
共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

伐採後の森林

モンゴルの森林

日モ環境ソニン
Vol. 1-7

人材育成人材育成

水と環境水と環境

森林と環境森林と環境
鉱業と環境鉱業と環境

自然と人自然と人

草原と気候草原と気候

永久凍土永久凍土



 



 共通するから手を結び、違いがあるから価値がある 2009/11    

 

・特集 モンゴルと北海道。人と自然の共通点・相違点 

    モンゴルと北海道の、人と自然の共通点と相違点はどこにあるのでしょうか？ 

・「日モ環境シナジー」のご紹介 

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

・北海道大学 IFES-GCOE プログラムのご紹介 
    北海道大学におけるグローバル COE プログラムを通じた教育研究拠点形成の取り組み紹介です 

・今後のスケジュール 
    「日モ環境シナジー」の今後の活動予定についてご紹介します。 

創刊にあたって 
日本の最北端の島、北海道。南北

に長い日本列島の中でも、異彩な土

地、風土を持っています。気候は亜

寒帯、広い大地、おおらかな人々。

私自身、研究を通してモンゴルには

幾度となく足を運んできましたが、

北海道とどこか似ていると感じま

す。左の写真は、モンゴルでの植生

調査の風景ですが、おそらく日本で

「これは北海道の写真です」と言え

ば、多くの人が信じてしまうのでは

ないかと思います。 

「相撲」等、文化の面では既に、

日蒙はお互いに近い存在と思います

が、自然の環境という点では、日本

人は北海道を通してモンゴルを感じ

ることができるかもしれません。 

私たちは、自然など環境面でも、

日蒙がお互いを近く感じることがで

きるようになればと考えています。 

本紙はその第一歩です。環境の知

識の交流を生み、お互いから学ぶ多

くのことを基に、最終的にモンゴル

と日本が環境活動のパートナーとな

れればと思っています。 
 
 
 
 

 

 
編集長 宮崎 真 

（IFES-GCOE） 

 

 気候変動に伴う環境変化や人間

活動における環境負荷など、地球

環境分野における国際協力による

相乗効果（シナジー）を目指した

環境活動「日モ環境シナジー」を

２００９年１１月にスタートしま

す。 
 「日モ環境シナジー」は、日本

の北海道大学のグローバル COE プ

ログラム(IFES-GCOE)が中心とな

り、NPO 法人モンゴルエコフォー

ラムとモンゴル国の研究教育機関

の連携で行うもの。 
 活動内容は、本紙「日モ環境ソ

ニン」（ソニンはモンゴル語で

「新聞」の意）の発行、座談会

「日モ環境オアシス」、シンポジ

ウム等を行う「日モ環境デー」の

開催です。 
 これらの活動を通して、両国に

おける環境意識の向上を図ってい

きます。 

 

 
HEADLINE 

 

環境分野で連携！「日モ環境シナジー」開始 
日本の北海道大学と NPO 法人モンゴルエコフォーラム、モンゴル国の

研究教育機関の連携による環境活動「日モ環境シナジー」が２００９年

１１月スタートします。 

 

日モ環境ソニン 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北海道大学の学生によるモンゴルでの植生調査 
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特集 モンゴルと北海道。自然と人の共通点・相違点 

 

 
 
 
 
 

 
 

−モンゴルと北海道の地勢− 
北海道とモンゴルの位置関係や土地利用等をご紹介しま

す。両国の位置関係は図 1のようになっています。それぞ

れの中心都市である、モンゴルのウランバートルと北海道

の札幌の距離は約 2,700kmあります。北海道は北緯 41度

～45度の範囲に位置し、モンゴルは、北緯 41度～52度と

南端はほぼ同緯度ながら、ウランバートル等都市部はより

高緯度に位置しています。 

 

図１ モンゴルと北海道の位置関係 

標高については図２のように、北海道の方が標高は低く

札幌は約 25mで、ウランバートルは約 1300mですから、札

幌はウランバートルよりかなり標高が低いです。 

 

