな出来事であった。それまでの光合成生物は、モノビニル
型クロロフィルとフィコビリンを集光装置に持っていたため、深い海にまで届く波長の光
は利用できず、深い海の環境では生育できなかった。しかし、Prochlorococcus は、ジビニ
ル型クロロフィルを持つことによって、青色光しか届かない深い海でも、これらの光エネ
ルギーを効率よく捕捉することができ、そのため海表面から水深約 200m までの幅広い領
域に生育できるようになった。その結果、Prochlorococcus は温暖域の海洋の一次生産をに
なう最も重要な生物群になった。このため、地球環境の歴史を知るには、これらの生物の
出現・進化に関する解明が重要である。

Prochlorococcus がジビニル型クロロフィルを獲得するためには、3-8-ジビニルプロトク
ロロフィリド a 8-ビニルレダクターゼ（DVR）の遺伝子を失うことが必要である。我々は
まずこの遺伝子の単離同定を行

1 kb
P roc h lor ococ cu s M E D 4

った。ジビニルクロロフィルを蓄

P M M 1081

PM M 1080

P roc h loro coc cu s S S 120

積するシロイヌナズナ変異株
（dvr）を単離し、その原因遺伝

P roc h lor ococ cu s M IT931 3

子をポジショナルクローニング

S yn e ch oc occ u s W H 8102

によって同定した。この遺伝子産
物は DVR 活性を持っていること
を生化学的に証明し、最終的に
DVR 遺伝子を同定することに成

P ro 1 1 1 6

P ro 1 1 1 7

P M T 1071

PM T 1072 PM T 1073

S Y NW 0962

P ro 1 1 1 8

PM T 1074

S Y N W 0 963 SY N W 0 9 6 4 SY N W 0 9 6 5 SY N W 0 9 6 6
(D V R )

図 2-2-5 ： DVR 遺 伝 子 周 辺の 遺伝 子 地図 の配 列 。

Synechococcus に 存 在 し て い た DVR 遺 伝 子 は 、
Prochlorococcus では失われていることを示している。

功した。
この DVR 遺伝子は、Prochlorococcus の近縁である Synechococcus には存在したが、

Prochlorococcus にはなかった。両者のゲノム配列を比較すると、 Prochlorococcus は
Synechococcus から DVR 遺伝子を失うことで出現したことが示された（図 2-2-5 参照）。
一方、ジビニルクロロフィルを蓄積するシロイヌナズナ変異株は、強光に極めて弱いこと
が示された。このことから、Prochlorococcus の祖先である Synechococcus は、深い海など
の弱光の環境でモノビニル型クロロフィルからジビニル型クロロフィルへ転換し

Prochlorococcus へと進化したと思われる。その後、光化学系を改変しながら強光条件下に
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も適応した Prochlorococcus が誕生したと考えられる。

② Prochlorococcus の進化に伴う遺伝子の獲得喪失
それでは、Synechococcus から Prochlorococcus が誕生した際、どれだけの遺伝子の獲
得と消失が起こったのであろうか。我々は、異なった 2 種（または属、株等）の全遺伝子
を比較することによって、種（属、株）特異的遺伝子群を同定する方法を開発した。これ
は、生物Ａの遺伝子をクエリにして、生物Ａとは異なったグループに属する生物Ｂの全遺
伝子に対して BLAST 計算を行い、Best hit (最も相同性の高い遺伝子)の組み合わせを決め、
その E-value（E1）を求める。生物Ａと同じグループ（種、属）に属する生物Ａ’のゲノム
に対しても同様の計算を行う（E2）。（E2, E1）を 2 次元グラフ上に表すと、特異的遺伝子
は、2 次元グラフ上の特定の場所にプロットされることになる。この方法によって、

Prochlorococcus 特定的遺伝子（Synechococcus にはないが、Prochlorococcus には存在す
る遺伝子）を決定した。その結果約 20 の Prochlorococcus 特異的遺伝子を決定することが
で き た 。 こ の こ と は 、 極 め て 僅 か の 遺 伝 子 を 獲 得 す る だ け で 、 Synechococcus が

Prochlorococcus に進化したことを示している。
また、特異的遺伝子が少なかったことは、Synechococcus が Prochlorococcus への進化が、
ある環境下において、短期間に起こったことを意味している。分子系統樹もこのことを示
唆 し て い る 。 ど の よ う な 地 球 環 境 下 で Prochlorococcus が 出 現 し た の か 、 ま た

Prochlorococcus の出現によって地球環境がどのように変化したのかが今後の面白い課題で
ある。この課題に取り組むには、生物学的研究と地球科学的研究の協力が必要と思われる。

３、陸圏排出物質の近海への影響
（１）北海道河川から北西太平洋へ
（長尾、平川、南川、PD 碓井、RA 鈴木、RA Alam）
①河川を経由して沿岸に流出する栄養塩がもたらす炭素フラックスとその変動要因
炭素循環過程における炭素貯蔵媒体の有機炭素の移行挙動を明らかにするため、陸域か
らの有機炭素の輸送挙動、及び沿岸海洋への放出後の移行・沈積過程を検討した。本研究
では、2003 年～2005 年までの三年間に十勝川下流域の茂岩流量観測点で河川調査を行い、
海洋調査では大陸棚・大陸斜面で表層堆積物を採取した。採取した試料について有機炭素
含量、炭素安定同位体比（δ13C）、放射性炭素（∆14C）を測定した。
十勝川河川水の溶存有機炭素濃度は 1.17～4.28 mg/l、懸濁態有機炭素濃度は 0.12～0.51
mg/l と年間を通じた変動を示した。これらの値から計算した流量加重平均値と年間流量か
らフラックスを見積もった結果、溶存有機炭素では年間 1x1010g、懸濁態有機炭素では
0.3x1010g の有機物が十勝川から海洋へ放出されていた。春先の雪解け時期の寄与は、溶存
有機炭素では 40％、懸濁態有機炭素では 90％と大きな割合を占めた。また、雪解け時の懸
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濁態有機炭素の∆14C は-242‰～-177‰と、他の季節に比べて古い有機物の寄与が高いこと
が明らかとなった。
沿岸域堆積物における有機炭素のδ13C 値と∆14C 値は、大陸棚堆積物ではそれぞれ-24.5‰
～-217‰、-275‰～-164‰と比較的大きな変動を示した。一方、大陸棚外側と大陸斜面で
は、δ13C 値は-21.0±0.08‰と海洋性プランクトンの値とほぼ一致し、∆14C 値は-197‰～
-83‰と大陸棚堆積物比べてより若い有機物で構成されていた。これらの結果は、大陸棚内
側では河川からの陸起源有機物の寄与が大きく、その外側では堆積物有機物の大部分が海
洋性有機物の寄与と考えることが出来る。また、水深 1000 ｍ付近では、有機炭素含量と
∆14C 値が 3 つの測線で高い傾向が認められた。これらの結果は、水深 1000 ｍ付近の堆積
物では比較的新しい有機物が沈積するか、あるいは堆積物での有機物の分解が抑制された
可能性が考えられる。
以上の結果は、十勝沖のような大陸棚がそれほど発達していない沿岸域では、水深 1000
ｍ付近の大陸斜面での堆積物への海洋起源有機炭素の貯蔵が高いことを意味している。
143˚E

144˚E

145˚E

43˚N

図 2-3-1：十勝沖大陸棚および大陸斜
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②人類活動による地表面の改変がもたらす河川・沿岸への急激な変化の研究
・調査、観測計画の策定と立ち上げ
北海道東部（根釧原野・別寒辺牛川流域および南十勝の諸河川流域）において、明治期
の入植以降の土地利用変化、河川氾濫堆積物の層相・層序、および編年を明らかにし、開
墾および森林伐採の進展と河川氾濫堆積物との関係について考察することを目的として、
土地利用変遷図の作成、露頭調査による河川氾濫堆積物の記載ならびにセシウム-137、広
域火山灰、年輪年代法をもちいた河川氾濫堆積物の編年をおこなった。
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・成果
根釧原野南部の別寒辺牛川流域は、開拓に伴う森林乱伐がおこなわれたまま放置され荒
地となっていたところに森林を復活させるというパイロットフォレスト造成計画によって
つくられた森林地域がある．この別寒辺牛川流域は開拓の用途，歴史（背景）が明瞭に異
なる 4 つの流域に明瞭に分けられることがわかった．それらの各流域において河川氾濫堆
積物の記載をおこなうとともに、広域火山灰とセシウム-137 分析のためのサンプルを採取
し、現在分析中である。
南十勝の当縁川流域、生花苗川流域、農野牛川流域では、耕地面積が急激に拡大する時
期はそれぞれの流域で異なるが，河川氾濫堆積物の粗粒化は耕地拡大時期とほぼ一致する
こと、すなわち森林伐採に対する河川の浸食・堆積作用の応答は極めて敏感であることが
明らかになった。さらに 1970 年代以降の堆積速度の増加が著しいと考えられ、最近約 20
年間の土砂堆積量について，精度よく確定できる年輪年代法（ヤナギの発芽以降における
土砂堆積厚の推定）を開発すると共に、それに基づくデータを得た。
図 2-3-2
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図
2-3-3

（２）アムール川からオホーツク海（中塚、若土、西岡、PD 関、大島、RA 小野）
森林や湿地などの陸上生態系から、河川を通って海洋に流入する窒素やリンなどの栄養
塩は、一般に海洋、特に沿岸域の植物プランクトンによる一次生産の維持に大きな役割を
果たしている。一方で、北海道を取り巻く北部北太平洋やオホーツク海などの外洋域では、
冬季の対流混合によって大量の窒素、リンなどが深層から表層にもたらされるため、一次
生産は、むしろ鉄などの微量金属元素の供給速度によって律速されていると考えられてい
る。オホーツク海に流入する
大河アムールの河川水には、
この鉄が大量に溶けているた
め、その溶存鉄の起源や陸面
からの溶出メカニズム、この
鉄が東サハリン海流や中層水
に乗ってどこまで運ばれ、ど
の範囲の植物プランクトンを
養っているのか等々を明らか
にすることは、オホーツク海
及び北西部北太平洋（親潮域）

図 2-3-4：アムール川の本･支流での鉄フラックス

の生物生産力や炭素循環を考

22

える上で、極めて重要である。
本研究では、アムール川集水域とオホーツク海の陸面－河川－海域を１つに繋ぐ、大規
模な観測網を設置し、鉄をはじめとする陸から海への物質の輸送が、海洋の一次生産に与
える影響を調査することを目的としている。2004 年度には、まず河川水質・水量などの既
存データの収集・解析（図 2-3-4 参照）を行うと同時に、中国・ロシアの研究機関との陸面、
河川、海洋での共同観測計画の立案などを進めた。アムール川では、溶存鉄のフラックス
は、その中流域で非常に高くなることから、中流域に何らかの溶存鉄の大きなソースがあ
ることが推察できる（図 2-3-4 参照）。具体的には、1)中流域でアムール川に合流する松花
江を通しての中国東北部全体からの大きなフラックスの存在、2)アムール流域で最大の湿原
地帯である三江平原（アムール川、ウスリー川、松花江の 3）河川に囲まれた大平原）から
の直接流入、3）中流域で広範囲にわたり隆起している段丘層（小興安嶺の延長部）からの
地下水の直接流入、などが考えられる。特に 1)および 2)については、近年農地の開発が著
しい地域であるため、土地改変の鉄フラックスへの影響が懸念され、土壌からの鉄流出の
メカニズムを、湿原・森林などの自然流域と、田・畑などの農業流域で、それぞれ明らか
にすることが重要となっている。
2006 年度には、総合地球環境学研究所（京都）との連携プロジェクトという形で、ロシ
ア船を用いた生物地球化学の研究航海を実施し、初めてオホーツク海北西部で鉄の分布の
詳細な観測に成功した。その結果、アムール川から流出した鉄は、その多くが海氷形成に
よって駆動される中層水循環に取り込まれ、遠く北西部北太平洋まで届けられて、広大な
海域の一次生産に寄与している可能性が明らかとなった。我々はこのメカニズムを「中層
水鉄仮説」（図 2-3-5 参照）と呼び、今後、更にその詳細な検討を進めていく。この考え方
は、従来の「大気エアロゾル鉄仮説」とも言うべき高緯度外洋域の一次生産の規定要因に
関する考え方を、一変させる可能性を持った新たなパラダイムである。
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図 2-3-5：想定できるアムール川から親潮域への鉄の供給メカニズム（中層水鉄仮説）
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（３）インドネシアから沿岸海洋（甲山、岩熊、藏崎、PD 石川）
巨大な炭素プールである熱帯泥炭地における炭素の挙動解明に資するため、インドネシ
ア中央カリマンタン、カハヤン川流域の開発の進んでいない地域（シギ 村湖沼群）と森林
伐採・開発地域（ツンダイ湖）を調査地点とし、水質、生物の定期観測を行った。乾期・
雨期の水位変動に伴い、三日月湖は落葉の貯留槽・分解槽・排出槽として機能すると考え
られる。シギ村湖沼群の最奥部 Batu 湖で、湿地林からのリター供給量と植物プランクトン
の一次生産量を測定した。
主な成果は以下のとおりである。高水位期に行った GPS プロッター測深機による多地点
測深データに基づき、カハヤン川流域の 8 つの三日月湖（Tehang, Sabuah, Hurung,
Takapan, Rengas, Tundai 湖）・氾濫原湖（Batu, Bunter 湖）の詳細な湖盆図を作成した。
次に Batu 湖における植物プランクトンの光合成活性を酸素法により測定した。暗ビンに比
べて明ビン内の酸素消費速度が高くなる現象が見られた。そこで、0.2µm のフィルターで
ろ過を行い、生物を除去した湖水、湖水にホルマリン、塩化水銀を添加し生物活性を抑圧
した場合の酸素消費速度を測定したところ、湖水のみの酸素消費量より高くなった。この
ことから、明ビンで酸素消費速度が高くなるメカニズムは、非生物的な要因によるものと
考えられた。つづいて、湖水を日光に暴露させる実験を行ったところ、溶存有機物の減少
がみられた。このことから、明ビン内の酸素消費速度が高くなる現象は、太陽光線（紫外
線）による溶存有機物の光分解にともなう酸素消費である可能性が考えられた。
リター観測の結果、浸水林からのリター供給は落葉が主であり、さらに、落葉供給量は
森林が冠水する高水位期に顕著なピークを示すことが明らかになった（図2-3-6）。すなわ
ち、浸水林から供給されたリターは、乾燥した地面ではなく水面に落ち、湖に直接供給さ
れる。現地での測量した結果から、最高水位において浸水林が水没する面積は湖の５倍強
になり、隣の湖と連結していることが明らかになった。昨年度までに得られた湖内の一次
生産と比較すると、浸水林からのリターによる炭素供給は湖での植物プランクトンによる
生産に対して単位面積あたりで4倍、森林と湖の面積を考慮すると10倍弱の炭素供給量であ
ると推定された。
降雨量や水位変動によって引き起こされる季節的な溶存有機物の変化については未解明
であり、その動態は明らかでなかった。そこで、多数の湖沼での溶存有機炭素の観測と環
境要因との関係を解析し、水色と溶存有機体炭素濃度の関係を求めるとともに、溶存有機
態炭素濃度がpHや光の消散に与える影響について解析した。さらに、水色を用いた溶存有
機態炭素濃度の推定式に準拠して、いくつかの湖沼で周年観測を実施した。DOC濃度の季
節変化が水位変動と正の相関を示す湖と、負の相関がみられる湖があることが明らかにな
った。このことは、湖沼によって、湖の外からの溶存有機物の供給パターンが異なること
を意味する。すなわち河川から孤立し集水域の泥炭湿地の影響の大きい湖沼では生の相関
を、逆に河川からの影響がより大きい湖沼では府の相関を示すと考えられ、今後は溶存有
機物の動態を把握するための水文学的調査が必要である。
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他の研究経費：「東南アジア湿地生態系の環境保全と土地利用」（日本学術振興会拠点大学
交流事業、1997～2006年度、日本拠点代表：池田元美）
海外共同研究者（拠点大学交流事業）：Sulmin Gumiri・Yulintine・Linda Wulandari・
Ardianor（パランカラヤ大学）、Dede I. Hartoto（インドネシア科学院陸水研究センター）
「熱帯低湿地の湖沼沿岸生態系の生産構造と水位変動に対する応答」
（科学研究費補助金基
盤研究(B)(2)2003～2004 年度、代表：岩熊敏夫）海外共同研究者：Sulmin Gumiri
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４、劇変回避策の考案と評価
（１）海洋の二酸化炭素吸収能の評価と向上
①隆起源物質の効果（長尾、平川、南川、PD 碓井、RA 鈴木、RA Alam）
・調査、観測計画

図 2-4-1

有機炭素の長期貯蔵過程として重要
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素・全窒素量と安定同位体比の測定を行い、堆積物の有機物の起源および有機物量の制御
要因に関して結果を取りまとめた。流入河川及び海水中懸濁粒子の安定同位体比の季節変
化に関しては、分析およびデータ解析を行っている段階である。

26

まず十勝沖表層堆積物の有機炭素・全窒素量と安定同位体比の測定結果から、堆積物中
の有機物の起源について解析を行い、その次に、堆積物の有機物の起源となる流入河川及
び海洋表層の懸濁態有機物のデータが得られ、より詳細な考察を行うことができた。添付
した図の通り、堆積物および懸濁粒子の機炭素・全窒素の安定同位体比から、大陸棚上部、
特に十勝川河口沖で陸起源有機物の堆積が起こっており、最も陸の影響を強く受けている
地点では陸起源有機物の寄与は約 50%であると推定された。一方 130m 以深における堆積
物中の有機物の起源は、主に海洋表層で生産されたものであると考えられた。また十勝沖
堆積物の有機炭素量分布は底質の細かさと対応しており、海流や潮汐による粒子の堆積状
況の違いが有機炭素量を制御している第一の要因と考えられた。それに加えて十勝川河口
付近では陸起源の有機物が堆積することにより、有機物含量が高まっていたと考えられた。
他の研究費：
•

科研費 A2「河川から沿岸への物質輸送量解読により評価する海洋物質循環系への栄
養塩インパクト」16,600 千円

代表：南川雅男

②モデリングによる鉄散布実験 SEEDS の評価（山中、PD 吉江）
図 2-4-2：観測及びモデルによる(上
から)表層クロロフィル濃度や表層
栄養塩濃度、二酸化炭素分圧、総一
次生産もしくは正味一次生産に対す
る輸出鉄散布後 48 日間の時系列。
観生産の比について、測された期間
は 13 日まで、約 45 日後にクロロフ
ィル濃度の衛星データがある
(Yoshie et al., 2005)。

北太平洋亜寒帯や赤道太平洋、南極海は、HNLC(高栄養塩-低クロロフィル)海域と呼ば
れ、鉄などの微量元素が相対的に欠乏しているために、通常栄養塩である硝酸塩やケイ酸
塩が豊富にあっても生物生産に消費されない海域となっている。もし人為的に鉄を散布す
ることにより、生物生産を高め、海水中の全炭酸を有機物の沈降粒子の形で深層へ運んで
しまえば、海洋による二酸化炭素吸収がより行われる可能性がある。そのために、1990 年
代から各海域において数多くの鉄散歩実験が行われてきた。海洋生態系モデル NEMURO
を小修正したものを用いて、2002 年に日本のグループにより西部北太平洋亜寒帯域で行わ
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れた鉄散布実験(SEEDS, Subarctic Pacific Iron Experiment for Ecosystem Dynamics
Study)の観測結果を再現した(Yoshie et al., 2005)。SEEDS は、珪藻の大増殖が起こり、海
水中二酸化炭素分圧が 150ppm 近く低下し、それまでの鉄散布実験に比べて劇的な応答を
示した。これをモデリングによって再現し、観測期間以後の二酸化炭素収支を推定した(図
2-4-2)。正味生産された有機物のうち、観測期間中には約 2 割程度有光層下に運ばれたが、
モデルの結果からは 4 割程度(3870tC)まで最終的に有光層下に運ばれ、1720tC が大気から
海洋に吸収されたと見積もられた。これは陸上の樹木に換算すると高さ 30m の樹木 1900
本分に相当する。これらは鉄散布の直接的効果の見積もりであるが、より大規模な鉄散布
を行う際には、本来あるべき栄養塩が減少することによるその後の生物生産の減少や、有
光層下に運ばれた有機物の行方を含めて検討する必要がある。また、SEEDS では、羽状目
珪藻から中心目珪藻への優先グループ交代が観測されるなど人為的な生態系への攪乱が生
じたことにも注目すべきである。また、鉄散布実験に関するモデリングの成果として、
Takeda et al.(2006)や Fujii et al.(2005)がある。
③二酸化炭素深海貯留のモデリング（山中）