図２ モンゴルと北海道の標高 

植生については図３のように、北海道の森林面積は 71%

であるのに対して、モンゴルの森林面積は 6.5%となってい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。森林面積の差は写真１でも見られるように、北海道

では森林が密であるのに対して、モンゴルでは森林がまば

らです。 

また、耕作地については、北海道は約 118万 ha（日本全

体の約 4分の 1）で、モンゴルは 100万 haですから、ほぼ

同じ面積です。しかし、北海道では、毎年、作物を作るこ

とができますが、モンゴルでは、土地の養分が十分でない

ために、毎年、農作物を植えることはできずに、1年ごと

に休ませています。 

 

図３ モンゴルと北海道の森林率 

 

写真１ 北海道（左）とモンゴル（右）の森林 

 また、北海道は海に囲まているので、海の魚や貝などを

獲る水産業も盛んですが、モンゴルは内陸国で海に面して

いませんし、川魚もほとんどの川で捕獲が禁じられている

ので、獲っていません。 

 

−北海道とモンゴルの気候− 
北海道の札幌の年平均気温は約 8.7℃、年降水量は

1128mmと、モンゴルのウランバートルの年平均気温は約－

0.1℃、年降水量は 193mmですから、ウランバートルの方 

 創刊号である本号では、日本の中でも「北海道」に焦点をあてます。モンゴルと北海道の自然と人の共通点はど

こか？違いはどこにあるのか？まずは、知識の交流からはじめましょう。 

 

Global Map-Percent Tree Cover 
Copyright.Geographical Survey Institute,  
            Chiba University and collaborating organizations. 
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が、かなり気温が低く、降水量も 6分の 1程度です。さら

に、図４にある通り、月毎の変化を見て頂くと、札幌では

冬季にも多くの降水が雪として降りますが、ウランバート

ルで夏季に降水が集中しています。 
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図４ 札幌のウランバートル気候の比較 
(上：札幌、下：ウランバートル) 

−北海道とモンゴルの人− 

図５のように、北海道の面積は約 8万㎢（日本の総面積

の約 22％）、人口は 554万人（日本の総人口の約 4%）、

人口密度は 72人/㎢（日本全体の人口密度の約 5分の 1）

です。モンゴルの人口は約 270万人で北海道の半分、面積

は約 156万㎢で北海道の約 20倍、人口密度は 1.6人/㎢で

北海道の約 40分の 1です。このようにモンゴルと北海道

では、面積もそこに生活する人々の数もかなり異なってい

ます。 

 

図５ 北海道とモンゴルの人口密度 

しかし、モンゴル人にも日本人にも幼少期に蒙古斑と呼

ばれる先天的に発生する青い母斑が皮膚上に出る事から、

民族的にはつながっていると考えられます。また、言語に

おいてもモンゴル語と日本語は語順が似ており、単語を学

べば、あとはそのまま並べるだけで話す事（発音は随分と

違うので難しい）ができます。さらに、文化の点において

も、モンゴルにも日本にも相撲（ただし、モンゴル相撲で

は日本のような土俵はない。写真２)があります。また、

モンゴルと日本の民謡の間でもなんとなく聞き覚えのある

ような気がします。皆さんもご存じの通り、最近はモンゴ

ル人の力士が日本の相撲界で、横綱・大関を始め多数の幕

内力士として活躍しています。その点でも、モンゴルと日

本の間の文化的交流はかなり密であるといえると思います。 

 

写真２ 日本とモンゴルの相撲の風景 
(左：日本の大相撲、右：モンゴルのナーダム) 