図 2-4-3： 日本南方海域 100km 四方(26N, 129.5E 付近, 1000 深)に投入した仮想トレーサ
ーが３ヶ月後にどのように拡がるかを計算した例(Masuda et al., 2004)。図は、初期に投入
した濃度に対して希釈された結果、どの程度の濃度になったかを表し、従来の移流を上流
差分で計算した場合(左図)と粒子追跡法とそれから濃度を求めた場合(右図)。
化石燃料を利用した際に二酸化炭素を回収し地中貯留や海洋貯留することは、根本的な
緩和策である再生可能エネルギーや革新的エネルギー普及促進と共に、暫定的な緩和策と
して検討されている。産業革命以後、海洋によって吸収された人為起源二酸化炭素量は、
海洋表層から深層への輸送は大変ゆっくりとしたものであるために放出量の約半分である
が、もしこれ以降放出がないとした場合、最終的には放出量の 80%を上回る。ここで、海
洋深層に二酸化炭素を投入し広範囲に拡散できれば、ゆっくりと進む自然過程を人為的に
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促進していると見なすことも出来る。しかし、投入した二酸化炭素が高濃度のまま漂い、
特定の場所に生息する生態系に影響を与える可能性などを検討する必要がある。これは、
古典的な海洋物理学の問題である水塊の移流・拡散の問題と捉えることが出来る。従来の
数値計算では、数値拡散の影響が非常に大きく、局所的に高濃度のトレーサーがどのよう
に移流・拡散していくかを計算することは困難であった。中規模渦を表現出来る水平格子
間隔 1/4 度の海洋大循環モデルを用いて、粒子追跡法とそれから濃度に直す手法を開発し、
地中貯留や海洋貯留を議論する会議に査読付き論文として発表した。図 2-4-3 に示すように
従来の手法では速やかに投入した濃度に対する相対濃度が減少するが、新たな方法では、
黒潮の下部の流れによって細く伸ばされるものの相対濃度を比較的保っていることが分か
る。これは、どのくらいの濃度にどれくらい被爆するかといった生物に対する環境アセス
メントを行う際に重要な情報を与えることが出来るようになったことを意味する。また、
1/10°x1/10°という超高解像度モデルを用いて、一定以下の量を持続して注入した場合に、
少なくても 30 年間は注入による増加と海洋中規模渦活動に伴う拡散がバランスすることに
より、一定の濃度以上には上昇しないことを見いだし、生物影響が出ない濃度と組み合わ
せることにより、具体的な注入量を求める手法を開発した(Masuda et al., in press)。
21 世紀 COE 実施中の他の研究経費
① 科学研究費助成金基盤(C)(研究課題：海洋生態系を陽に表現した全球海洋物質循環のモ
デリング、代表、研究費 H15 年度 1400 千円、H16 年度 1200 千円、平成 17 年度 1100
千円)
② 独立行政法人水産総合研究センター委託研究(研究課題：地球温暖化が農林水産業に与え
る影響の評価および対策技術の開発、委託費 H14 年度、H15 年度、H16 年度 1500 千円、
H17 年度)
③ 独立行政法人水産総合研究センター委託研究(研究課題：地球温暖化が農林水産業に及ぼ
す影響の評価と高度対策技術の開発、委託費 H18 年度 2000 千円)
④ 財団法人地球環境産業技術研究機構委託研究(研究課題：粒子追跡法による深海に投入さ
れた二酸化炭素の挙動予測に関する研究、委託費 H15 年度、H16 年度 2940 千円、H17
年度、H18 年度 6529 千 円 )
⑤ 科学研究費助成金特定領域計画班(研究課題：気象擾乱による大気－海洋系物質循環およ
び海洋生態系の応答、代表、H18 年度 10600 千円)
⑥ 戦略的創造研究推進事業(CREST)（研究課題：海洋生態系将来予測のための海洋環境シ
ミュレーション研究、代表、H18 年度 3500 千円）
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（２）陸圏における炭素貯蔵効率の評価と向上（長尾、露崎、入野、豊田、南川）
湿原を構成する泥炭地は陸域の 4～6%の面積を有しているが、世界の土壌有機炭素の 20
～25%を貯蔵している。そのため、環境変遷に伴う湿原での有機炭素の蓄積状況を把握する
ことは、陸域での炭素保持能を評価することにつながる。本研究では、北海道の道東に位
置する人為的影響の少ない別寒辺牛湿原を調査フィールドに設定し、ピートコアサンプラ
ーにより採取した 0.5~1.5ｍの柱状泥炭試料を対象に有機炭素の貯蔵等に関する検討を行
った。
図 2-4-4 には別寒辺牛湿原泥炭試料の有機炭素含量の鉛直分布を示した。St.1 の高層湿原
泥炭の有機炭素含量は、1856 年に噴火した駒ヶ岳（Ko-C1）と考えられる火山灰が存在す
る層を除くと 30~38%と湿原縁辺部(St.2)の低層湿原泥炭に比べて 5%~6%高い値を示した。
湿原下流域の低層湿原泥炭試料(St.6)では表層から深さ 50cm 間で 32~35%と高層湿原と同
程度の有機炭素含量であるが、それ以深では深さに対して減少した。St.3、St.7 でも同様な
変動傾向を示した。放射性炭素から見積もった年代から、低層湿原域での有機炭素含量の
増加は、現在より約 250 年前の小規模な海進後の海退の時期に相当している。このことは、
過去の環境変動に伴う低層湿原域の拡大、つまり炭素貯蔵域の拡大が生じたことを意味し
ている。
また、河川を経由して湿原から沿岸海洋へ輸送される有機物の特徴を炭素同位体比によ
り調べた。別寒辺牛川の懸濁態有機物の∆14C 値は−12‰～+10‰（98yr B.P.～現在）、溶存
難分解性有機物は−30‰（250yr B.P.）であり、北海道の主要河川（石狩川、十勝川）に比
べて比較的若い有機物が輸送されていることが明らかとなった。これらの結果は、別寒辺
牛湿原では炭素貯蔵源として作用するとともに、懸濁態有機物が 100 年以内の比較的早い
サイクルで河川を経由して海洋へ輸送されていることが示唆された。今後は、湿原域での
有機炭素の蓄積、流出・浸出のマスバランスを把握し、時間軸を考慮した有機炭素の貯蔵
効率を再評価することが望まれる。
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（３）生態系の炭素貯留能増加と生物多様性影響
－多面的な生態系サービス評価の基盤に向けて－（甲山）
急激な気候変化と土地利用は、自然・半自然生態系におおきな影響をもたらしている。
微視的・短期的な利益をベースに進められてきた開発が、巨視的・長期的にもたらす人間
社会へのマイナス効果を評価できるように、環境経済学では、「生態系サービス」という概
念を導入して、本来生態系が人間社会に貢献しているさまざまな物質とサービスの供給を
評価しようとしている。この生態系サービスは当然ながら多面的であり、大気の成分の調
整・気候の調整・自然災害の緩衝機能・水資源の供給・土壌浸食の制御・土壌の形成とい
った調整的な役割から、栄養塩の循環・廃棄物の処理・花粉の運搬・生物の数のコントロ
ール・生物の避難場所の提供・食料の提供・素材の提供・遺伝子資源といった生物生産や
生物多様性にかかわる役割、さらには、レクリエーションの場の提供・文化的な価値の提
供といった精神的な役割が認められる。
現在までの生態系サービスの経済指標化は、生態系タイプ（陸域のバイオームタイプ等）
ごとにこうしたサービス項目を評価するという平面的な分類に留まっているが、生態系の
諸機能の間には複合的因果関係があり、項目によっては強いトレードオフ関係があること
や、地域・全球スケールにおける生態系タイプ間の相互依存・因果関係には注目していな
い点が表面的である。本プロジェクトでは、生態地球圏の複合的な相互作用の全容を明ら
かにすることで、生態系サービスの重層的・複合的な性格を明らかにし、今後の持続的な
環境利用・保全のベースとなる基盤情報を提供していく。
＜二酸化炭素上昇が生態系機能の持続を阻害する可能性＞
大気二酸化炭素分圧は、年々1~2ppm のスピードで増加しており、すでに２０年前と比
べて 10%もの分圧増加が認められている。二酸化炭素濃度の上昇は、温室効果を介して温
暖化をもたらすとともに、直接的には光合成の暗反応を律速する基質であるため、直接植
生の炭素貯留能増大をもたらしつつあることは確かである。これは、急激に進行する大気
組成変化・気候変化をわずかながらも緩和する、生態系の干渉作用の一例である。同時に、
自然生態系の急激な炭素貯留増大は、生態系事態の構造変化をもたらすことが懸念される。
シミュレーションモデルによれば、二酸化炭素濃度増大に伴う光合成速度増加は、発達し
た植生構造のなかでは林冠上層だけで生じる。下層では上層による遮蔽による光律速が卓
越し、かつ上層における光合成促進に伴う葉量増加のためにより光低下が著しくなるため
に、光合成が抑制される。この上層対下層の非対称的な反応は、大規模野外操作実験であ
る、ノースカロライナのテーダマツ林の FACE 実験(+200 ppm C)で認められている。下層
の抑制は、下層植物群集の組成の変容をもたらし、高い被陰に耐えられるような種に偏っ
た下層植生が形成されるだけでなく、上層種の更新を大きく阻害する影響が懸念される。
＜温暖化が生態系タイプ間の境界に及ぼす影響＞
とりわけ、陸域の森林では、樹木個体の長命が、植生境界の移動を際立って遅れさせる。
いくつかのシミュレーションでは、100 年間の温暖化に対する森林植生境界の応答は、数千
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年～１万年スケールの遅れを伴うと予測している(Kohyama 2005)。非適応的な、遺存植生
の分布域が広がってしまう。新移入域では、集団遺伝学的な創始者効果が作用して、種内
の遺伝的多様性を持つある遺伝子型が、あるいは種多様性を持った同一機能タイプから、
特定の種だけが機会的に選択され、それが優占してしまうことが、シミュレーションで予
測されている(Takenaka 2001)。
＜異なる基質間での生態系連鎖＞
陸域の植生と異なり、河川・湖沼や、沿岸・海洋の生態系は、より物理化学環境変化に
速やかに応答するので、直接的な溶存二酸化炭素濃度の影響を受け、生態系生産体制が変
容する。こうした水系では、二酸化炭素よりも無機栄養塩類が生産を律速しているが、ど
れだけの栄養塩類が供給されるかは、水系で閉じておらず、陸からの移入が大きな影響を
もたらしている。陸域と水系の反応時係数の際立った食い違いは、陸-水系の安定的なシス
テムに大きな撹乱をもたらすことになる。こうした食い違い効果がどのような中長期的な
問題をもたらすのかを、本プロジェクトは今後２年間で注目していくことになる。
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第三章

地球温暖化

1、陸圏
（１）温暖化がもたらす陸域生態系の変化（露崎、長尾、南川）
温暖化に伴い、湿原の泥炭分解速度は、大きく変化することが予測される。泥炭分解速
度が速ければ、メタン(炭素)放出量が増し、また土壌水文環境も変化することから湿原群
集が大きく変化すことは疑いない。一方、活火山は CO2 放出源であるに加え、火山灰等の
放出により、温度低下・土壌変化を短期間にもたらす。これらの観点から、北海道の湿原
及び火山において、定点定期観測を行い、陸域生態系の変化を予測し生態系の復元と修復
手法の確立を目指して、研究計画を開始した。
サロベツ湿原において、泥炭採掘跡地の植物群集の回復パターンと、それに関与する水
質・気象等の環境要因を調べた。その結果、水位が低いと pH が高くなり、土壌的極相であ
るミズゴケ湿原への推移しないことが明らかになった。また、ミズゴケ湿原ではメタン放
出が少ないが、イネ・スゲ類が優占するとメタン放出量が高くなる。駒ケ岳および有珠山
において、火山噴火後の群集動態の追跡調査を行い、標高傾度(温度傾度)に沿った、群集
発達に対する菌根や動物の寄与、微環境との関係、等の追跡調査を行っている。その結果、
ファシリテーション(定着促進)、菌根－植物共生関係の微環境に伴う変化、種子散布への
動物の寄与が定量化できた。サロベツ湿原気象データの収集は、本研究経費購入のウェザ
ーステーションにより実施した。

（２）地球温暖化に応答して変動する氷河（成瀬、RA 紺屋）
地球が温暖化して山岳地域の氷河が縮小すると、それらの流域の環境が激変し、下流地
域の水資源に大きな影響を与え、ひいては全地球の海水面上昇を引き起こす。これらの寄
与の度合いを定量的に明らかにする目的で、まず一つの代表的氷河で現地観測を行い、熱
収支の特性を解析し、氷河融解量のモデルを組み立て、さまざまな地理的、気候的条件下
で、将来の氷河規模の変化、流出水量の変化を計算し、考察する計画で、研究を開始した。
2003 年 6~9 月、スウェーデン北部のストール氷河において、気温、湿度、風速のプロフ
ァイル、短波放射収支、長波放射収支等の気象観測を行った。観測から得られた日平均熱
収支 4 成分の推移を図に示す。
融解におよぼすエネルギーは全期間を通して短波放射収支の寄与が最も大きい。顕熱は
次に寄与が大きい。長波放射収支はマイナスのことが多いが、気象条件によっては僅かな
プラスとなる。潜熱はプラス（凝結）が多いが、マイナス（蒸発）となることもある。
氷河表面の多様な融解分布を表すため、熱収支法を氷河全域に拡張した。短波放射は周
囲の地形による影や表面傾斜を考慮した。大気からの長波放射は気温と水蒸気圧から推定
する方法を利用した。その結果、氷河全域の平均融解量は、氷河中央での気象観測と熱収
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支計算による融解量を下回った。このことは、観測値を代表値とした場合は融解量を過大
評価することを示す。
次に、氷河表面に入射する短波放射量は、斜面方位、表面傾斜、谷の開空率、太陽高度
等により異なる。ストール氷河は東向きに流下し、表面のほとんどが緩やかな傾斜の北極
圏の氷河である。同氷河の DEM をもとに、上記の地理的要素を種々変えて表面入射エネル
ギー（融解熱量）の計算を行った。その結果、谷の方位、深さ、緯度、季節により、氷河
全域の日融解量に大きな差が生ずることが分かった。
この結果を用い、融解量の 2 次元分布を算出するための熱収支モデルを、精度と汎用性
を高めるよう改良した。そのモデルをもとに、気候変化にともなう各緯度や地形における
山岳氷河の変動、および海水準変化の予測を行った。

（３）極地氷床における物理過程の解明とそれに基づく気候・環境変動史の高分解能解析
（本堂）
巨大な氷床の数十万に及ぶ挙動を解明する鍵は、ナノ秒、ナノメートルのレベルで起こ
っている物理現象を解明することにある、という考えのものに、未解決の課題に挑み、地
球科学の新たな分野を切り開こうとする。各地で採取された氷床コアから様々なシグナル
を抽出して気候・環境変動の歴史を解読する。
南極やグリーンランドの氷床は、地球気候システムの重要な要素であると同時に、過去
の地球環境を記録する貴重な情報源である。本研究では、氷床で生ずる様々な物理過程を
明らかにすること、およびそれによって氷床コアから過去の気候・環境変動を高い時間分
解能で読み取ることを目的として行われた。
過去 5 年間の研究成果を以下にまとめる。
① 気泡からクラスレートハイドレートへの遷移過程の解明と大気組成復元：クラスレート
ハイドレートの生成・成長のメカニズムおよびそれに伴う非常に大きな気体分別のメカニ
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ズムを明らかにした。これによって、アイスコアの連続分析で見いだされている気体組成
の短周期変動およびアイスコア貯蔵中に生ずる気体損失と気体分別を定量的に評価するこ
とを可能とした。
② 氷床コアの高周波誘電特性の解明と新たなアイスコア解析法の開発およびレーダーデ
ータの解釈：マイクロ波領域の氷の複素誘電率を測定し、その応用としてフィルンコアの
密度、結晶異方性などを連続的に測定する解析方法を開発した。また、多周波レーダーお
よび偏波レーダーのデータから、氷床内部の層構造・結晶組織を推定する新たな解析法を
確立した。これによって、レーダーデータから氷床の流動状態を解析することを可能とし
た。
③ 氷床コアの変形特性の解明と異方性を考慮した氷床流動モデルの開発：氷床コアの変形
特性と氷結晶方位分布との関係を明らかにし、氷結晶方位分布の相違による塑性変形の異
方性を考慮した流動モデルを新たに開発した。これによって、より精密な氷床流動および
氷結晶組織の発達過程を再現することが可能になった。
④ 圧密氷化過程の解明と気候・環境シグナルの形成過程：積雪から氷化に至る一連の過程
を統一的に扱う新たな物理モデルを開発した。これによって、堆積環境の相違を反映する
氷化深度を定量的に議論できるようになった。また、密度の高時間分解能測定によって、
密度変動に約 10 年周期の変動があることを明らかにし、太陽活動あるいは気候変動との相
関を議論している。
⑤ 氷床における微量化学物質等の存在状態の解明と環境変動シグナルの高分解能解析：氷
床コアに含まれる微量化学物質の存在形態を明らかにし、大気エアロゾルから氷床表層に
至るまでに起こり得る反応を明らかにした。これに基づいて、南北両極における氷期-間氷
期変動に伴うエアロゾル組成の変化を明らかにした。また、イオン濃度の高時間分解能測
定よって、ナトリウムイオン濃度から海氷面積の短周期変動の推定を行い、カルシウムイ
オン濃度および層位解析を合わせて過去の涵養量の復元を行った。

図 3-1-2
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２、大気圏
（１）全球気候モデル（山崎、渡部、RA 小木）
CCSR/NIES の気候モデル（T21）による温暖化予測実験の結果を北半球の雪に着目して
解析した。2090 年代には 1990 年代に比較して、冬季の温暖化が顕著で、一般に秋の降雪
の開始がおくれ、融雪の時期が早まるが、冬季の平均気温が-20 度Ｃ以下のシベリアのツン
ドラ地域では、降雪量は増大することがわかった。
客観解析データの解析により、近年の夏の北極振動は正のトレンドがあることがわかっ
た。
図 3-2-1：温暖化実験結果

これは、北極域の海氷やユー
ラシアの積雪のトレンドと関
係があることが示唆された。
（図 3-2-1 は CCSR/NIES 気

候モデルによる温暖化実験
(Nozawa et al., 2001)の結果
の 1 月の積雪量分布。2090 年
と 1990 年代の差。暖色系は積
雪が増えたところ、寒色系は減
少したところ。）
解像度 T42L20 の CCSR/NIES AGCM を用いて、8 種類の異なる SST 分布のもとでの水
惑星実験を行った。これらは、モデル相互比較の一環として提唱されている Aqua Planet
Experiment（APE）に提出されたものである。APE では主にモデルの解像度、力学コア、
積雲スキームの違いによる熱帯擾乱の比較が行なわれるが、ここでは、理想化された状況
での中緯度大気長周期変動の解析を行った。これは、いわゆる環状モードの理想化された
姿を見出し、その物理的実像を調べることを目的とする。
東西に一様な SST のもとで 2520 日積分した地表気圧に 10 日のローパス・フィルタをか
けた後に EOF 解析を施すと、卓越する環状モードが取り出せる(図 3-2-2 左)。その寄与率
は 14%とさして高くはなく、東西平均偏差に対する EOF では 74％となることから、２次
元の場では東西非一様な擾乱も卓越することが示唆される。実際、図 3-2-2 の時係数に基づ
く合成図や 1 点相関図などには環状構造がみられない。この結果だけを見ると、環状構造
が見かけ上のものであると考えたくなるが、上層流線関数に対する EOF では、東西波数５
の準定常波動擾乱と環状モードが分離される。それぞれが短周期擾乱からの渦度強制で増
幅するが、波数５擾乱の振幅は環状モードとコヒーレントに変化していることがわかった。
熱帯 SST に東西非一様が加わると、平均場のジェット・ストームトラックも局在化し(図
3-2-2 右)、環状モードはジェット出口付近で振幅が強まる(図 3-2-2 中)。やはり上層場を解
析すると、平均場と環状モード各々の東西非一様が結合してモードの維持に働いているこ
とが示された。これは、観測された北極振動で既に“tilted-trough”メカニズムとして同定
されている過程であると考えられる。
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図 3-2-2：東西一様(左)、東西非一様(中)な SST で駆動された水惑星の低周波地表気圧偏
差に対する EOF1（寄与率はともに 14.3%）。等値線は１hPa。右図は東西非一様実験の気
候値東西風(等値線)と短周期擾乱の rms 高度場(影)。SST 東西非一様偏差の符号を円周上
に示した。

（２）中緯度海面水温フロント域の海面水温分布に対する下層大気の応答（谷本、RA 時長）
地球温暖化予測結果の不確定要因の１つとして、気候モデルが中緯度気候をうまく再現
できていないことが指摘されており、特に中緯度海洋が中緯度大気に及ぼしている影響に
ついては不明な点が多く残されている。
そこで本研究では中緯度海洋の大気鉛直構造に対する役割を調べるために、水産庁の漁
業調査船である照洋丸および開洋丸の協力を得て、黒潮続流域におけるラジオゾンデ観測
を 2003 年の 12 月 19 日から 2004 年 1 月 8 日の期間と、2004 年 2 月 24 日から 3 月 17 日
までの 2 つの期間に分けて行った。図に 37˚N 線上における仮温位とスカラー風速の経度−
高度断面図を図 3-2-3 (a)に、船上で観測された水温、気温を図 3-2-3 (b)に、海上風速およ
び水温と気温の差で示される静的安定度を図 3-2-3 (c)にそれぞれ示す。海面水温の変化は黒
潮続流の水温フロントを反映しており、149˚E より東でフロントの暖水側に、西で冷水側と
なっている。この水温変化に伴い静的安定度は水温と同位相で変化し、149˚E の東側で不安
定、西側で安定となっている。さらに海上風速も同位相で変化しているため、フロントを
横切る鉛直混合の強さの変化が期待される。
大気下層における仮温位は海面が不安定な水温フロント東側海域で仮温位の鉛直傾度が
小さく 1.5km に及ぶ混合層の形成を示し、同時に風速の鉛直シアも小さくなっている。対
照的に、水温フロント西側の仮温位からは混合層の形成は見られず、風速シアも大きくな
っている。これらの結果は海面付近の静的安定度の変化に対して鉛直混合の強さが変化し
ていることを示し、この効果が海上風速と海面水温の同位相の変化をもたらしていること
が分かった。しかし、この静的安定度の変化は水温フロントに対する東西方向の相対的な
位置だけに依存するのではなく、大気の総観規模擾乱にも依っているため、境界層におけ
るどの程度の変化が水温フロントに伴う変質かをさらに議論していく必要がある。
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図 3-2-3：2004 年 2-3 月に開洋丸観測
航海で行った 37oN 沿った GPS ラジオゾン
デ観測による(a)仮温位（等値線、1K 間隔）
と風速（カラー、ms-1）の経度—高度断面図．
星印は海面から 1K 仮温位が変化した境界
層の高度を示す。グレーのハッチは風速デ
ータの欠測を示す。(b)は 37oN 沿った海面
水温（℃）と海上気温（℃）、(c)は海面水温
マイナス海上気温（℃）と海上風速（ms-1）を
示す。

（３）成層圏水蒸気循環の変動解析と温暖化がもたらす影響
－極域における大気水循環と環状モード－（山崎、長谷部、藤原、RA 大島）
大気から極域表面への淡水フラックス(降水量と蒸発量の差：P-E)の季節変化は、積雪や
海氷、氷床に影響を与えるため、極域水循環にとって重要な要素である。P-E は北極海では
淡水フラックス、南極大陸では氷床の涵養量である。この P-E は極域への水蒸気輸送によ
ってもたらされる。極域の大気循環は環状モード(北極振動：AO、南極振動：AAO)と関連
しており、水蒸気輸送とも関連している。
データと解析方法
AO、AAO インデックスと水蒸気フラックス(MF)、P-E および P との関連については相関、
回帰分析を行った。２３年間(1979-2001)の ECMWF 40 年客観再解析データを用い、水蒸気
フラックスの定常成分と非定常成分の２つの役割に注目した。
結果
AO や AAO が正のときに高緯度で東向き、極向き MF の偏差，中緯度で西向き、赤道向
き MF の偏差となる(図３-２-４)。また南極大陸の内陸に相当する７５°S 以南の相関は弱く、
南極振動とは関連していない。
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図 3-2-4：AO/AAO
インデックスと東
向き(□)および極
向き(○)水蒸気フ
ラックスとの相関
係数の緯度分布。
(a)AO との相関、
(b)AAO との相関。

AO が正のときの水蒸気フラックスの水平パターンは、北太平洋上で高気圧性循環、北大
西洋上で低気圧性循環の偏差になり、大西洋中緯度では高気圧性の循環偏差となる。これ
は太平洋でアリューシャン低気圧が弱まり、大西洋でアイスランド低気圧が強まる大気循
環の偏差と対応している。AAO が正のときには南極大陸のまわりで東向き、中緯度で西向
きの MF 偏差となる。また中緯度では AAO に伴う高気圧偏差に対応する高気圧正循環の偏
差も見られる。このように環状モードに伴った MF の偏差は対流圏下層の風の偏差と一致す
ることがわかった。この MF の偏差は定常成分との関連が強い。
大西洋域での AO に伴った P-E の偏差は北ヨーロッパやアイスランドで正、南ヨーロッ
パで負となり、グリーンランドの南側で負、その更に南側で正となる。この P-E の偏差は
MF の定常成分の偏差に対応することがわかった。このように大西洋域だけでなく、他の領
域でも同様に環状モードに伴った P-E の偏差が MF の定常成分の偏差で説明できる。
北極域と南極域の正味降水量（降水量－蒸発量）を ECMWF 再解析データを用いて大気
水収支法で調べた。正味降水量の季節変化は北極域では暖候期である夏に多いが、南極域
では寒候期である冬に多いという差がある。この理由を調べた。正味降水量は、極域に流
入する水蒸気フラックスによってほぼ決定されている。残差は大気中の水蒸気量の時間変
化項であるが、この項は北極域では正味降水量の夏のピークを 1 ヶ月遅らせる効果がある
が、おおよその季節変化には影響しない。南極域では大気中の水蒸気量の時間変化項は無
視できる。極域に流入する水蒸気フラックスを 1 ヶ月平均場による定常成分とそれ以外の
非定常成分に分けると、非定常成分の寄与が大きく、結局、正味降水量の季節変化は極向
き水蒸気フラックスの非定常成分にほぼ支配されている。非定常成分のフラックスは移動
性低気圧などによる擾乱によって運ばれる水蒸気輸送である。これは、南北の水蒸気傾度
（水蒸気因子）と擾乱活動度（eddy 因子）の積に比例するのではないかと推測される。両
極地方で、この関係が成り立っていることを確かめた。一般に、水蒸気因子は暖候期に大
きくなり、eddy 因子は寒候期に大きくなる。北極域では水蒸気因子の効果が大きいために、
正味降水量が夏にピークになるが、南極域では eddy 因子の効果の方が大きいために冬にピ
ークになることがわかった。
温暖化に伴う極域の変化について IPCC の 11 個のモデルを調べた。11 個のモデル中、10
個は両極域での正味降水量の増大を予測している。極向き水蒸気輸送は非定常成分が大部
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分であること、北極域・南極域で逆の季節変化をすること、水蒸気因子と eddy 因子で水蒸
気フラックスの非定常成分が説明できること、これらの点を指針としてモデルを評価した。
まず、現在気候再現実験において観測を再現できているか検討した。再現性のよい３つの
モデルを選択した。そのモデルでの温暖化実験結果によれば、2 つのモデルでは北極域・南
極域とも正味降水量は増加する。北極域では夏に増加し、南極域では冬から春に増加する。
一方、1 つのモデル（高解像度モデル）は減少を予測している。単純なモデル多数決ではな
く、モデルの性能評価を行った上での予測が今後重要になると思われる。

（４）大気海洋間の CO2 交換フラックス（吉川、渡辺、乗木、RA 前田）
大気中の CO2 増加率は、ある時間的な差を考慮すると南方振動指数の変動と良い相関関
係にあることが 1970 年代後半に報告された。以来、赤道太平洋のエル・ニーニョやラ・ニ
ーニャ発生による大気海洋間の CO2 フラックス変動に関心が集まるようになった。実質的
に CO2 フラックスの変動を支配する赤道太平洋表層炭酸系の分布と変動に関する観測が、
1990 年代になって日本や米国の研究者により精力的に行われた。本研究では「みらい」や
「かいよう」
（いずれも JAMSTEC 所属）等の観測で得た中部及び西部赤道太平洋における
海洋二酸化炭素分圧（pCO2sw）データを先ず解析し、以下の点を明らかにした。
（１）赤
道域の海洋表層は、東西ふたつの海域に分けることができる。それらは西太平洋暖水塊が
占める海域とそれよりも東の赤道湧昇域である。前者では表面海水中の二酸化炭素分圧
（pCO2sw）が大気の分圧（pCO2air）に等しいか、僅かに高く、栄養塩が枯渇し低塩分
(<34.5)・高温(>28.5)の海域である。観測した赤道湧昇域では西から東に向かって pCO2sw、
溶存無機炭素及び栄養塩濃度は増加し、表面水温は減少している。エル・ニーニョ発生に
より西太平洋暖水塊は東進し、中部及び西部赤道太平洋の pCO2sw は減少する。結果とし
てエル・ニーニョ期間中に中部及び西部赤道太平洋の大気への CO2 フラックスは大きく減
少する。またこの期間だけに注目すると、赤道太平洋全域でも大気へのフラックスは通常
より小さかった。
次に本研究では、「みらい」や「かいよう」で得たデータと米国海洋大気庁太平洋海洋環
境研究所(NOAA/PMEL)と大西洋海洋気象研究所(NOAA/AOML)が東部及び中部赤道太平洋
で観測したデータを統合し、大気・海洋間の二酸化炭素分圧差を赤道太平洋で求めた（図
3-2-5）。赤道域（5˚N-10˚S, 140˚E-90˚W）の大気海洋間の CO2 フラックスは、NCEP/NCAR
の風速データを用いて評価した。その結果、大気への CO2 フラックスは、1997/98 エル・
ニーニョ期間中の 1998 年 1～2 月に 0.1±0.06 PgC/yr、2001 年 1～2 月に 0.9±0.4PgC/yr
であったと見積もられた。これらの変動幅は大気中の CO2 濃度増加率におよそ 0.4ppm/yr
程度の影響を与えると評価される(Inoue et al., 2006)。
赤道域と比較して、亜熱帯海域の CO2 フラックスの年々変動は、あまり報告されていな
い。本研究では北太平洋西部海域（132-142°E, 5-35°N）において 1990 年代より蓄積され
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た pCO2sw データを用いて CO2 フラックスを評価した。その結果、同海域では-32MtC/yr の
平均フラックスに対し、-16（1998 年）から-50 MtC/yr（1996 年）の範囲で、かなり大き
く年々変動していることが分かった。今後は、大気側の情報と組み合わせて、広域での大
気・海洋間の CO2 フラックス変動を見積もっていくことが必要であろう。
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図 3-2-5：赤道太平洋における ΔｐCO2 分布。図中の A～H はそれぞれ A:1995 年 11 月～1996
年 2 月、B:1997 年 1 月～3 月、C:1998 年 1 月～2 月、D: 1999 年 1 月～2 月、E:1999 年
11 月～12 月、F:2001 年 1 月～2 月、G:2001 年 11 月～2002 年 2 月、H: 2002 年 10 月～
2003 年 1 月の結果を示す。
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３、海洋圏
（１）寒冷域のリモートセンシングと潮汐（江淵、大島、PD 木村、RA 小野、RA 田村）
本研究では、まず海氷域の変動メカニズムを解明し、それが地球の気候システムの中で
果たす役割を明らかにするための研究をすすめた。解析は主に人工衛星搭載のマイクロ放
射計波 SMMR、SSM/I および AMSR-E による観測データから独自に作成した海氷データ
セットを用いて行った。重点テーマは、1)北極海の海氷循環の年々変動とそのメカニズムの
解明、2)南極海の海氷域の短周期および季節変動のメカニズムの解明、3)オホーツク海を対
象海域とした細かい空間スケールでの海氷変動の解析、の 3 点である。まず、北極海の海
氷の循環パターンは年によって大きく異なり、それは大気場の年々変動の影響を受けたも
のであった。また、近年風速に対する海氷漂流速の比率が大きくなる、すなわち海氷が動
きやすくなる傾向が見られた。海氷の流動化は北極海からの海氷の流出を加速させるため
今後もその原因について研究をすすめる必要がある。南極海については、日々の海氷域の
変化傾向は風速の変化と非常に良く一致すること、海氷域の拡大は海氷の沖向き移流と氷
縁沖での海氷生成の双方が同程度の寄与を与えて起こっていること、海氷は大陸沿岸域で
集中的に生成され、その量は海域によって大きく異なることなど、その変動メカニズムに
ついて数多くの事柄が明らかになった。また、オホーツク海を対象とした解析では、日々
の海氷生成・融解面積の分布や海氷の軌跡を示すことに成功した他、海氷域の収束による
氷盤どうしの重りあいが海氷が厚くなる過程で重要であることなどを明らかにした。
また、SSM/I マイクロ波放射計の輝度温度データから、沿岸ポリニヤを検出するアルゴ
リズムを作成し、これと客観解析データを用いて熱収支計算を行うことによって、南極沿
岸ポリニヤの海氷生産を求めることを試みた。衛星データは、2003 年 9－10 月に東南極の
沿岸ポリニヤ行われた海氷観測に参加して取得した現場での氷厚データとの比較・検証を
行っている。ロス海沿岸ポリニヤ・東南極のダーンレー岬ポリニヤにおいて、高い海氷生
産が示された。それぞれの南極沿岸ポリニヤにおける海氷生産量の年変動を見ると、ロス
海沿岸ポリニヤでの年変動が南極海で最も大きく、そこでの海氷生産は 1990 年代から 2000
年代にかけて大きく減少している結果となった。これは、現場の海洋観測から得られた近
年のロス海底層水の塩分減少に対応している。
さらに、サハリン東岸域での潮流と海氷との関係を調べた。1998 年から 2000 年までサ
ハリン東岸沖で行なわれた長期係留観測の結果から、サハリン東岸北部の陸棚上では日周
潮流が卓越し、その力学は第 1 モードの日周期の沿岸捕捉波によってほぼ説明できること
を明らかにした。また、海氷密接度が高い時期に、北部の陸棚上のみにおいて、日周潮流
の振幅が有意に減少することがわかった。この結果から、海底と海氷底面の両方からの摩
擦によって生じるスピンダウン効果が、日周期の沿岸捕捉波を有効に減衰させ、日周潮流
を弱めるというシナリオを提案した。また、観測結果を再現し得る、成層を含めた三次元
潮汐数値モデルを開発し、数値実験から、上記のシナリオを示唆する結果を示すことがで
きた。
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図 3-3-1：冬季(12-2 月)平均の北極海の海氷漂流速度と海面気圧の例

図 3-3-2：南極海における年間累積海氷生産量のマッピング(1992-2001 年)。

（２）アジア太平洋熱帯域の海洋気候システム（池田、谷本、RA Vinu、RA Mathew）
①アジア太平洋熱帯域の温暖化など地球規模変化に伴う海洋気候システムの研究
インド洋からインド亜大陸にかけてのモンスーンおよびそれに伴う雨量が、どのように
年々変動しているのか、またその主たる要因は何か、自然変動か地球温暖化の結果かを明
らかにしたい。大気の NCEP/NCAR 再解析データを基にし、それに衛星による風データも
組み合わせてデータ解析を遂行した。雨量にはインド洋からの水蒸気が重要であり、飽和
水蒸気圧を支配する海面水温に気候値を用いたが、さらに海洋モデルによって求めた海面
水温を用いる場合と比較した。
少雨の年に注目し、多雨の年と比較したところ、夏のモンスーン期間（5,6,7 月）にアラ
ビア海上の対流圏で大気の発散が起きていた。すなわち大気は下降流となり、水蒸気から
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雲ができにくい状態であった。2002 年は夏のモンスーン期間後半に急激な発散が起きる特
異な少雨年だった。それに加えて、風が弱く、海面からの蒸発が少なかったことも、少雨
となる要因となった。この結果は、モンスーン前半だけで雨量の多寡を判断できないこと
を示唆している。
全球深層循環が北太平洋で表層に戻り、最も地理的に制限された海峡を通るところとな
るインドネシア通過流は、インド洋で大気の影響を大きく受けて、アフリカ南端から大西
洋に入った後、北大西洋にたどり着く。海洋モデルを大気条件によって駆動し、そこに粒
子を流すと、図 3-3-3 の 3 本の流路が示すように、インド洋のほとんどの海域に拡がってか
ら大西洋に抜けることがわかった。インド洋滞留時間は数十年となる。このことはインド
洋大気が深層水形成に重要な影響を与えることを物語っている。

図 3-3-3：インド洋モデルにおける粒子追跡。粒子をインドネシア通過流水に入れ、10 年あ
まり追跡した。R1、R2、R3 は代表的な流路を示す。

②インド亜大陸上における降水の季節内振動に対するインド洋海面水温偏差場の役割
インド亜大陸南西部の西ガーツ地域で夏季に顕著な降水の季節内振動の時間発展に対す
るインド洋北部の海面水温季節内振動が果たす役割を高解像度の人工衛星と大気再解析デ
ータを用いて調べた。西ガーツ地域における降水活発期を定め、前後それぞれ 20 日間にお
ける大気海洋変動場の時間発展を解析した。図 3-3-4 の全てのパネルにある等値線は東経
60-70 度のアラビア海において正の降水偏差場が北向きに進行していることを明瞭に示し
ている。さらに、図 3-3-4(a)はこの降水偏差場に先行して海面水温偏差場が組織的に北進し
ていることが示される。海面水温偏差場は大気の季節内振動に伴う東風偏差が夏季モンス
ーンに伴う気候学的な南西季節風を弱め、海面からの潜熱放出を抑制することにより形成
される。この正の海面水温偏差場は大気下層にフィードバックして海上気温や海面直上の
飽和水蒸気量を増加させるため、大気下層は図 3-3-4(b)に見られるように鉛直方向に不安定
となる。このようにアラビア海に形成される正の海面水温偏差場は大気下層の対流活動に
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好ましい条件となるため、図 3-3-4 (c)に示されるように雲水量を増加させ、西ガーツ地域の
降水活発期をもたらしていると考えられる。
このような季節内振動の長期的な変化傾向を大気再解析データを用いて調べた。季節平
均場としてのモンスーン活動には明瞭な年々変動が見られる。南西季節風が季節平均とし
て強い年には季節内振動も大きくなるため、前述した季節内スケールにおける降水偏差場
と海面水温偏差場の関係が明瞭であるに対し、季節風が弱い年では季節内スケールにおけ
る海面水温偏差も形成されず降水活動に与える影響も小さいことが示された。
これらの結果はアラビア海北部の亜熱帯領域においても、熱帯領域に対する過去の研究
が明らかにしてきたように、海面水温変動が大気下層の対流活動に強い影響を与えている
ことを示した。

図 3-3-4：アラビア海における季節内振動の緯度—時間断面合成図。すべてのパネルにおけ
る等値線は降水偏差を示す。等値線の間隔は 0.5mm/day。カラーはそれぞれ(a)海面水温偏
差（単位は℃）、(b)1000hPa と 700hPa 面の相当温位の差（単位は K）、(c)は雲水量(単位
は mm)を表している。横軸は、西ガーツ地域の降水が最も活発な日を中心（ゼロ）として、
前後 20 日間の時間をとっている。この合成図は 11 の活発な降水イベントを平均している。

（３）極域海洋海氷大気相互作用の解明（池田、大島、Shutilin(共生 PD)、RA 草原、RA
平池）
最近 30 年で北極海の海氷は急速に面積と厚さを減らしており、この原因を明らかにする
ため、大気要素の中でも雲量データに注目した。北極ステーションにおいて収集された秋、
冬、春の雲量は、顕著な増加を示している（図 3-3-5）。この温暖化効果は、海氷減少に伴
うアルベド減少が及ぼす熱フラックス増加と同等である。
また海氷モデルを構築し、大気データによって駆動した。これまでのモデルと異なる点
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は、海氷を変形し厚くする力学メカニズムを取り入れたことである。海氷面積は 30 年で徐々
に減っているが、厚さは 90 年代に急激に減少し、2000 年近くになって回復していること
がわかった（図 3-3-6）。90 年代の減少が変形海氷量の減少によることは、非常に興味深い
結果である。すなわち、地球温暖化によって徐々に融解しているのではなく、90 年代の気
候シフトによって急に融解したことを示唆している。
大気中の北極振動は、極渦が強まる正と弱まる負の位相が１０年程度の周期で繰りかえ
す現象である。これに対応して海洋も変動するはずだが、北極海にはデータが少ないので、
示すことは難しかった。しかし、旧ソ連が収集した海洋化学データを解析し、150ｍ深に極
大のある silicate を 200ｍで見ると、その大小に伴って表層が厚くなり薄くなることがわか
る（図 3-3-7）。地球温暖化の進行とともに極渦が強くなると予測されているが、海洋の応
答を予測するモデルを検証することに役立つであろう。
図 3-3-5：北極海氷分布と快晴率データ
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南半球において大気の支配的な変動パターンである南極振動と南極海の海洋変動のメカ
ニズムについてデータ解析、数値モデル及び解析モデルを用いて調べた。南極沿岸域を特
徴づける周極的にコヒーレントな変動は陸棚及び陸棚斜面に捕捉された現象で、南極振動
に関連した波数ゼロの風応力の強制に対する海洋応答として理解できることがわかった。
コヒーレントモードな変動は外力に対して高振動数帯において振動数に反比例し、低振動
数帯(周期:約 100 日以上)ではほぼ散逸とバランスする応答特性を示すことが示された。こ
のような振動数に依存した応答特性をもつことから南極沿岸ではコヒーレントな水位変動
が支配的な変動となることがわかった。この結果は気候変動に伴って環状モードである南
極振動が変化した場合、南極海沿岸海洋では周極的にコヒーレントな変動がより長周期帯
において選択的に増幅され、顕著なシグナルとなることを示唆するものである。
南極中層水はほぼ全海洋の 500ｍから 1000ｍ深に広がっている。この特徴ある水塊の形
成に、南極周辺の氷縁域のプロセスが重要な役割を持っていることを、海氷海洋モデルを
用いて示した。継続的に吹いている西風は海氷に海洋より大きな風応力を与え、その結果
として、氷縁で沈み込みが起こり、中層水の形成を助けている。地球温暖化が進行して海
氷が後退すると、中層水の形成量が減り、海洋の二酸化炭素吸収量も減るであろう。
他の研究経費：共生 RR2002 のみによる
（４）北太平洋の炭素収支：人為起源 CO2 による溶存無機炭素の増加
（吉川、渡辺、乗木、RA 坂本）
大気に排出された CO2 は、そのまま蓄積されるわけではなく、陸上の生物圏や海洋とい
う炭素リザーバ（貯蔵庫）と炭素交換をしながら増加している。将来の大気中の CO2 濃度
レベルを排出シナリオに基づき予測し、気候変化を検討するためには、少なくとも現在の
炭素循環を解明しておく必要がある。IPCC（2001）によれば、大気中の CO2 と O2 濃度
の増減傾向より導かれる収支として、海洋は 1990 年代に 1.7Pg-C/yr の炭素を吸収してい
ると評価されている。しかしながら、この炭素収支の評価にも大きな不確実さを伴ってお
り、炭素循環が解明されているとは言えない状況である。
海洋で大気と同様に人間活動の結果増加した炭素を検出することができれば、炭素リザ
ーバ間の炭素収支に新たな知見をもたらすことが期待できる。しかし、海洋全体として大
気の 50 倍以上も炭素が貯蔵されている中で、人間活動に起因する変動を検出することは容
易でない。長期的・継続的に海洋の炭酸系を精度良く観測することが重要である。太平洋
や大西洋においては、定点や定線において海洋観測が継続的に行われている。日本では、
気象庁が 137°E に沿った表面海水中の二酸化炭素分圧観測（pCO2sw）を 1980 年代から行
っており、観測の充実と共に季節変化、長期傾向も明らかとなった。この観測結果を取り
まとめた結果を図に示す（Midorikawa et al., 2005.）。図で示した期間中に、北太平洋西部
海域の pCO2sw は 1.3±0.2～2.1±0.3µatm/yr で増加していた。温度や塩分といった物理場
の変化が炭酸系の平衡に及ぼす影響を考慮し、増加速度を溶存無機炭素の増加に読み替え
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ると、観測された pCO2sw 増加率は、年間約 1μmol/kg の増加に相当している。これは人
為起源二酸化炭素による増加である。一方、太平洋のハワイ沖での定点観測においては、
pCO2sw は大気よりも早い速度（2.5±0.3µatm/yr）で上昇しており、その原因は人為起源
CO2 吸収に加えて気候システムのレジームシフトに対応した水循環と表面海水の移流の変
化にあるとされた。北大西洋中高緯度でも、夏場には大気よりも早い速度で pCO2sw が増
加していることが報告されている。今後、海洋による人為起源二酸化炭素吸収を明らかに
するためには、海洋炭酸系の空間的な変動パターンを明らかにしていく必要があると考え
られる。
溶存無機炭素(DIC)の長期的な増加は、相対的な感度が pCO2sw よりも一桁小さい。DIC
の測定により人為起源二酸化炭素の増加を正確に見出すためには、長期にわたる系統的な
観測が必要である。西部北太平洋亜寒帯域では、こうした観測が継続され、10 年スケール
の変動を伴いながら、DIC が増加している様子が明らかにされた（Wakita et al., 2005）。
今後、海洋表層から中・深層における人為起源二酸化炭素増加を正確に評価していくため
には、複数の炭酸系パラメータの組織的、系統的な観測が必要である。
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図 3-3-8：北太平洋西部海域（137°E）における pCO2sw の長期的な変動。
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（５）海洋における窒素循環と共役する炭素収支の評価
（RA 堀川、南川、山本、入野、長尾）
①東西赤道太平洋の氷期間氷期変動の記録から
植物プランクトンに必須な栄養塩である窒素が有光層に枯渇しているため、中—低緯度海域
の基礎生産力が低く抑えられている。このような海域では、海洋窒素量の増減を左右する
窒素固定（全海洋窒素のインプットの約 70%）と水柱での脱窒(全窒素アウトプットの
30-50%)が広域的に発生している。過去の気候—海洋変動に対して窒素固定と脱窒フラック
スが大きく変わっていたとしたら、中—低緯度に存在する窒素量が大きく変化した可能性が
ある。仮に、これらの海域で窒素量の変動があったならば、現在硝酸制限を受けている貧
栄養塩海域において生産の変動が生じていた可能性もある。中—低緯度での炭素循環を考え
る上で、この海域における窒素循環が重要な鍵になっていると言える。しかし、どのよう
な気候状態の際に、どの程度の窒素が海洋に供給され、そして海洋から放出されるのかと
いう気候変化に対する窒素循環の応答や、窒素量の変動に対する基礎生産への影響はまだ
未解明となっている。そこで、本研究では，上記の問題の解決のために、過去 15 万年間の
海底堆積物を対象とし、バイオマーカー(アルケノン、アルカン)と安定同位体(δ13C,δ15N)
を用いて、洋変動に対する窒素固定と脱窒変動の応答に関する研究を行った。
窒素固定海域として対象としたスールー海の表層の懸濁物と有光層下の沈降粒子の結果
は(それぞれ、1.6-3.7‰，5.3‰)、基質として考えられる北太平洋中層水の硝酸の δ15N 値
(ca.5.8‰)よりも軽い値であった。同時期に採取された海洋表層水には、窒素固定を行うシ
アノバクテリアが確認されるため、δ15N 値の軽い原因として、窒素固定による同位体的に
軽い新たな窒素の付加が明らかになった。過去 8.3 万年間のスールー海堆積物の δ15N 変動
も概ね 5.7‰以下の軽い値を示し，氷期—間氷期を通して永続的に窒素固定が機能していた
可能性がある。また、温暖期（MIS3; 5.4-3.3 万年前）に δ15N が 4.5‰まで減少することか
ら、この時期に窒素固定が相対的に強化していた事が明らかになった。間氷期にはアラビ
ア海や東赤道太平洋で脱窒が強化していることから、脱窒の強化によって海洋の窒素量が
減少し、熱帯域の貧栄養海域で窒素固定が引き起こされるという仮説が提案されている。
しかし、本研究の窒素固定変動は、脱窒域の脱窒変動と明瞭な対応関係にはなかった。そ
のため、テージ 2 や 3 でみられたスールー海の窒素固定強化は、モンスーンによる鉛直混
合の強化により表層にリンが蓄積され窒素固定が強まった、というようなスールー海の地
域的な現象だった可能性が示唆される。
脱窒の影響を検討した東赤道太平洋の研究では、西経 95 度 8ºN-８ºS のトランセクトで
採取された 8 本の表層堆積物ならびに３本のピストンコア試料を対象に、炭素・窒素安定
同位体比・アルカン・アルケノン分析により解析を行った。主な結果は、以下のとおりで
ある。
a）表層堆積物の窒素同位体比の分布から、赤道で最も軽く（7‰）、南北に行くに従い徐々
に値が増加することがわかった。これは，赤道湧昇によって表層に栄養塩が供給され、南
北に移流する際に、植物プランクトンが同位体分別を起こし選択的に軽い硝酸を使ってい
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るためと解釈された。
b）赤道サイトと北緯 4 度のピストンコアサイトの過去 15 万年間の窒素同位体比変動は、
異なる変動で特徴づけられた。これは、それぞれのサイトにおける硝酸の供給源が違う事
が原因だと思われる。北緯 4 度のサイトでは、北から（メキシコーガテマラ沖）の脱窒起
源の硝酸の供給があり、赤道の HY06 サイトでは赤道潜流の軽い窒素同位体比を持つ硝酸と
南赤道海流のペルー沖起源の硝酸が供給源となっている。
c)3 サイトの古水温結果と既存の古水温データから、約 2 万年の周期性を持つ歳差日射量変
動が、東赤道太平洋 ITCZ 位置の南北変動に影響を及ぼし、東赤道太平洋の水温分布に影響
を与えていることが明らかになった。
d）ハプト藻の生産増加が氷期に繰り返し見られ、日射量変動に対応する約 2 万年の周期性
を持っている。
e）ケイ藻は 4 万年相当の長い周期性を持ち間氷期に増加する。しかし TOC の増加にはあ
まり寄与しない。
f）10 万年周期の最温暖期に脱窒が最も強化されている。そのような最温暖期には、生産の
指標である有機炭素量・アルケノン含有量ともに大きく減少していた。一つの可能性とし
て、脱窒が強化することによって中層の硝酸量が減少し、周辺海域の生産の低下を引き起
こしていた可能性が指摘された。
東西赤道太平洋の古海洋学的研究によって、東西での脱窒と窒素固定の明瞭な対応関係
は確認されなかったが、窒素固定・脱窒ともに地域的な生産に大きな影響を及ぼしうるこ
とが明らかになった。スールー海の研究で明らかになったように、窒素固定が表層の N/P
比の低下に対し活発になるのであれば、最も N/P 比が低い脱窒域とその周辺の表層におい
ても窒素固定が起こっている可能性があり、今後、東赤道太平洋においても窒素固定の時
間的・空間的変動に関するさらなる理解が必要であることが示唆される。また、大規模な
東赤道太平洋の脱窒の開始は、融氷期の比較的早い時期に見られ、このタイミングは同海
域の水温変動とほぼ同時に見られる。そのため、脱窒は、氷期から間氷期にかけての気候
変動に対して最も鋭敏に応答する機構の一つとして位置づけられる。現時点では、仮説の
域を出ないが、脱窒変動には、中層水の溶存酸素量の変動が大きく関わっていると考えら
れるため、今後、中層水溶存酸素量の変動を視野に入れた研究が課題となってきた。

51

0
-2

10 20 30 40 50

60 70 80 90 100

120

160

140

180

Hol
MIS5

-1.5

図 3-3-9：HY06 コアの分

Term-2

MIS2-4
Term-1

MIS6

-1

析結果

-0.5
0

27

0.5

26

a) 浮遊性有孔虫の酸素同

25

位体比

24

b) アルケノン古水温

9
8

23

7

22

c) 窒素同位体比

6

d) アルケノン量、TOC%

5
8
6

4

2.5

3

2
1.5

4

C/N 比

1

2
0

e) 有 機 炭 素 同 位 体 比 、

0.5
10

-18

9

-19

0

8
-20

7

-21

6

-22

5
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Age (ka, ver.3, tuned Martinson)

120

140

②アルケノン古水温推定法を用いた過去 23000 年間の十勝沖古水温変化の復元
十勝沖（北緯 42 度 13.77 分，東経 144 度 12.53 分，水深 1212m）で採取された海底コ
アのアルケノンを分析し、過去 23000 年間の十勝沖海面温度変化を復元した。
海面温度は７℃から１５℃の範囲で変動し、最古ドリアス期の 16000 年前に最低値を中
期完新世前半の 6000 年前に最高値をとった。また、10000 年前と新ドリアス期にも低温期
が認められた。全球的な温暖化が進行した最終融氷期（17000 年前〜9000 年前）において、
北西太平洋域はむしろ寒冷化したことが鹿島沖コアの分析から示されていたが、この十勝
沖においても同様な傾向が認められた。また、10000 年前の低温期は茨城県鹿島沖やサハ
リン東岸沖でも弱く認められるが、この十勝沖ほどではない。また北西太平洋以外の地域
からは報告例がなく、この十勝沖に特徴的な現象であろうと考えられる。
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図 3-3-10：アルケノン古水温推定法により復元された過去 23000 年間の十勝沖海面温度変
化。YD＝新ドリアス期、BA＝ベーリング・アレレード期、OD＝最古ドリアス期。データ
は稲垣正樹「バイオマーカー分析による過去 2 万年間の北海道十勝沖環境変動の復元」大
学院地球環境科学研究科平成 17 年度修士論文より。
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第四章

オゾン層破壊

１、オゾン層破壊のメカニズムと予測
（１）オゾン・ゾンデ観測（長谷部、藤原）
成層圏では、人為起源塩素化合物の蓄積に伴う触媒的オゾン消失反応の促進により、極
域のみならず中緯度でもオゾンの長期減少傾向が認められる。オゾン減少率は 2 つの高度
領域で極大を示す。1 つは上部成層圏で、この高度域におけるオゾン破壊は 1970 年代に指
摘された気相反応で概ね説明される。下部成層圏に位置するもう 1 つの極大域では、エア
ロゾル表面の異相反応による窒素酸化物の減少が塩素酸化物の不活性化を抑制し、総体と
してオゾン破壊を促進するためであると考えられている。大気全層で積算したオゾン全量
の日々の変動は、輸送効果の卓越する下部成層圏のオゾン変動に強く依存するため、総観
規模・惑星規模の大気波動による輸送効果に支配されている。また、極渦崩壊に伴って極
域特有のオゾン破壊を受けた大気が中緯度に流れ出すことがあるため、中緯度において観
測されるオゾン変動は、中緯度と極域と 2 つの異なった要因によるオゾン破壊の複合的効
果により定まっている。したがって、札幌を含む極東域でオゾン長期変化傾向の実態を注
意深く解析することにより、地球規模でのオゾン変動を調査することが出来る。
我々は、札幌管区気象台の実施している週 1 回のオゾン・ゾンデ観測に対する検証デー
タの提供と学生の研修を目的として、独自のオゾン・水蒸気ゾンデ観測を実施してきた。
残念ながら統計的に意味のある検証データを提供できるほどのデータはまだ蓄積されてい
ないが、オゾン・水蒸気ゾンデの飛揚という実習は全国的にもユニークであり、学生の教
育に関しては大きな成果を上げてきた。

一方、気象庁による長期観測データを利用した

独自の解析も実施してきた。すなわち、観測頻度が極めて低かった 1975 年から 1990 年を
境に、データの存在する期間を前半(1969 年から 1975 年)と後半(1990 年から 2002 年)とに
分け、2 つの期間における平均的オゾン分布の比較を行った。ここで、輸送効果による影響
を取り除き大気の保持する化学的特性を抽出するために断熱保存量に注目し、鉛直方向に
は温位を、南北方向には渦位分布により算出される相当緯度を利用して観測値を分類した。
その結果、下部成層圏に広く分布するオゾン減少と春季の相当緯度 70 N 以北の 400-500 K
面付近に限定されたオゾン減少とを分離する事ができた（図 4-1-1）。前者は中緯度特有の
オゾン破壊による減少で約 5-20%、後者は冬季極渦内の異相反応に起因するオゾン破壊で
約 30-50%の減少と評価された(吉倉、2005)。興味深いことは、札幌において観測される大
気塊の相当緯度を 2 つの期間で比較してみると、大きなオゾン減少の観測される領域でそ
の平均値が減少していることである。この事実は、オゾン破壊によって引き起こされた極
域下部成層圏の温度低下が極渦の安定化をもたらしたためであるという推論と整合的であ
る(Hasebe and Yoshikura, 2006)。
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図 4-1-1

（２）冬季亜熱帯北西太平洋域のオゾン極小（山﨑孝治、長谷部、RA 韓）
亜熱帯北西太平洋域で冬季に気候値で 235 DU 以下の顕著なオゾン極小が観測され、日々
のデータでは、時折 200 DU 以下の極端に低い値が観測される。本研究では TOMS（total
ozone mapping spectrometer）と HALOE（Halogen Occultation Experiment）データを
使い、このオゾン極小の鉛直分布を解析した。このオゾン極小は主に成層圏起源であり、
成層圏の中でも 2 ヶ所で発生していることが分かった。一つは中部成層圏の 10–15 hPa の
間、もう一つは下部成層圏の 40-60 hPa の間で同緯度の他の経度帯よりオゾンが少ない。
中部成層圏ではアリューシャン高気圧に伴った南への輸送によって高緯度の低濃度オゾン
が運ばれることが原因であると考えられる。
この仮説を定量的に検証するために、10hPa 面において水平 2 次元の簡単な光化学輸送
モデルを作成し、HALOE データと同じ期間のシミュレーションを行った。水平風は 1 日 2
回の ECMWF データを用い、光化学項は 10 日程度の緩和時間で帯状平均気候値に緩和す
るようにした。このモデルはオゾン混合比の帯状平均からの偏差場の気候値をよく再現で
きた。
亜熱帯北西太平洋域で 2001 年 12 月に極端に低いオゾンが観測された。このケースを那
覇のオゾンゾンデデータと簡単な光化学輸送モデルで調べた。このオゾン極小は主に中部
成層圏で高緯度のオゾン濃度の低い空気が亜熱帯北太平洋域へ輸送されたことによって起
きた。モデル結果は観測とよく一致した。さらにトラジェクトリ解析により、亜熱帯北西
太平洋域の空気の起源を調べたところ、数日前にアラスカ付近にあった空気が那覇へ輸送
されたことが確認された。
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図 4-1-2：那覇の 10hPa で低いオゾン濃度が観測された 2001 年 12 月 5 日を初期時刻とす
る那覇地域（25-28°N, 126-129°E）からの 8 日間の後方流跡線。緯度・経度１度ごとに、
計 16 個 の 後 方 流 跡 線 を 示 し て あ る 。 オ ゾ ン 濃 度 が 高 か っ た シ ベ リ ア 域 （ 55-58°N,
126-129°E）からの同様な後方流跡線も示す。濃淡は１日ごとに変えてある。

２、紫外線影響評価
（１）紫外線Ｂが外洋における微生物ループに及ぼす影響（東、鈴木、PD 程木、RA 片岡）
・ 調査、観測計画の策定と立ち上げ・初期の成果
海洋細菌群集の活性と紫外線の影響による DNA 損傷、および紫外線による植物プランク
トンの光合成活性の変化等を明らかにすることを目的とし、2003 年度から独立行政法人水
産総合研究センター・東北区水産研究所の若鷹丸もしくは北海道区水産研究所の北光丸に
よる西部北太平洋亜寒帯域の海洋観測に参加し、調査研究を行っている。
細菌の 16SrDNA を標的とした変性剤濃度勾配ゲル電気泳動法（DGGE 法）および DGGE
法で得られたバンド・パターンのクラスター解析の結果、西部北太平洋亜寒帯域表層にお
ける細菌群集はその構成種の類似性から３つのグループに分類できること、そしてこれら
のグループは、親潮と黒潮の流況で決定される平面的な水塊構造の分布と一致することが
明らかとなった。また、分子生物学的手法と従来の活性測定法を組み合わせることにより、
採取した海水サンプル中の細菌群集について、紫外線に対する感受性を種レベルで評価可
能な手法を確立した。
西部北太平洋亜寒帯域表層の植物プランクトン群集に関し、太陽紫外線 B 放射により有
意な光合成活性（光化学系 II の光化学反応の量子収率）の低下があることが明らかとなっ
た。しかし、1 日の培養期間では、紫外線 B 放射による植物プランクトンの細胞生存率に
変化は生じなかった。
・ 他の研究費：科研費・若手研究(A)（鈴木）
・ PD、RA、学振研究員：PD 程木義邦
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図 4-2-1：海洋表層水から抽出した全 DNA
（A）、BrdU 標識された DNA（B）および
チミン・ダイマーを含む DNA（C）を鋳型
とした PCR-DGGE 法によるバンド・パタ
ーンの比較結果（A-Line, A１）

（２）紫外線 B が陸上の生態系や物質循環に与える影響（豊田、南川）
紫外線 B が陸上生態系、特に森林土壌から放出される脱ガスの量に与える影響を見積も
る上で、① 落葉リッターを分解する白色腐朽菌などの微生物群に対するダメージと、② 落
葉リッター中の有機物に対する光分解反応、の 2 要因に加え、③ 無機化学分解反応による
化学変化速度、についても理解する必要がある。
① 白色腐朽菌の分泌酵素と同じマルチ銅オキシダーゼの一種である MnGx の活性につい
て研究した。溶液中の MnGx は溶存酸素に対する Km 値はほぼ 0.5 µM と一定であるが、
カルシウムイオンを補酵素として著しく活性化される事が判った。微生物による土壌有機
物分解は、紫外線被曝だけでなく、土壌中の石灰成分に強く影響する可能性が示唆される。
② UV-B 照射実験に用いる落葉リッターや森林土壌を演習林の落葉針葉樹林内から採取す
ると同時に、現場での脱ガスの野外調査も開始している。有機酸の測定に必要な HPLC は
2005 年から稼働を始めた。北海道美唄市から採取された土壌から抽出された腐植物質を含
んだ溶液に 0.5 W/m2 の UV-B を 100 時間照射しても有機酸の発生は見られず、2006 年か
ら稼働したガスクロマトグラフ装置を用いた無機ガスの測定について検討している。一方、
土壌中に広く存在するマンガン酸化鉱物種のうち、層状鉱物は腐植物質の分解作用が弱い
が、トンネル状の鉱物は紫外線の光反応とも競合するほど酸化力が強く、HPLC によりギ
酸の生成も確認された。
③ 土壌の腐植酸共存下での無機光反応にはまだ不明な点が多く、例えば紫外線はマンガン
酸化鉱物の腐植酸による還元を促進するという説と、紫外線被曝で活性酸素種を生じてマ
ンガンイオンを酸化するという正反対の説がある。図 4-2-2 に示したのは後者を支持する本
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研究の実験結果であり、光分解反応で生じた活性酸素種の生成量の目安の一つになると期
待される。
以上、紫外線による土壌有機物に対する光化学反応を見積もる上で、土壌中の構成鉱物
についての考慮が欠かせないことが示唆された。

図 4-2-2：の説明：腐植酸共存下での、紫外線によるマンガンイオンの酸化：腐植酸による
マンガン酸化物の還元により生じるマンガンイオンの量が紫外線照射により減少している。
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第五章

生態機能低下

１、モジュール蓄積系としてみた森林生態系動態の研究
（甲山、工藤、久保、隅田、PD 長谷川、RA 塩寺）
樹木の枝先シュートモジュールの生理過程と、三次元の分枝構造発達および光・水環境
の勾配を記述する三次元シミュレータPipeTreeを、亜高山帯シラビソ個体群に適用してパ
ラメトライズし、第１版を完成させた。その中で、個葉の最大光合成速度を1.5倍にする一
種のCO2付加実験を行い、その結果純生産速度が倍化する結果を導いた（図5-1-1）(Kubo and
Kohyama, 2005)。
PipeTreeのなかで実測データが欠けていた、光合成同化産物のシュートモジュール間の
移送(転流)過程について、観測を行なった。苫小牧研究林に成育するトドマツを対象に、炭
素安定同位体を用いたトレース実験を行い、光合成産物の樹体内移動を把握した。トドマ
ツの枝系の先端部に位置するシュートモジュールには、側方のシュートモジュールで生産
された光合成産物が投資されていることが明らかになった。この結果は、トドマツにおい
て空間獲得を有利にする目的でより先端部のシュートモジュールが伸長を可能にするよう
な資源的な統合が行われていることを証明するものである。
森林を構成する樹木の継時的観測は、森林動態を再現するベースとなる情報である。個
体の成長は、おなじサイズでもおおきくばらつくが、このばらつきは、成長に時間方向の
自己相関があるときに、強く成長遅滞側にバイアスがかかって観測されることを指摘し、
完全な自己相関がある場合には、サイズ依存的な成長速度の統計量を、移行集団（あるサ
イズを観測期間中に移行した集団）について求めるべきことを理論的に指摘した（Kohyama,
Kubo and Macklin, 2005）。
気候帯をまたがる森林型（バイオーム）の帯状分布が、温暖化に伴ってどのように応答
するかを記述する、地理傾度にそった森林構造動態モデルに、森林のパッチ齢動態モデル
を結合したSALモデルを発表した（Kohyama, 2005）。更新動態による若齢パッチの生成
や、種子繁殖年の種間変動が、温暖化に伴う森林帯移動を促進する可能性はきわめて小さ
いか無視できることを、SALのシミュレーションから結論した。SALは、今後、DGVMに
種子散布を導入していくベースを提供する。

図 5-1-1：北八ケ岳のシラビソ
同齢林で観測された林齢にと
もなう胸高断面積合計の変化
(点)と、PipeTree のシミュレ
ーション結果。左(実線)がベー
スライン、右(破線)が、光飽和
時の最大光合成速度を 1.5 倍
に し た 場 合 。 (Kubo and
Kohyama 2005)
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２、生息地の分析・孤立化が遺伝的多様性に及ぼす影響
（大原、鈴木、東、木村、戸田、RA：平尾、山岸、竹中、 Dwi、安田、荒木）
・目的
近年、都市化の進展や道路建設に伴い、身近にある森林が全国的な規模で急激に減少し
ている。集団サイズの減少は、近隣あるいは数少ない個体間での交配を起こりやすくし、
それによって集団の遺伝的多様性が減少することが予想される。遺伝的多様性の減少は環
境変動時の集団の絶滅を引き起こしやすくするため、長期的な意味での集団の存続が危う
いものとなり、有用な遺伝資源が失われる危険性をはらんでいる。
本要素は、生活型の異なる昆虫、魚類、鳥類、ほ乳類、草本・木本植物を対象とし、隔
離のタイムスケールと種特異的な生活史特性を考慮しながら、生息地の分断・孤立化が遺
伝的構造や絶滅（または、種分化）に及ぼす影響を総合的に解析することを目的としてい
る。これまで、林床性多年生草本植物（オオバナノエンレイソウ、スズラン、オオウバユ
リ）やほ乳類（ニホンヤマネ）となどをモデル生物として、個体群の遺伝的構造の時空間
的解析を行った。
・研究成果
植物
a. オオバナノエンレイソウ
十勝地方において孤立林林床下に生育するオオバナノエンレイソウ集団の遺伝的空間構
造を明らかにするとともに、生育地の孤立・縮小による集団への影響を遺伝的な側面から
検討を行った。
まず、オオバナノエンレイソウに関して、集団のサイズならびに開花個体密度の異なる
集団を選択し、野外において除雄処理や強制受粉などの交配実験を行うとともに柱頭への
他花花粉の到達量の調査を行った。その結果、オオバナノエンレイソウの繁殖成功と集団
サイズ・開花個体密度が密接に関連していることが示された。さらに、これらの集団を対
象に酵素多型遺伝子(6 酵素 11 遺伝子座)を指標とした遺伝解析を行った。その結果、各集
団において観察された多型遺伝子座の割合(P)、 遺伝子座当たりの対立遺伝子数の平均値
(A)は、集団サイズと強い正の相関関係を示し、小集団において遺伝的変異量が失われてい
る傾向が見出された。
次に、遺伝的空間構造を明らかにするため、調査プロット（16m×2m：開花個体のみ
18m×4m）を帯広市郊外の孤立林に設けた。調査プロットをさらに 2cm メッシュに区切り、
格子点上に存在する個体の位置をすべて記録した。さらに格子点上の個体の葉組織をサン
プリングし酵素多型を用いそれぞれの遺伝子型を特定した。さらにオオバナノエンレイソ
ウは外部形態から実生・1 葉・3 葉・開花個体という 4 つの生育段階を識別する事が可能な
ため生育段階別に解析し、時間軸に沿った遺伝的時空間構造を明らかにした。生育地の孤
立・縮小の影響の検討は同様に設けた大規模連続林の遺伝的空間構造と比較することによ
り行った。また、繁殖率・死亡率などの個体群動態に関する情報と遺伝的組成に関する情
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報を評価し、コンピューター・シミュレーションにより集団を維持するために必要な集団
サイズを定量的に推定した。
また、長期センサスデータにもとづく数理解析に関しては、Alvarez-Buylla & Slatkin
(1991) の定式化にしたがって、オオバナノエンレイソウについて個体群成長率の平均と分
散を求め、それをもとに将来の個体数の増加減少を確率的に予測した、その解析結果を近
縁種であるエンレイソウと比較した。その結果、エンレイソウの個体群成長率の分布の平
均値はオオバナノエンレイソウよりも低く、平均行列によって求められた個体群成長率と
は逆の関係を示すこと、エンレイソウの個体数が 50 年後に初期個体数の 30％以下に減少す
る確率は 75.6%であるのに対して、オオバナノエンレイソウのその確率は 0％であることが
明らかになった。
b. スズラン
スズランは、種子繁殖とともにクローン成長による繁殖を行う clonal 植物である。生育
面積の異なる 10 集団を対象に、各集団を 5m × 5m のサブ・プロットに区分し、各区画の
地上葉及び花序密度を測定し、格子点上の葉をアロザイム分析した。また集団の平均結果・
結実率を算出した。その結果、森林面積の縮小に伴い密度、結果・結実率は減少傾向を示
した。これより、種子繁殖とクローン成長の両方の繁殖力が低下していると考えられる。
アロザイム分析の結果、集団内には複数の遺伝子型が特定され、またラメットとジェネッ
トの双方による遺伝的構造が認められた。面積の減少に伴い遺伝子型や対立遺伝子数の減
少が見られたが、遺伝的多様度や近交係数には同様の傾向は見られなかった。分断化から
の年月と寿命の長さのため、集団は分断される以前の遺伝的構造を維持しているが、分断
時のボトルネックにより遺伝的劣化が生じているものと考えられる。このように、スズラ
ンのような多年生のクローン植物では、集団が分断化は遺伝的構造や多様度に急激な変化
をもたらさないが、遺伝的変異の減少や繁殖力の低下は長期的な集団の維持や存続に影響
を及ぼすことが示唆された。また、比較対象のため、秋田県男鹿半島のスズラン孤立集団
に関して酵素多型分析を行ったところ、やはり著しい遺伝的多様性の低下が認められた。
また、clonal 植物の個体群構造及びその動態は、クローン成長によるラメットの広がりが
ジェネットの構造に大きく影響する点において、non-clonal 植物と大きく異なる。その上、
ジェネットレベルでの空間構造は種子繁殖成功さらにクローン成長の程度に影響するため、
個体群構造は非常に複雑であると考えられる。しかしながら、clonal 植物においてクローン
の経年成長の程度や地上ラメットの分布からジェネットの構造を識別することは困難であ
るため，野外集団の個体群構造やその動態に関して十分調べられてこなかった。そこで、
シュートの追跡調査ならびにマイクロサテライトマーカーを用いてラメットとジェネット
の両レベルでの個体群構造とその動態及び遺伝的構造を明らかにすることを目的に行った。
スズランの生育する林床に 2m x 2m と 2m x 1m の調査区を設置し、地上シュートのマッ
ピングと成長、種子繁殖に関する追跡調査を行った。さらに、全シュートから葉を採取し、
マイクロサテライトマーカーを用いてクローン識別を行った。これらのデータをもとに開
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花及び非開花(1，2 枚葉)ラメットの空間分布パターンとその変化、また結果・結実と成長
の関係についてラメット・ジェネットレベルでの解析を行った。その結果、各プロット内
において開花、1 枚葉のラメット数及び死亡・新規ラメット数は年により大きく異なるが、
ラメット密度はほとんど変化しなかった。また開花するラメットは毎年異なり、結果・結
実の有無が翌年の成長に影響することが明らかになった。さらにこれらの関係は同一クロ
ーンと異なるクローンのラメットの空間的な分布により左右されている可能性が示唆され
た。

森林の分断化が林床植物個体群の存続可能性に影響を与える プ ロ セス
個体群統計学的要因
(Demographic factor)

遺伝学的要因
(Genetic factor)
個体群サイズの減少

花粉を運ぶ昆虫たちに
対する魅力の低下

昆虫の訪花
頻度の低下

分断時のボ トルネ ッ ク
遺伝的浮動

存続可能性
種子生産量
の減少

遺伝的多様性
の減少

z適応度の低下
z変動する環境へ

潜在的ポ リ
ネー タ相の
変化

物理的
ス トレス

の対応能力の低下

発芽率や
生存率の低下

集団間遺伝子
流動量の減少

他個体群か らの
孤立の度合いの増加

生育環境の変化

図 5-2-1
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３、熱帯泥炭湿地流域における生物多様性機能と物質循環機構の解明
（岩熊、甲山、藏崎、PD 石川、RA 今井）
研究の目的
ボルネオ（カリマンタン）には広大な熱帯泥炭湿地が分布し、蛇行する大河川が三日月
湖や氾濫原湖群を形成している｡ボルネオでは 1990 年代に入り、それ まで比較的手がつけ
られていなかった泥炭湿地林の開発が進んでいる。1995 年から 1999 年にかけて、中央カ
リマンタンの 120 万 ha 開発計画（メガライスプロジェクト）が、湿地林を伐採し水田等に
開発する目的で進められた。開発地の水路沿いの土地では地下水位が低下し、1997 年や
2002 年のエル ニーニョ現象で乾燥化が進んだ年には水位が低下し、大森林・土地火災が発
生した。開発地では高硫酸イオン濃度、低 pH などの水質の悪化が確認された。2000 年以
降はインドネシアの地方分権化でこの地域の道路整備が進み、それが森林伐採・土地開発
を再び加速させている。
熱帯低湿地水域では、雨季(11 月～4 月)と乾季(5 月～10 月)の交替に加えて短期的な降水
によっても水位は大きく変動し、１年の間に数メートルに及ぶ水位差 が見られる。低水位
期には孤立していた湖は、水位の上昇で湖と川あるいは湖と湖同士が連結し、湖畔林は部
分的に水没する。そのため、湖面積・形 状、及び湖と本川との連結状態は時期により大き
く異なる。本研究は、豊富な魚種とそれを支えるプランクトン・底生動物群集の生息場所
を提供しているこの水 域を対象に、生物多様性の維持機構と物質循環機構など陸水生態系
の水位変動に対する応答の研究の解明を目的としている。
調査地点調査地点はメガライスプロジェクト地域に隣接する湖沼とメガライスプロジェ
クト地域内の池沼である（図 5-3-1）。このプロジェクトでは、東西は東のバリト川 （Sungai
Barito）から西のセバンガウ川（S. Sebangau）、南北は海岸線から内陸部のパランカラヤ
市（Palangkaraya）南のベレンベンケル（Berengbengkel）を通る南緯 2°12'線に挟まれ
た地域を水田等に開発する計画で進められた。カハヤン川（S. Kahayan）沿いのベレンベ
ンケルから東にバリト川までと西南にセバンガウ川までは水路が掘削された。バリト川、
カプアス川（S. Kapuas）、カハヤン川（S. Kahayan）、セバンガウ川を境界にして東か
ら順に A、B、C の 3 区画に分け、さらにＢ区画はカプアス川とバリト川の合流点（クアラ
カプアス）の南側 を区画 D に分けた。区画 A、D が水田に開発された時点で既に計画は中
止されたが、他の区画にも水路は縦横に切り開かれている。
開発地域と非開発地域の陸水生物相の比較を行うため、高水位期の 2004 年 1 月に、森林
火災発生地域を含むメガライスプロジェクト A、B、C、D 区域およ び森林が未開発の
Katingan 川上流域（図 5-3-1K）の 57 池沼について、水質とプランクトン相を比較した。
2002 年 9 月から、カハヤン川流域の Sabuah 湖沼群（図 5-3-1S）の隣接する 4 湖沼、Hurung
湖、Bunter 湖、Tehang 湖、Batu 湖で、また 2003 年 7 月から Tundai 湖 （図 5-3-1T）
で月 1 回の定期観測を行った。
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図 5-3-1：中央カリマンタ
ン（ボルネオ）調査地点。
右上に Tehang 湖と Batu
湖の断面模式図を示す。A,
B, C, D: メガライス開発
地 域 、 K: 非 開 発 地 域
(Kasongan)、S: Sabuah 湖
沼群, T: Tundai 湖, P: パ
ランカラヤ大学

１）湖沼湖盆形状の把握と水位変動特性の把握
カハヤン川流域の三日月湖や氾濫原湖は、水位変化に伴って主河川との分離・接続が繰
り返される。本研究からこれらの三日月湖は、高水位期と低水位期におけ る主河川への接
続状態により、次の 3 つのカテゴリーに分類することができた。すなわち、① 流入部、流
出部の双方で通年川に接続している湖、② 高水位期には流入部、流出部の双方で川に接続
しているが、低水位期には流入部で川とは切り離される湖、そして③ 高水位期のみ流出部
で川に接続し他の時期は河川と切り離されている湖である。カテゴリー2 では Bunter 湖の
ように、エル・ニーニョ年に観測されるような 極度の低水位の場合には流出部も河川と遮
断され、カテゴリー3 の状態になる湖もある。分類上はさらに、④ 常に河川から切り離さ
れている湖、も考えられるが本研究の対象とはなっていない。
Sabuah 湖と Tundai 湖の定期観測から、水の入れ替わりに伴う湖水循環・底層への酸素
供給が底生生物群集の良好な生息環境と多様性維持に大きく関わっていることが示された。
そこで、低水位期から高水位期へ移行する 11 月から 12 月にかけて、Tehang 湖の 3 地点
および Batu 湖の湖心で 2～3 日ごと に水質測定（水温・溶存酸素・pH・濁度の鉛直分布、
表層から 1m カラムの DOC・POC・クロロフィルａ濃度等）を行った。Tehang 湖では観
測開始 時から 2 週間の間に水位が約 3 m 上昇し、最大水位を記録した。その間水温は成層
していたが、最大水深を記録した時点で鉛直方向に均一な温度分布を示した。溶存酸素濃
度は湖水の混合が起 きた時点で鉛直方向に約 5 mg/L の均一な値に上昇した。また濁度は
水位の上昇に伴い底層付近で高くなり、湖水の混合が起きた時点で鉛直方向に低い濁度で
均一な分布になった。水位 の上昇に伴い、湖岸に堆積した有機物（リター）を舞あげなが
ら湖岸が拡張されていくと推測された。これらの水質パラメータはいずれも湖水が鉛直に
完全に混 合され、河川水の水質とほぼ同じになる現象を反映していたものと考えられる。
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その後水位が再び低下すると、すぐに水温躍層が形成され始め、底層の溶存酸素 濃度が再
び低下し始めた。同様の現象は、Tehang 湖の他の 2 地点および Batu 湖においても観測さ
れた。

図 5-3-2：Tehang 湖における雨期
開始後 37 日間の水温、溶存酸素、
濁度の変化。矢印で示した日にカ
ハヤン川から河川水が流入し、湖
水の鉛直混合が起きた。

表層水の DOC 濃度は水位上昇に伴って上昇し、流域の泥炭地からの表流水・地下水の流
入によるものと考えられた。一方で DOC：POC 比は Tehang 湖で 6.4±2.2（n=37、レン
ジ 2.5～11.0）、Batu 湖で 12.3±5.6（n=12、レンジ 4.6～19.6）であった。一 般的に DOC：
POC 比は、地下水で 13、泥炭地で 11、貧栄養湖・降水で 10、沼沢地で 9、河川水で 3 で
ある（Wetzel 2002）。このことを考慮すれば、Tehang 湖ではより主河川（カハヤン川）
の影響が強く、Batu 湖ではより流域の地下水の影響が強いといえる。三日月湖・氾濫原湖
の水質は流域の泥炭湿地から供給される水と、主河川から供給される水に影響されて複雑
に変動することが明らかにされた（図 5-3-2）。
2003 年 8 月からは、水位変動と湖水の鉛直混合の関係をより詳細に把握するため、水位
や水温の連続モニタリングを行った。カハヤン川 （Sabuah 湖下流左岸の Bukit Rawi）、
Bunter 湖、Tehang 湖、Batu 湖において自記水位計により 30 分ごとに水位の連続観測を
行うとともに、Tehang 湖畔で降水量 の自記記録を行った。さらに Tehang 湖と Batu 湖湖
心では表層、1m 水深および水底に自記水温計を設置して湖水の鉛直混合状況をモニターし
た。
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２）湖沼沿岸の植被状況と湖沼沿岸帯生態系構造の把握
インドネシア中央カリマンタンの三日月湖におけるこれまでの研究から、水位上昇に伴
いワムシ類動物プランクトンの種数が増加することが観察された。湖畔林の水没により生
息場所の多様性が増加することが、この一因と考えられた。そこで高水位期のカハヤン川
中下流部の 6 湖沼において、付着 性・プランクトン性無脊椎動物（枝角類、カイアシ類、
ワムシ類）の分布を調べた。水没した葉群に付着するプランクトンとクロロフィルａ量を
葉群の分布しない開水面における値と比較した。枝角類 12 属、ワムシ類 11 科、カイアシ
類 3 目グループが採集され、総タクサ数は、ホテイアオイの分布する 2 湖沼で最も高 かっ
た。単位水表面積あたりの無脊椎動物密度は、沿岸帯または沖帯のプランクトン性の群集
よりも、湖畔林の沈水葉に付着する群集で有意に高くなった。また 湖畔林の沈水葉ではク
ロロフィルａ量が顕著に増加していた。さらにホテイアオイが分布する湖では、この植物
に付着する全ての動物プランクトン・グループの密度が、他の生息場所に比較して最も高
くなった。さらに、同一の湖沼内では、ホテイアオイの付着群集と沖合のプランクトン群
集の間で、動物プランクトンタクサ数には違いが見られなかった。これらから、ホテイア
オイなどの水生大型植物が、湖の動物プランクトンの多様性を高め、群集の維持に重要な
役割を果たしている可能性が示唆された。
３）植物プランクトンの一次生産量と湖岸林のリターフラックス
低水位期の 2003 年 8 月から 9 月にかけて、Bunter 湖、Tehang 湖、Batu 湖、Hurung
湖、Sabuah 湖、Tundai 湖から湖水を採 取しサイズ分画別クロロフィルａ濃度を調べた。
全ての湖で 10 μm 以下の分画が全体のクロロフィルａ濃度の 50%を、10～20 μm の分画が
10～30%を占めており、20 μm 以下のナンノプランクトンが湖水中の植物プランクトンの
大半を占めていることが示された。このことは Sabuah 湖の植物プランクトンの サイズ計
測による分析結果と合致していた。
４）湖沼生態系の動物プランクトンと底生動物
Sabuah 湖沼群の Bunter 湖、Tehang 湖、Batu 湖および Hurung 湖で月 1 回の定期調
査を継続した。河川との連結度の異なる湖沼群での 水温・溶存酸素・濁度の測定値から、
河川に直結している三日月湖では頻繁に湖水が鉛直に混合されることが示された。動物プ
ランクトンの採取はメッシュサイ ズ 40 μm のプランクトンネットを用いた。動物プランク
トンの月ごとの出現タクサ数は４湖沼間で有意な差は見られず、月平均で 11.2～14.3 であ
り、いずれ の湖でも高水位期に多くなる傾向がみられた。また動物プランクトンの湖沼間
類似度の年平均値は隣接する湖沼間で高く、高水位期に高くなる傾向がみられた が、この
類似度は月により、また湖沼の組み合わせで大きく変動した。隣接する湖沼間（種数の多
い湖 L1 から少ない湖 L2 へ）の移動係数、DD (L1→L2) = a12 (a1 - a2) / (a1 + a2 + a12)2 を
計算した。a1 は湖 L1 のみに出現する種数、a2 は湖 L2 にのみ出現する種数、そして a12 は
両方の湖に共通して出現する種数である。Tehang 湖と Batu 湖で 11 月と 12 月に Bunter
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湖と Tehang 湖の間で 11 月と 1 月に、すなわち高 水位期に有意に高い DD (L1→L2)値が
観測されたがその方向は月により異なっていた。Tehang 湖を仲介して相互に連結した
Bunter 湖、Tehang 湖、Batu 湖の 3 湖沼では、水理的に連結された高水位期に、相互に種
を供給しあいながら動物プランクトン群集の多様性が維持されていることが示唆された。
湖の食物網の中で、有機物から魚にいたる経路のうち、動物プランクトン経由（生食食
物連鎖）と底生動物経由（腐食食物連鎖）の割合を推定するため に、両者の年平均現存量
比を調べた。Sabuah 湖と Tundai 湖の１年間の定期調査データに基づき、ユスリカについ
ては体長測定データから体長－体重 曲線を用いて体重を推定した。それ以外の小型の底生
動物群は、文献値を用いて推定を行った。底生動物／動物プランクトン現存量比は、Sabuah
湖では 0.17、Tundai 湖では 0.40 となった（図 5-3-3）。現存量の比較からは、Sabuah 湖
では動物プランクトン経由の食物連鎖が卓越していたが、 Tundai 湖では相対的に底生動
物経由の食物連鎖が重要になっていた。Tundai 湖では推移の低下した 9 月に甲殻類動物プ
ランクトン現存量が非常に高 くなったが、それ以外の月は、ワムシ類を中心とする動物プ
ランクトンが優占し、その現存量は非常に低く、底生動物が現存量で卓越した。これらの
観測は、Tundai 湖の魚食魚は高水位期にユスリカ幼虫を専食していたこと、ユスリカ幼虫
が高密度に浮泳していたことなどの観測結果をよく説明している。

図 5-3-3 Tundai 湖流入部(T1)、
湖心(T2)と Sabuah 湖流入部
(S1)、湖心(S2)における底生動
物と動物プランクトンの年平
均現存量の比較

５）土地利用変化や森林火災などの人間活動が水界生態系に及ぼす影響
森林火災発生地域を含むメガライスプロジェクト A、B、C、D 区域および森林が未開発
の Katingan 川流域等の 57 池沼について、水質とプランクトン 相を比較した。Katingan
川流域の 20 池沼と比較してメガライスプロジェクト地域の 37 池沼では、水深が浅く、面
積が小さく、周囲の植生の被覆が小 さかった。開発地域で水深が浅く面積の小さいのは、
地下水位の低下に起因していると考えられた。水質では pH とクロロフィルａ濃度が低く、
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硫酸イオン濃度 と電気伝導度が高かった。枝角類 21 種類、カイアシ類 2 属、ワムシ類 5
属そしてユスリカなどの水生昆虫幼虫が採集された。プランクトンのタクサ数には大き な
違いが見られなかったが枝角類・ワムシ類動物プランクトンおよびカイアシ類の幼生密度
はメガライスプロジェクト地域の池沼で有意に低かった。これらの動 物プランクトン密度
には pH、硫酸イオン濃度、クロロフィルａ濃度が関与していた。次に湖岸と池沼内の植生
を含めた解析では、動物プランクトン密度は池沼 内の大型水生植物のある池沼で最も高く、
そして湖岸植生のある池沼が次に高かった。
６）湖沼沿岸帯の水位変動に対する応答
熱帯低湿地湖沼の水位変動に対する応答の研究を行った結果、水位変動に加えて三日月
湖の河川への連結度が、生物の多様性および現存量に大きく関わってい ることが示された。
またホテイアオイなどの浮標性水生植物が、根圏の付着藻類無脊椎動物動物および動物プ
ランクトン群集の現存量を維持する上で重要な役割を果たしていることが明らかにされた
(図 5-3-4)。

図 5-3-4：湿地林伐採・土地開発の湖沼生態系影響
実線矢印と太枠は確認済みの現象。その他は今後の調査項目。ホテイアオイ等水生植物の
分布が生物現存量を高めることが示唆されている。
水位低下は底生動物や動物プランクトンの現存量の低下をもたらすことが示された。流
域の開発は湖岸林の面積減少、落葉等の有機物の供給を減少させ る。一方で湖畔林の開発
は光合成有効放射量と UV 量を増加させる。UV は DOC の分解を促進し、水中の群集呼吸
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量を増加させる。この結果微生物ループを介 したワムシ類プランクトンの増加の可能性が
あり今後の検討課題である。また開発は pH 低下や硫酸イオン濃度の増加など直接的に水質
を悪化させる。以上の開 発・水位低下の影響により最終的には魚類の生産量が低下すると
考えられるが、そのメカニズムについてはさらに検証がさらに必要である。
水生大型植物を利用した伝統的栽培方法（ambul）は南カリマンタンで漁師により行われ
てきた伝統的栽培方法である。この方法ではホテイアオイ等の浮 漂大型水生植物を硬く縛
りおおよそ 10 平方メートルの浮遊マットを複数作る。ホテイアオイが湖面を覆い尽くし湖
の一次生産力の低下を防ぐ役割を果たしてい る。水生大型植物マットの下には様々な魚種
が集まるのでそこにトラップを仕掛ける。また ambul マットが分解したら漁師は様々な野
菜や果物を栽培している。このような伝統的な水生大型植物の利用法は、現地での劣化し
た水域の回復に応用可能であると考えられ、今後の検討課題の一つである。

４、寒冷圏生態系における大気･植生･雪氷相互作用（原、PD 戸田）
近年、地球の温暖化が急速に進む中で、高緯度帯を中心に生育環境を展開している北方
陸域生態系、特に広大な面積を占める北方林の生理・生態学的応答が、大気と北方林間で
行われる熱・水・CO2 ガス交換過程を通して、将来の気候変化に及ぼす影響の解明に注目
が集まっている。このような背景から、寒冷生物圏変動グループでは、植生動態に伴う陸
域から大気へのフィードバックプロセスを加味したプロットスケールでの大気―陸面モデ
ル (Multilayered Integrated Numerical Model of Surface Physics-Growing Plants
Interaction, MINoSGI)を開発し、将来的に同数値モデルを北方林分へ適用するために、北
方落葉針葉樹林の生理生態プロセスを反映したフェノロジーモデルの構築を行った。本年
度は、この数値モデルを用いて、「冷温帯･落葉針葉樹林の炭素生産量および森林動態予測
に関するシミュレーション研究」や、
「樹木個体間競争に伴う森林群落動態が森林域におけ
る水収支に及ぼす影響についてのシミュレーション研究」を行った。下記には、それぞれ
の要約を記載した。
「冷温帯･落葉針葉樹林の炭素生産量および森林動態予測に関するシミュレーション研究」
Toda et al.a(Submitted)は、森林と大気間の炭素交換過程や森林動態を記述するために開
発された MINoSGI に、落葉樹種の植物生理プロセスを加味したフェノロジーモデルを結合
させ、MINoSGI を冷温帯の落葉針葉樹林分へ適用した。この大気―森林動態モデルを用い
て得られた森林動態に関わる状態量（林分全体のバイオマス、平均樹高および群落内の樹
高頻度分布（サイズ構造））を、同林分で得られた 7 年間の実測データと比較した結果、数
値モデルは実測データを良好に再現した。また、計算された純一次生産量(Net Primary
Production, NPP)の年間量は、これまで同様の気候帯における同種同齢林で行われた野外
観測における実測データとほぼ一致した。さらに数値モデルを用いて、落葉針葉樹の苗木
を対象に温度上昇や大気 CO2 濃度の増加（2×CO2）が、森林群落の NPP や生態系純生産量
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(Net Ecosystem Production, NEP)およびサイズ構造に及ぼす影響を調べるための気候変
化予測実験を行った。その結果、<5oC の気温上昇における 2×CO2 の影響は、樹木個体間の
競争および樹木成長を高め、計算期間を通した群落全体の NPP および NEP の積算量は現
在の気候条件で得られた結果よりも増加した。一方で、≥5 oC の温度条件下では樹木の成長
が抑制され、
林分全体の NPP の積算量は大幅に低下し NEP 積算量は負になった(図 5-4-1)。
このことから、2×CO2 条件の下で、<5oC の気温増加の気候条件下においては、対象とする
森林生態系は炭素の吸収源としての機能を高めるが、≥5 oC のより高温な気温条件において、
森林生態系は炭素吸収源としての機能を弱めることがわかった。
2

cntl
+ 3oC
+ 5oC
+10oC

2xCO2
+ 3oC, 2xCO2
+ 5oC, 2xCO2
+10oC, 2xCO2

NEP (kgm-2)

1.5

1

0.5

0

-0.5
0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Tree density (m-2)

図 5-4-1：純生態系交換量（NEP）の年変化（計算値）：cntl は現在の気候条件を表す。
横軸は、立木密度(Tree density =ρ)。ρ の時間に伴う減少は森林の発達過程を表す。+3oC,
+5oC, +10oC は現気候条件の気温値に対する増加値を示す。2xCO2 は現気候条件におけ
る大気 CO2 濃度値に対する倍増値を表す。

「樹木個体間競争に伴う森林群落動態が森林域における水収支に及ぼす影響についてのシ
ミュレーション研究」
この研究では、森林内の個体間競争によって生じる森林動態、すなわち森林のサイズ構
造の変化が長期間における森林の水収支の年変化に直接的に影響していることが示された
2(Toda

et al.b, Submitted)。個体間競争の非対称性が強いほど大気と森林間の水交換が活発

となり、その結果森林からの蒸発散が増加した。このことは、森林系外への流出量は非対
称的競争が強まると減少することを示している。一方で、対称的競争では、蒸発散量の増
加は見られず、したがってほぼ一定もしくはやや減少する流出量の年変化を示した。
これまで多くの大気―陸面モデルが開発され、様々な空間スケールを対象とした研究がな
されてきたが、本研究のように森林動態が水収支の年変化に及ぼす影響に着目した解析事
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例はなかった。よって、本研究は MINoSGI モデルの特徴（サイズ構造サブモデルと多層群
落微気象サブモデルの結合系）を十分に活かした研究として位置づけられる。なお、本研
究の詳細は、PD 戸田による報告箇所を参照されたい。
1. Toda et al.a(Revised). “Simulating carbon production and dynamics of a
temperate deciduous Larix kaempferi forest under changing climate.”
2. Toda et al.b(Submitted). “More asymmetric tree competition brings about more
evapotranspiration and less runoff from the forest ecosystems.”

５、北方林における水循環（大畑、RA 山崎）
・調査・観測計画の策定と立ち上げ、モデル構築
北大・雨竜地方研究林のダケカンバ純林と針広混交林に熱・水フラックス観測タワーを
設置し、合わせて電源工事も行い 7 月から観測を開始した。降水量、樹木からの蒸発散、
林内二酸化炭素濃度、光合成速度、樹木の生長速度、展葉・落葉の生物季節、葉面積指数、
林内光環境と葉量の 3 次元空間分布、森林土壌の炭素・窒素動態などの季節変化の観測・
調査も合わせて行った。同時に、これらの相互関係を記述する大気－植生相互作用モデル
の開発を行った。
・成果
フラックスタワーでの観測から、放射、顕熱、潜熱、二酸化炭素フラックスの季節変化
が得られた。これらの気象要素と森林構造の変化（展葉や落葉、冠雪等）との関係を解析
した結果、地表面修正量や粗度は葉面積指数の変化に伴ってあまり大きく変化しないこと
がわかった。また、林内外の積雪の酸素同位体比を調べた結果、林内は林外と比べてばら
つきが大きかった。これは樹冠上で異なる期間の昇華蒸発を受けた冠雪が林床に落ちてき
たためと推測された。

図 5-5-1：シベリア水循環観測
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６、永久凍土帯北方林の水循環変動がもたらす生態系機能の変動（杉本）
東シベリア永久凍土帯にはきびしい乾燥気候下に落葉性針葉樹のカラマツが優占するタ
イガ林が広がっている。地球上の土壌有機物の蓄積の主要な舞台であるとともに、地球上
の森林面積のおおよそ 1/4 を占めるこの森林帯は、その広大な面積から年々の大気 CO2 収
支にも影響を及ぼしていると考えられる。地球温暖化では大きな気温の上昇が予想される
だけでなく、永久凍土システムのかく乱が生態系に大きな影響を及ぼす可能性もあり、こ
の地域の水循環過程の解明と水循環過程の変動が森林生態系にどのような影響を及ぼすの
かを解明することは将来の生態系の変化を予測するために極めて重要である。
ロシア、ヤクーツクにおいてタイガ林生態系の水循環変動と、それによりもたらされる
植物の光合成活性などの年々変動を解明するための観測を行った。土壌水分の観測結果は、
東シベリア乾燥気候下の永久凍土帯に特有の水循環過程を示し、タイガ林の維持機構に重
要な役割を果たしていることが示唆された。
土壌水分は夏期の降水量の変動に応答して変化し、極めて大きな年々変動を示す。夏の
降水量が植物の蒸散量を上回る多雨年は、夏の期間に土壌水分は増加する。この余剰な土
壌水分は、下部の凍結土壌の不透水性のため、冬期間に流出せず、氷として翌年まで越冬
し、翌年以降の貴重な水源として機能する。乾燥した夏には、植物の蒸散量が降水量を上
回り、不足分の水分は、土壌水分が減少することで補われる。つまり、永久凍土の氷の融
け水が、乾燥した夏には植物の蒸散を支える貴重な水源として機能している。永久凍土の
このような水分保持機能は、蒸散量を安定化させ、わずかな降水量の乾燥気候下にタイガ
林を維持させる重要な役目を担っていると言える。
地球温暖化では、高緯度帯ほど気温上昇が大きいと予想されており、永久凍土水循環シ
ステムがその影響を受けるのは確実である。従って、永久凍土の存在が植生の貴重な水源
として機能しているという観測結果は、東シベリアタイガ林の危機を予想させる重大なも
のである。
植物が固定する炭素量の変動を、光合成速度、およびリターフォール生産量（葉の量）
から検討した。その結果、光合成および葉の生産量とも、土壌水分の影響を受けて変動し、
乾燥により植物が固定する炭素量は減少することがわかった。温暖化による永久凍土シス
テムの変化が植生分布に影響を及ぼす以前に、乾燥化によりこの地域のタイガ林の炭素固
定量は減少すると予想される。
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図 5-6-1：カラマツ枝中の水の酸
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図 5-6-2：土壌水（＋氷）分量の変化。夏の降水量に対応して大きな年々変動を示した。
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六章

汚染物質（影響評価）

1960 年代の我が国の公害問題のように、事業所から大量の重金属が環境へ排出され、人
や生体に甚大で深刻な影響を与えるような環境問題は、公害対策基本法やそれに続く環境
基本法などの法的規制が整備されたこともあって最近では見られなくなりつつある。しか
し、我々が日常排出するゴミの燃焼から発生するダイオキシンや、現代の生活の様々の局
面で使用されている多様な物質の中には非常に低濃度で生体に影響を与えるものも存在す
る。また、ハイテク産業の中で製造される製品の中には昔では想像もできないほど多くの
種類の重金属が用いられ、これらの製品の中には数年で廃棄されるものもあり、多種類の
重金属による環境汚染が進行していることが予想される。このような汚染を放置すれば、
汚染は拡大しその影響も多岐にわたることになる。我々のグループでは、このような低濃
度で多様な有害物質からの汚染問題の解決を目指して下の図に示すように、1, 新たな汚染
物質の探索と汚染に係わる環境影響因子の探索を行い、2, その汚染物質の生態への影響の
評価法を開発するとともに、開発した方法によって影響評価を行い、3, 汚染物質による汚
染の現状を調査するとともに、4, その汚染物質を除去し元の安全な状態に戻す環境修復技
術や修復に用いられる新規吸着剤等の開発を行った。
図 6-1-1

物質と生体との関係

探 索
影響評価法の
開発

修復法、浄化剤
の開発

環境修復

低濃度
汚染物質

影響評価

高感度分析法・スペ
シエーションの開発

状況調査

１、未知環境影響因子の探索（沖野、蔵崎、田中俊逸、RA 松浦）
研究計画：エストロゲンリセプターを含むエフェクター遺伝子とそれに応答するレポータ
ー遺伝子をタマネギ表皮細胞に導入・発現させ、エストロゲンへの応答性を調べた。その
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結果、エストロゲンを添加した系ではコントロールに比べ、レポーター遺伝子の発現の上
昇が見られ、植物を用いて女性ホルモンを検出するシステムを確立できた。
人為起源の化学物質による汚染に対する不安が広がっているなか、生物がもともと持つ
化合物の中にも、リスクの高い化学物質が多数存在する。そこで、化学物質の環境影響を
検出する一つの方法として、内分泌攪乱物質でも報告されているようなアポトーシス促進
作用物質の探索を、神経細胞様に分化する培養細胞によって水圏生物の抽出物から行った。
また、環境中での汚染物質の動態には、固液界面における様々な界面現象が影響を与えて
おり、粘土鉱物などのコロイド粒子への吸着や分配によって支配されている。腐植物質は
界面活性機能を有し、環境に広く多量に存在するため、汚染物質の動態に大きく影響する
と考えられる。そこで、腐植物質を環境影響因子として捉え、その界面活性機能について
検討した。
研究成果：

北海道沿岸域に生息する海藻類、無脊椎動物および各種微細藻類の抽出物に

は、アポトーシス促進活性を見いだすことはこれまでなかったが、数種の海藻類の脂溶性
抽出物の中に培養細胞に対する毒性を認めた。そのうち紅藻類について、細胞毒性を指標
として各種クロマトグラフィーにより毒性物質の精製をし、数種のハロゲン化セスキテル
ペノイドを NMR やＭＳなどの機器分析により同定した。これらの化合物を詳細に検討した
ところ、Laurinterol など２種の化合物の短時間の暴露により DNA の断片化が観察され、
これらの物質がアポトーシスを促進することが明らかとなった。また、その作用機構は下
図 6-1-2 のように Cytochrome C の放出に影響を与えることが判明した。
腐植物質の界面活性機能についは、pH 依存性を有すること、また腐植物質の濃度が凝集
濃度を超えると、クロロベンゼンなどの疎水性有機物質の可溶化を大きく促進することが
判明した。江端さんへ：このスペース空きすぎです。うまくちぢめてください。
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図 6-1-2
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２、環境汚染化学物質の生体影響評価法の開発

(蔵崎、新岡)

研究計画： 2006 年現在で登録されている無機有機を併せた化学物質の登録は 2740 万余り
にも及び、これら化学物質の生体影響を評価し予防するためには国の定める内分泌撹乱化
学物質対策では不十分であり、微量化学物質の多面的多角的な生体影響を把握することが
重要である。またそれに加えて微量化学物質の潜在的な危険性を考えると、微量化学物質
の次世代影響評価系を考えることが最も重要なことである。特に細胞の分裂・機能分化が
盛んな胎生期における影響評価系は現在までに有効な評価系が無く、その開発が必要とさ
れている。その第一歩として培養細胞系の影響評価を考案し、副腎髄質腫細胞、PC12 細胞
に着目した。
研究成果：
(１)アポトーシスを評価指標にした結果
分化への影響という観点でアポトーシスを評価指標に選んだ。PC12 細胞は栄養因子の除
去によりアポトーシスを誘導する。このアポトーシスを誘導する条件下で化学物質を添加
しアポトーシスへの影響を評価した。評価対象物質としてイボニシ貝にインポセックスを
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図 6-2-1

誘発するトリブチルスズ、枯葉剤と
して散布された 2,4,5 トリクロロフ

DNAラダーによる微量化学物質による
アポトーシスへの影響評価

ェノキシ酢酸、洗剤の原料であるノ
ニルフェノール、食器、哺乳瓶の原
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材料であるビスフェノール A、農薬
として広く用いられていたベンゼン
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が疑われる物質、また女性ホルモン

アポトーシスに対する影響
ノニルフェノール：増強
ビスフェノールA：影響無し
トリブチルスズ：阻害
BHC:影響なし
パラベン：弱い増強
2,4,5T：阻害

であるエストラジオールに加え化粧
品・食品の保存料として使われるパ
ラベン、合成甘味料として食品に使

われるソルビトール、歯科治療に用いられるベンゾフェノン等を用いた。その結果トリブ
チルスズ及び 2,4,5 トリクロロフェノキシ酢酸はアポトーシスを強く抑制し、ノニルフェノ
ール、ベンゼンヘキサクロライド等ではアポトーシスを増強する効果が認められた。また、
どのような経路でアポトーシスの抑制および増強を起こすのかということを調べると、ト
リブチルスズのアポトーシス抑制はアポトーシス進行因子である Bax 量の低下、ノニルフ
ェノール等のアポトーシス増強はその Bax 量の増加および Caspase 8 の増加によるもので
あることが推察された。江端さんへ：上の図と下の図が乱れているのでなおしてください
(２）PC12 の神経様細胞分化を評価指標にした結果
PC12 細胞に神経成長因子を添加すると神経様細胞への分化が誘導される。この分化に及
ぼす化学物質の影響を前項で挙げた化学物質を用いて調べた。その結果、ほとんどの化学
物質は影響を及ぼさなかったがビスフェノール A のみ低濃度曝露でこの分化をほぼ完全に
抑制した。現在、このようなビスフェノール A の分化抑制がどのような機構で起こるのか
について研究を進めているが、神経成長因子からのシグナル伝達系上の Erk1,2 のリン酸化
をビスフェノール A が抑制する事を見出している。また、Erk より上流ではビスフェノー
ル A の影響は認められな

図 6-2-2

かったが、Erk より下流
の経路は全てビスフェノ
ール A 添加にリン酸化シ

NGFによる神経突起伸長活性に対する
ビスフェノールＡ（BA）の影響

グナルの減少が認められ
た。
NGF(100ng/ml)

Cont

NGF(100ng/ml)
+ BA

BA
BA: 50ng/ml
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NGF(200ng/ml)

NGF(200ng/ml)
+ BA

(３）次世代影響評価法
本評価系は胎盤モデル膜を構築し、そのモデル膜を通過した化学物質濃度についてこれ
までに述べてきた細胞分化、細胞ストレス応答など多角的な影響を評価するという方法で
ある。胎盤モデル膜形成は培養開始後 2 週間程度で細胞のタイトジャンクションが形成さ
れ、デキストランの透過性などが胎盤に近い値を示している。また内分泌撹乱物質である
ノニルフェノールの透過性評価では上記アポトーシス評価で影響を及ぼす濃度の透過の可
能性が考えられた。
(４）その他の影響評価系構築
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図 6-2-3：カルバリルの加水分解後
H
のボルタモグラム
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３、環境汚染物質の計測法の開発と汚染の状況調査（田中俊逸、新岡、蔵崎、PD 照井、
山崎健一、RA 津田、小西、RA 平谷）
研究計画：汚染状況の調査のための高感度、高選択的な分析法の開発を行い、開発した分
析法を用いて河川水中の汚染物質の調査を行った。本研究で開発を試みた分析法は、女性
ホルモン物質であるエストラジオール分析のためのイムノアッセイ法、農薬類の分析のた
めの電気化学的手法である。また、半導体ナノクラスターを用いたセンシング系の構築を
試みた。さらに、環境汚染化学物質量を経時的にモニタリングする培養細胞系の開発につ
いても検討した。
研究成果：１）高感度分析法の開発
（１）カーボンナノチューブ修飾電極の作製と特性評価

(田中俊逸、PD 照井)

カーボンナノチューブ（CNT）はダイオキシンやビスフェノール A 等の芳香族有機化合
物に対して高い捕集効果があり、そのため近年注目を集めているナノメートルサイズの新
規機能性炭素材料である。本研究では、導電性ポリマーにカーボンナノチューブを分散し
たフィルムで修飾した電極を作製し、環境中の汚染化学物質や生体関連物質を対象とした、
従来の手法よりも非常に高感度、高精度な電気化学センサーの開発を行った。
カルバメート系農薬の一種であるカルバリルを加水分解し、フェノール基を導入した後
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に CNT 修飾電極で方形波ボルタンメトリーを測定したところ、未修飾の電極と比較して～
4 倍の電流ピーク値の増加が見られた(左図)。電極集積時間、pH 依存性、濃度依存性につ
いての検討を行ったところ、MWNT 修飾電極を pH 5 の溶液に 5 分間集積して測定したと
きに、1-25μM の範囲でピーク電流値の直線性が確認された。この方法を用いてカルバリ
ルが 1μM となるように調製した河川水試料を測定したところ、妨害物質の影響は低く、
直接的な電気化学測定が可能であった。
（２）ビオチン化エストラジオールをプローブとする 17β‐エストラジオールの酵素免疫
アッセイ法の開発

(田中俊逸)

17β‐エストラジオールは天然に産出される女性ホルモン物質であり、エストロゲンレ
セプターへの親和性は他の多くの化学物質よりもはるかに高い。そのため天然由来の物質
ではあるが、それが人為的に濃縮されて環境中に排出されると生態系に大きな影響を与え
ることが懸念されている。従って、17β‐エストラジオールを高感度に測定しうる分析法
の開発が必要とされている。本研究では、モノクローナル抗体とビオチン化エストラジオ
ールをプローブリガンドとする高感度･高選択的な酵素免疫アッセイ法を開発し、その方法
を用いて、札幌市内を流れる幾つかの河川水中の 17β‐エストラジオールの定量を行った。
その結果、下水処理場からの排水が流れ込む河川水中の 17β‐エストラジオール濃度がか
なり高いことが判明した。
（３）女性ホルモンを見つける植物(山崎健、RA 津田)
「環境ホルモン」の多くは核内受容体に作用し、生体内で行われている本来の内分泌系
の情報伝達を撹乱する。そのため、広範囲にわたる環境ホルモンによる汚染状況の安価で
簡便な調査法の開発は緊急の課題となっている。しかし、現在広く用いられている方法は
高価な装置の購入費や人件費などにより、高コストとなっている。そこで安価なエストロ
ゲン検出システムを目指して、形質転換植物を用いるエストロゲン活性物質の検出方法を
開発した。形質転換植物には、図 1 に記したような複数の遺伝子が組み込まれている。こ
れらの遺伝子は、常時植物細胞内で発現されているキメラエストロゲン受容体とキメラ転
写コアクチベーターの 2 種のエフェクターと、エフェクター間のエストロゲン依存的な相
互作用によって転写が活性化されるレポーター遺伝子から構成されている。汚染が疑われ
る試料に曝露した際に生産されるレポーター遺伝子産物の活性を測定することで、試料中
にエストロゲン活性を有する物質が含まれていることを判別できる。

図 6-3-1：エストロゲン検出のためにシロイヌナ
ズナに導入した遺伝子の構造と、エストロゲン
検出の分子メカニズム
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図 6-3-2：-エストラジオール 濃度依存的レポー
ター遺伝子発現の変化

(A) 1 nM の 17・-エストラジオール 存在下で 1
週間生育させた形質転換個体を用いて GUS 染
色を行った。

(B) 17・-エストラジオール 存在下で 1 週間生育
させた形質転換個体を用いて、GUS 活性を測定
した。17・-エストラジオール濃度 (nM) をグラフの
下に示した。また、縦軸は GUS 比活性 (pmols

4-MU h-1 mg protein-1 ) を示す。

（４）半導体ナノクラスターを用いる水銀のセンシング（小西、RA 平谷）
本研究では、より簡便かつ、“on-site”でも分析可能な汚染物質の検出手法の開発を目指
し、特異な光吸収・発光挙動を示すことが知られる半導体ナノ微粒子を用いて、人間の目
で識別できるような「色変化」を利用した化学センサーの開発を検討した。具体的には、
表面に親水性有機部位を導入した直径約 1 nm の CdS クラスター (図 6-3-3) を用いて、重
金属イオンとの相互作用、ならびに光学応答について調べた。その結果、水銀(II)イオンと
相互作用することによってクラスターの光吸収波長が長波長側にシフトし、ほとんど無色
透明であった溶液が黄色へと変化した (図 6-3-4)。一方、アルカリ・アルカリ土類金属類や
第一遷移系列元素を添加した場合、このような溶液色の変化は全く観測されなかった。さ
らに、発光応答についても調べたところ、Hg(II)添加に伴う著しい消光現象が観測された。
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図 6-3-4：Cd10S4(SR)12

図 6-3-5：水銀添加に伴う溶液色変化

（５）メタロチオネインによる重金属イオンバイオマーカー（新岡）
重金属結合蛋白質であるメタロチオネインの微量定量法として酵素結合抗体法を確立し、
河川環境の重金属汚染状況を把握するために、対象河川に生育する水生生物の組織中のメ
タロチオネイン量を定量し、これにより重金属の汚染バイオマーカーとして利用可能性を
示すことができた。

研究成果：２）汚染状況の調査（田中俊逸、蔵崎、古月）
（１）インドネシア
開発途上国の環境汚染の現況を探索し、生態および生体への影響評価および探索した汚
染の修復の可能性、方法を探るためインドネシア西部ジャワ（ジャカルタ近郊、ボゴール、
チビノン）および中部ジャワ地方、
（ジョグジャカルタ、バンドン）に加えカリマンタン中
部地方（パランカラヤ）における河川水、低質および土壌中の重金属および内分泌撹乱化
学物質を含む化学物質汚染の調査を行なった。その結果、金の不法採掘・精練による高濃
度水銀汚染が西部ジャワ地方チカニキ川流域で認められた。同様の金不法採掘が行われて
いるカリマンタン中部では顕著な水銀汚染は観察されなかった。他の重金属汚染は中部ジ
ャワのサグリンダムで多く認められ、日本での基準値超える値が測定された。内分泌撹乱
作用の疑われる化学物質ではビスフェノール A およびアルキルフェノールが全ての地区の
いくつかの河川で検出され、場所によっては日本で調べられた値の 500 倍近い値が認めら
れた。またビスフェノール A およびアルキルフェノールの検出された濃度は、内分泌撹乱
作用を示すと言われている濃度以上のものであった。以上認められた汚染に関しては、こ
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れらの河川湖沼中において甲殻類および魚類で生体濃縮が進み、人への影響も懸念される
ことから、今後とも継続して調査が必要と思われる。
（２）中国

2005 年 11 月 13 日に起きた吉林省の石油化学工場の爆発事故により、ベンゼンやニトロ
ベンゼン等の有害物質約 200 トンが松花江に流れ込み、川を汚染した。ハルビン市では松
花江の水を水道水源としており、一時水道水の給水を止めたために市民は飲料水を求めて
商店に殺到する等のパニックに陥った。その後汚染物質はアムール川に入り、ロシア側に
も影響を与えながら、オホーツク海に流入したと予想されている。21COE の汚染物質の研
究グループは、松花江における汚染物質の流出を、汚染物質の移動・拡散と影響の伝播に
おける新たなモデルと考え、現地での汚染調査とその修復を目指した研究に取り組んだ。
2006 年の 3 月と 10 月にハルビン市及び吉林市を訪問し、東北林業大学の研究者と協力
して、松花江本流、支流および松花江上流にある松花湖の水、堆積物、魚等の試料を採取
し、汚染物質の種類と濃度を調査した。分析の結果、ハルビン市、吉林市を流れる松花江
の水中のニトロベンゼン濃度はかなり低く改善されていること、その他の有機物、重金属
イオンについても特に顕著な汚染は確認できなかった。
流出事故が起こったのは 11 月で中国東北部では河川が氷る時期であり、汚染物質の一部
は冬の間氷の中に閉じ込められたとも言われている。事実、採取した氷試料中には比較的
高濃度にニトロベンゼンを含むものもあった。そこで、ニトロベンゼンの氷中への取り込
みと溶出挙動に関する検討を行った。さらに、河川に流出した汚染物質を除去するための
幾つかの方法について、主に新規吸着材料の開発及びその評価を行った。検討した修復剤・
修復法としては、
（１）カーボンナノチューブ（CNT）含有ポリウレタン、アルギン酸内包
ポリウレタン、（２）表面疎水化磁性体による磁気分離、（３）活性炭内容アルギン酸ゲル
ビーズ、
（４）電気化学的捕捉法

などであり、これらの研究成果の一部については次の 6-4

節で述べられる。

４、環境修復技術の開発
（１）化学的手法による環境修復技術の開発
（田中俊逸、奥原、沖野、坂入、PD 照井、RA：坂本、石井、佐藤秀哉）
研究計画：汚染物質で汚染された環境水や土壌などから汚染物質を除去する方法の開発を
行った。特に、多様で多量に存在するマトリックス中に低濃度で存在する汚染物質の除去
を目指して、選択的かつ低濃度に対応できる手法の開発として、電気化学的手法を用いる
フェノール類、アニリン、エストラジオールの除去、環状オリゴ糖シクロデキストリンや
サケ白子 DNA を用いる芳香族化合物の捕集法等について検討した。また、水中の硝酸イオ
ンを分解するための触媒システムについて検討した。環境修復の別の観点として、不要物
として大量に廃棄されるヒトデの資源化プロセスについて検討した。大量発生して、水産
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有用生物の食害を引き起こしているヒトデ類は駆除され、大量に陸揚げされるがその利用
法が模索されている。現在、最も可能性の高い利用法としてヒトデ混和肥料への利用が考
えられる。この肥料の有用性について、化学的知見を与えるために、コマツナを用いた生
物試験により、その生育促進物質、および阻害物質を各種クロマトグラフィーにより精製
し、機器分析により構造解析した。
（２）研究成果：硝酸イオン還元技術の開発（奥原、RA 三上、RA 坂本）
硝酸イオンは、Cu-Pd 触媒を使うと、大気圧下、室温で速やかに水素と反応し、窒素に
還元される。しかし、この反応を実際の硝酸イオン汚染水処理に適用させるには、まだ課
題が多い。例えば、水質的に望ましくないアンモニアの副生の抑制（飲料水）や、処理速
度の大幅向上である。まず、飲料水の課題を解決するため、Cu と Pd がランダムに配置す
る事が知られているナノサイズの Cu-Pd クラスターに注目した。このようなクラスターを
使って硝酸イオンを還元すると、亜硝酸イオンを生成する事を明らかにした。そこで、亜
硝酸イオンを選択的に窒素に還元する Pd/ゼオライト触媒と組み合わせる、硝酸イオンの二
段法還元（図左）を実施した。その結果、アンモニア副生を許容値（0.5 ppm）に近い 0.6 ppm
まで抑えて、硝酸イオンを還元できる事を明らかにした。また最近、Cu/Pd 組成比を精密
にコントロールした Cu-Pd バイメタル/活性炭が、アンモニア生成を許容値に抑えることに
成功している。次に、処理速度の向上を目指し、卑金属も含めて触媒の探索を行った。そ
の結果、Zr-Ni が、硝酸イオンをアンモニアに超高速で還元できる事を見出した。この触媒
は、工場などからの高濃度硝酸イオン含有廃水の処理に適用できる可能性がある（図右）。

硝酸イオン

亜硝酸イオン

水素

窒素

触媒反応槽

アンモニアストリップ槽

水素

アンモニア
リサイクル

硝酸イオン

清浄水

Cu

水素

Pd

Cu-Pdクラスタ触媒

Pd/ゼオライト触媒

空気

アンモニアを
気相へ

Zr-Ni触媒
硝酸イオンをアンモニアへ還元

図 6-4-1：Cu-Pd クラスタ触媒を使った硝酸イオンの二段法還元による窒素生成（左）と、
卑金属 Zr-Ni 触媒を使った硝酸イオンからのアンモニアガス生成システム（右）
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（３）シクロデキストリンを固定化した新規吸着材料 (坂入)

疎水性有機化合物特に芳香族化合物と特異的な包接複合体を形成するシクロデキストリン
（CD）を高分子担体に固定化した新規な吸着剤を開発と汚染物質除去の評価を行った。ＣＤ
結合アルギン酸ビーズではビーズ内部にノニルフェノール（ＮＰ）分解菌を含有させ、表面のＣ
ＤによりＮＰを捕捉し微生物による生分解の効率を大幅に向上できることを見出した。また、親
水性物質であるCD は難溶
性の有機化合物を包接して

ＮＨ２

水溶性を向上させることが出
ＮＨ２

来る。環境汚染物質には水
に対する溶解性が極めて低

アミノ化ＣＤ
+

いため、土壌や河川底質に

COO-

蓄積さているものも多い。本

包接複合体

研究ではアミノ基を導入した
α- CD誘導体との包摂により
NPの水溶性を数百倍向上さ
せ、陽イオン交換樹脂と処理
することでアミノ化CD-NP複

芳香族汚染物質

図 6-4-2

3HN

ion exchanger
イオン交換樹脂カラムへの
吸着と脱離

アミノ化シクロデキストリンとイオン交換体を組み合わせた
汚染物質吸着システム

合体を捕集し、ついでアルコ
ール洗浄によりNPを、アンモニア水洗浄によりCD-NP複合体回収できることを見出した。さら
に、空孔サイズの大きなβ-CDやγ-CDを用いることで同様の手法がビスフェノールAやエストラ
ジオールへ拡張できることも確かめた。
江端さんへ：このスペースが空きすぎです。うまくちぢめてください
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（４）サケ DNA を吸着場とした捕集除去技術

(古月、西、RA 佐藤秀哉)

デオキシリボ核酸（DNA）を「吸着場」とする水浄化材料の開発が進んでいる。素材と
しての DNA は主にサケ白子から抽出される。サケ白子の約 30%は DNA である。日本国内
からでも、年間 20 万トン以上のサケ白子を入手することができる（その多くは産業廃棄物
として処分されている）
。言い換えれば、サケ白子からだけでも、年間、6 千トン以上の DNA
を抽出することができる。吸着機構の観点から見ると、DNA には主に 2 種類の「吸着場」
が存在する（図 6-4-3）。一つは燐酸基であ
る。数多くの燐酸基を持っているため、
DNA は巨大なポリアニオンとして機能す
る。その結果、正の電荷を持つ化学物質（例
えば、水銀（Ⅱ）やカドミウム（Ⅱ）等の
ような重金属イオン）は、「イオン結合」
または「配位結合」といった方法で、DNA
と結合する。もう一つは塩基対同士の間に
存在する「超微細空間」である。2 本のポ
リヌクレオチド鎖が二重らせんを成した
結果、塩基対同士が極微小な間隔を保ちな
がら、螺旋の内側に積み重なる。平面構造
を有する化学物質（例えば、ダイオキシン
類）は、これらの超微小空間に平行挿入（イ
図 6-4-3

ンターカレーション）といった方法で、
DNA と結合する。DNA のこのような優

れた機能を汚染物質の除去等に用いるためには、DNA の不溶化技術が必要不可欠であり、
これまで光不溶化、シリカビーズ上への結合ややアルギン酸ゲルへの内包などによって固
定化する方法について検討し、汚染物質の除去性能について調査してきた。
さらに我々の研究グループは、ポリウレタンフォームとの複合技術の開発に成功した。
ポリウレタンフォームの主原料であるプレポリマーのイソシアネートと DNA の活性水素
と反応させることにより、DNA をポリウレタンフォームの骨格に固定し、発泡体としての
DNA 吸着剤を作り出すことができる。プレポリマーとは、トルエンジイソシアネート等を
あらかじめポリオールで変性・高分子量化したものである。このプレポリマーに DNA 水溶
液を加えた後、発泡反応、綿状反応および架橋反応を進行させることにより、DNA がポリ
ウレタンフォームの骨格にしっかり固定される。プレポリマーを出発物として用いること
により、DNA を大量にポリウレタンフォームに導入することができる。また、反応温度を
低く（60℃程度）抑えることができるため、DNA に与えたダメージが小さい。DNA ポリ
ウレタンフォームは豊富な表面積を持ち、また、20～30 倍重さの水を吸うことができるた
め、貯水槽の中に放置するだけで、水が浄化されることになる。DNA ポリウレタンフォー
ムの耐久性（効果的に使用できる期間）についても調べた。DNA のリン酸基を尺度にして、
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DNA ポリウレタンフォームを浸漬させた水試料中のリンを定量分析（ICP-AES）により、
DNA の溶出状況を調べた。その結果 10 日間経過してもリンは検出されなかった。また、
実験期間内、発泡体は、形状を崩すことなく良好な多孔質状態を保っていた。
まず、金属イオンに対しての捕集・除去効果について検討された。Mg (Ⅱ)、Mn (Ⅱ)、
Cu (Ⅱ)および Ag (Ⅰ)を含む水溶液に、DNA ポリウレタンフォームを投下し、24 時間、25℃、
200 rpm で振とうさせた後、水溶液をサンプリングし、ICP-AES を用い、残存金属イオン
の濃度を測定した。Ag (Ⅰ)は最も優先的に捕集・除去され、その次は、Cu (Ⅱ)、Mn (Ⅱ)、
Mg (Ⅱ)の順序であった。一方、自然環境に存在している DNA、いわゆる、native-DNA は
こられの金属イオンと結合する場合、同じような優先順位、つまり、Ag (Ⅰ) > Cu (II) > Mn
(II) > Mg (II)の順位で行うことが知られている。このことから、DNA はポリウレタンフォ
ームに固定化されても、その二重らせん構造が維持されていることが言える。DNA を含ま
ないポリウレタンを投下した場合、金属イオンに対する吸着は殆ど見られなかったので、
金属イオンの捕集・除去は DNA によるものであることが言える。DNA 吸着剤は、鉛（Ⅱ）、
カドミウム（Ⅱ）、水銀（Ⅱ）、Fe (Ⅲ)に対しても、高い選択性・除去率を示し、水中から
これらの重金属イオンの選択的な捕集・除去に使える素材として期待されている。
発がん性物質として知られている臭化エチジウムをモデル物質として用い、水溶性の
高い有害物質を水中から捕集・除去する実験が行われた。DNA･ポリウレタンを、それぞれ、
臭化エチジウム水溶液に加え、吸着平衡状態に達した時の様子を示した写真である。対象
物質は水溶液から DNA 膜に移行し、DNA 膜に優位的に保持された様子がわかる。臭化エ
チジウムは平面構造を有しているが、プラスの電荷をも同時に持っている。このような物
質の捕集・吸着に関しては、インターカレーションのみならず、「静電的な結合」も寄与す
ることが知られている。臭化エチジウムに対しての吸着容量は 8～15 μmol/g-DNA であっ
た。
（５）天然の界面活性機能を用いる疎水性有機汚染物質の電気化学的移動

(田中俊逸)

エレクトロカイネティックレメディエーション（EK 法）は、汚染された土壌の近傍に電
極を挿入し、この電極間に電位を印加することによって汚染物質を電気化学的に移動･除去
しようとするものである。重金属イオンなど電荷を有する汚染物質の場合には電気泳動的
に、また、電荷を持たない中性の物質でも水に可溶なものは電位を印加したときに土壌中
に発生する水の流れである電気浸透流によって移動することができる。しかし、水に難溶
なものを移動することはできない。そのような場合には、土壌に可溶化剤を送り込むこと
で難溶性物質を可溶化し除去する方法が試みられている。これまで合成の界面活性剤など
を用いて Kim らは、ディーゼルオイルで汚染された砂質土壌に、SDS を陰極側電解槽から
送り込み、SDS ミセル中にオイルを取り込むことで可溶化させ、陽極側電解槽に除去でき
ることを報告した

10)。SDS

は土壌へ吸着しやすく、生物への毒性が指摘されることから、

毒性が少なく生分解性のある可溶化剤が求められている。
我々は、天然の界面活性剤として土壌有機物の一つであるフミン酸を用い、フミン酸を
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汚染物質のあるところまで電気浸透流で運び、そこで汚染物質を可溶化して除去する方法
について検討を行い、土壌の浄化効率を向上させることができることが確認した。
鉄粉を含む反応相を土壌の中に構築した反応壁とEK法との組み合わせについて検討し、
トリクロロエチレンを反応壁の中へ電気浸透流によって導入し、そこで脱塩素化反応を起
こさせて、除去と分解を同時に行なうEK法を開発した。また、フェライト化剤を含む反応
壁に重金属イオンを導入することによって、反応壁の中で重金属イオンをフェライト化し
て除去する方法を開発した。
EK法では土壌の酸性化とアルカリ化が同時に起こり、時間とともにその範囲は広がり
ながら最終的に酸性とアルカリ性の界面（pH ジャンクション）付近でCu2+およびEDTAが高
濃度に検出され、酸とアルカリ土壌の接合部(pH ジャンクション)で濃縮が起こることを明
らかにした。
（６）カーボンファイバー束電極を利用した環境汚染物質の除去

(田中俊逸、PD 照井)

低濃度で環境中に存在している 17β-エストラジオール（E2）などのエストロゲン様化学
1

物質は、野生生物の生殖機能に与える内分泌攪

0.6 V

乱作用の危険性が指摘されている。本研究では

0.8

束電極（CFEs）を使用した水溶液中 E2 の電

C/C

利用して、作用電極としてカーボンファイバー

0

電解された E2 が電極表面上に集積する性質を

0.6
0.4

気化学的除去法を検討した。
10-5 M E2 溶液中で CFEs に電位（Eapp）を
印加して E2 集積を行ったところ、Eapp = 0.6,
0.8, 1.0, 1.2 V における溶液中の E2 濃度の処
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図 6-4-4：処理時間に対する残存率（=C/C0）

いほど溶液中の E2 濃度は速く減少した。し

の Eapp 依存性、[E2] = 10-5 M、0.1 M Tris、

かし、Eapp = 1.0, 1.2 V では溶液中に副生成物

pH 1.0

が存在していることが確認された。副生成物
が生成せず E2 の除去速度が大きい Eapp = 0.8 V では、140 分間の処理時間でほぼ 100 ％
の E2 が溶液から除去された。10-7 M の E2 を含む河川水へ適用したところ、約 80 分間で
溶液中から E2 を除去することが可能であった。また、E2 を集積させた CFEs に－1.60 V
の電位を印可し、H2 の発生による CFEs の再生を行ったところ、60 分間の電位印加により
～90％まで処理効率が回復した。
（７）カーボンナノチューブを用いた環境修復技術の開発 (古月、RA 曽根)
新規炭素吸着剤として多層カーボンナノチューブ（MWCNTs）の揮発性有機化合物
（VOCs）に対する吸着特性を調べ、MWCNTｓが芳香族化合物を選択的に吸着することが
判明した。これは，表面がグラフェンシート状の筒になっている MWCNTs が芳香族化合
物とπ-π相互作用により選択的に吸着することを明らかにした。
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（８）環境汚染物質低減のためのナノ構造規制電極触媒の創製に関する研究

（嶋津、RA道見）
地下水中の硝酸イオンを分解するための電極触媒の開発を目指して、シクロデキストリ
ン(CD) を分子鋳型として用いたナノ構造規制電極創製法に関する研究を行った。高密度の
CD-SH 自己集積膜の調製法を確立し、また CD-SH 自己集積膜におけるフェロセンの包接
特性をその酸化還元に対する電気化学的応答から評価した。また、CD 空隙内に貴金属ベー
スの二元金属を析出させて電極触媒の調製を試みた。CD 空隙の直径サイズは 0.62 nm であ
り、CD 空隙を鋳型として用いることで高活性金属の高分散化を目指すことにした。はじめ
に、Sn と組み合わせた場合に硝酸イオン還元に対して極めて高い活性を示す貴金属、すな
わち Pd を CD 空隙内に析出させ、水晶振動子マイクロバランス (QCM) を用いてその析出
挙動の検討を行った。 Au(111) 上では電位ステップ直後に還元電流が流れ、同時に周波数
減少が確認できた。一方、CD-SH+C5SH/Au 上では電位ステップ直後から 1～2 秒後まで電
流および周波数の変化は起こらなかった。これは、疎水性の CD 空隙に親水性である Pd2+
が入り込むのに時間を要するためであると考えられる。
（９）環境にやさしい防除剤の開発を目的とした 10-Isocyanocadinene の全合成研究
（松田、RA 西川）
船底、漁網への貝や海藻の付着を防止するための船底塗料に、古くは毒性の強いトリブ
チルスズ（TBT）などの有機スズ化合物が使われ、海洋環境の汚染問題となった。国際海
事機構は、2008 年で有機スズ化合物使用を禁止する船底防汚塗料国際条約を採択しており、
環境対応型の新規防除剤の開発が待たれている。
右に示す 10-Isocyano-4-cadinene は、当研究院の沖野龍文助

H

NC

教授の研究により、鹿児島県近海で採取されたウミウシから単
離されたセスキテルペンであり、タテジマフジツボのキプリス
H

幼生に対して，特に強い着生阻害活性（EC50 0.14 μg/mL）を
示すと報告されている。しかしウミウシからは極微量しか得ら
れず、有機合成的手法による供給が望まれている。また、絶対

10-Isocyano-4-cadinene

図 6-4-5

配置が未決定である。以上の背景により、
10-Isocyano-4-cadinene の不斉全合成に着手した。

Evans の不斉アルキル化反応、水中における分子間 Diels-Alder 反応、ニヨウ化サマリウ
ムによる環化反応を鍵反応として、10-Isocyano-4-cadinene のトランスデカリン骨格の合成
法を確立した。
（１０）微生物を用いた環境浄化技術の開発（森川、RA 佐藤禅、RA 東岡）
研究計画：地球に対する負荷を最小限に留めて社会経済活動を行うこと、および既に放出
した汚染物質を除去することは永続的な生態地球圏を守る上において重要な課題である。
自然界に放出される汚染物質の大半は長い時間をかけて微生物をはじめとする生物群によ
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って浄化されている（Natural attenuation）。以上のことから，微生物の特殊な物質代謝能
力を積極的に利用した環境浄化技術（Bioremediation）は環境負荷が少ない方法のひとつ
として有望である。本課題においては、環境汚染物質として非常に量が多い石油系炭化水
素類および悪臭の原因となっている難分解性バイオマスとして蟹、海老の甲羅（キチン）
などを取り上げ、高効率の微生物分解技術開発に資する基礎研究を計画した。また、微生
物を汚染現場で利用する場合に問題となる定着率の低さ（含、現場微生物との生存競争）
を解決するための指針を与えるために土壌細菌のバイオフィルム形成機構について検討を
加えた。バイオフィルムとは土壌粒子など固体表面に微生物が付着して形成するヌメリの
ことで、微生物の一般的定着形態と考えられ、その形成促進と制御が Bioremediation 実
用化への新しい切り口になる。
研究成果：微生物が有機化合物系汚染物質を分解する反応はほとんどの場合、分子状酸素
による酸化的分解反応である。このため汚染現場での通気が処理コストを押し上げる要因
であると共に、低酸素環境下（深部地下土壌、湖沼底泥など）で汚染物質が長期間残留す
る原因ともなっている。そこで石油系炭化水素類の中でも毒性が高く難分解性の芳香族化
合物を極低酸素濃度条件下で効率良く分解できる新規微生物を取得し、その分解メカニズ
ムを明らかにした。また、完全嫌気条件下でパラキシレンを分解する微生物群集を安定に
維持することに成功した。石油系炭化水素類をはじめとする疎水性汚染物質の微生物分解
に重要な役割をする新規界面活性剤：バイオサーファクタントを生産する細菌を発見した。
その生合成経路について検討を加え、新しいペプチド連結酵素および遺伝子を発見した。
さらにモデル土壌細菌を用いて、土壌定着に鍵となるバイオフィルム形成機構について分
子レベルで解析を行い環境因子との相関について新しい知見を得た。一方、キチン高分解
能細菌については、一つの細菌が
二種類の分解遺伝子を有すること、
およびそれらが別々に制御されて
いることを明らかにし、その高分
解メカニズムの一部を解明した。

図 6-4-6：極低酸素環境下でも有害
多環式芳香族化合物を分解する新
種細菌
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第七章

自然システム・社会システムの相互作用

我々が住む地球に現在進行しているのは、人口問題を根底にかかえた食糧生産、水資源
確保、エネルギー問題、そして生物多様性保持の諸問題である。これらは同時に起こって
くるので、これらと地球温暖化を同時に解決しなければならない。すなわち持続可能な世
界を構築することが求められる。地球の持続を考える際に、自然システムと社会システム
の関係がどうなっているか、知っていなければならない。本拠点は自然科学に基礎を置く
が、社会人文系のグループと協力し、次のような基本像を描いた。
図 7-1 に全地球規模の自然システムと社会システムの相互作用を示す。この結合システム
にある、いくつかの重要な要素間の因果関係（正の影響、負の影響）をもとに説明しよう。
たとえば自然システム中の炭素排出、温暖化、生態系劣化の 3 要素を考えてみる。炭素排
出が増えると、温暖化が進行し、もしその結果として降水量が変わって生態系が劣化する
と、このフィードバック・ループは正の連鎖を持っていることになる。正の連鎖とは、ひ
とつの方向に動き始めると、それがどんどん進んでしまうことを表わし、非常に危険な連
鎖である。
人口と工業生産を起点にして社会システムの役割を考えることにする。先進国では人口
が頭打ちであり、途上国の先進地域が増大することによって、結合システムに影響を与え
る人口は増加する。また同時に工業生産も増加する。人口増加は炭素排出の増加につなが
るので、地球持続のためには懸念される要素である。この観点からは、我が国の人口減少
を心配するよりも、途上国の人口増加を速やかに抑えることが求められる。
3 つの連鎖／フィードバック・ループに注目しよう。まず紫の連鎖の機能について、人口・
工業生産のボックスからたどってみる。先進地域の拡大によってそこに住む人口が増え、
工業生産が盛んになると、当然のことながら炭素排出が増える。そして温暖化が進行し、
生態系劣化が進み、植物の生育が悪くなるので食糧生産が落ちる。食糧が不足すると、世
の中の活力がそがれ、その結果として先進地域の拡大が抑えられ、工業生産の伸びも衰え
る。すなわち、この連鎖にはひとつだけ負の影響があるので、一体として負の連鎖となる。
人々はこのような連鎖を喜ばないであろうから、不幸連鎖と言える。ただし、負の連鎖な
ので、一方向に進んでしまうことはなく、あるところで落ち着くだろう。
次に赤の連鎖を見てみる。紫の連鎖をたどる途中の食糧生産から枝分かれし、食糧生産
が落ちることによって、世界平和が脅かされると、技術革新を進める余裕がなくなる。す
なわち、エネルギー効率が向上しなくなり、その結果として炭素排出が増えるところから、
紫と同じ連鎖をたどる。ここにはふたつの負の影響があることにより、正の不幸連鎖とな
る。この連鎖に陥ると地球温暖化が破局にまで進んでしまう。赤の連鎖と一部だけ別経路
をとるものとして、世界平和が脅かされ、生活スタイルを変える余裕がなくなると、エネ
ルギー効率を向上できなくなって、炭素排出が増える連鎖も同じ機能を持っている。
これらふたつが不幸連鎖であるのに対し、青で示された幸福の連鎖がある。炭素排出が
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増えると、温暖化が進むが、人々は環境改善に心がけて生活スタイルを改革し、エネルギ
ー効率をあげることによって、炭素排出を減らすことができる。ここには負の影響がひと
つある負の連鎖である。人間が自主的に生活スタイルを改革することで、炭素の排出を抑
えるならば、幸福であると考えてよいであろう。ただしこの連鎖が機能するには鍵がある。
温暖化の中で生活スタイルを改革するためには、多数の人々がその原因を正しく認識し、
社会制度も人々が生活スタイルの改革に取組むことを支援しなければならない。青の連鎖
と一部が別経路をとる場合についても言及しよう。すなわち、生活スタイルの改革によっ
て、途上国の先進地域で人口増加がより早期に抑えられ、その結果として炭素排出量が減
る連鎖も考えられる。先進国の例を見ると、女性の社会進出が増え、その結果として人口
が減少に転じている場合もあるので、その機能は充分に予想できる。

全球自然・社会システム フィードバック
自然
システム

+

生態系劣化

温暖化

+

+
炭素排出

－
負の不幸連鎖

+

－
+

人口・工業生産
+

正の不幸連鎖

食糧生産
社会
システム

+

幸福連鎖

+

エネルギー効率
+

－

技術革新
+

+
生活スタイル改革

+

世界平和

図 7-1 自然システムと社会システム
ある要素が他の要素に及ぼす影響を矢印で表わし、そのプラス記号は、矢印の元の要素
が強まる（弱まる）時に矢印の先の要素も強まる（弱まる）ことを示している。一方、マ
イナス記号は矢印の元の要素が強まる（弱まる）時に矢印の先の要素は弱まる（強まる）
ことを示す。前者を正の影響、後者を負の影響とよぶことにする。
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