食生活については、北海道とモンゴルではだいぶ異なり

ます。北海道では、ジンギスカン（写真３）という料理で

日本の中でも羊肉を多く食べる地域です。ジンギスカンは

北海道特有の料理として、日本の他の地域の人にも知られ

ています。モンゴルでは、肉といえば羊が多く、海はもち

ろん川の魚もほとんど食べません。羊を多く食べるという

点では、北海道はモンゴルと近い文化を持っていますが、

海産物や他の肉も多く食べるという点では大きく異なって

います。 
ところで、その羊の食べ方ですが、北海道のジンギスカ

ンは、鉄板の上で子羊の肉を焼いて食べます。モンゴルで

は、水を入れる容器に、肉や岩塩、そして熱した石を入れ

て蒸し焼きにします。  
また、モンゴルでは基本的に子羊ではなく成熟した羊を

食べます。野菜についても北海道では、じゃがいもとニン

ジン、玉ネギ、キャベツ、トウモロコシに加えてホウレン

ソウやキュウリなどの青い野菜も多く食べますが、モンゴ

ルでは野菜が少ない為にじゃがいもとニンジン、玉ネギ、

キャベツを主に食べます。 
似ている点と少しずつ異なる点が、食文化にはありまし

た。もちろん環境面でも、そのような点があると思います。

しかし、まだしっかりと整理できていません。これからの

交流を通して、お互いに学んでいければと思います。 

 
写真３ モンゴルと北海道の羊の焼肉の風景 

（左：モンゴルのホルホク(羊肉の蒸し焼き) 

（右：北海道の羊の焼き肉(ジンギスカン)） 

日モ環境シナジーのご紹介 

「日モ環境シナジー」のシナジーとは相乗効果のことで

す。文化的に近いモンゴルと日本の橋渡しを、北海道から

も行っていこうと思っています。特に北海道はモンゴルと

自然など環境の面においてお互い学ぶことがあると思って

います。お互いの学びが相乗効果となり、最終的に日本と

モンゴルの環境変化への対応や人間活動における環境負荷

軽減につなげていければと思っています。 
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さて、そんな相乗効果を生み出していくために私たちが

最初に行うことは、環境の「知識と人」の交流です。「日

モ環境シナジー」では、次の３つのことを行っていきます。 

１．日モ環境オアシス(座談会)の実施（年４回程度） 

 日モの研究者が講演者となり、関連の研究者の得意分野

を出し合い、日モ環境シナジーに向けた、最新の知見を提

供します。 

独立行政法人国際協力機構(JICA)のモンゴル・日本人材

開発センターの市民講座の一環として、政策決定者や市民

の皆様を対象としたものです。 

講演者と参加者の活発な意見交換による情報交換を大事

に開催します。是非ご参加ください。 

実は 11月 14日（土）に第 1回を開催する予定でしたが

インフルエンザの影響で延期することになっています。ま

た予定が決まり次第、お知らせします！ 

２．日モ環境ソニン(ソニンはモンゴル語で新聞)の発行 

 日モ環境オアシスの内容を中心に、専門家以外にも分か

りやすくお伝えする新聞で、本誌がその創刊号です。 

日本語版とモンゴル語版を作成し両国の方に日本とモン

ゴルの環境について知識の交流を図っていきたいと考えて

います。印刷物として配布するだけでなく、IFES-GCOEの

ホームページを通じて広く普及していきます。 

３．日モ環境デーの実施 

2010年夏に日本とモンゴルの環境研究機関に属する研究

者が、政策決定者ならびに市民向けに講演会等を行うシン

ポジウムの開催を予定しています。 

また、IFES-GCOE では 2010年夏に、観測技術等を学ぶ

海外フィールド観測サマースクールをモンゴルで開催する

予定です。 

この二つを合せて「日モ環境デー」とし研究者と政策決定

者、市民の皆様との交流を図っていきます。 
 

北海道大学 IFES-GCOE のプログラムの

ご紹介 

様々な環境問題に対応するためには、社会的要請を踏ま

えた、特定の学問分野にこだわらない実践的な研究が必要

です。北海道大学では 2008 年より、日本の文部科学省の

グローバル COE プログラムとして、「統合フィールド環

境科学の教育研究拠点形成」(IFES-GCOE)を開始しました。

私たちは、地球環境問題を解決するための地球システム科

学の世界的な拠点の一つとして、「統合フィールド環境科

学」の教育研究拠点を目指します。そして、研究はもとよ

り、行政や企業、教育などの現場で活躍できる環境リーダ

ーを育てていきたいと考えています。IFES-GCOE では、４

つの目標(100 年観測網の構築、統合モデルによる将来予測、

国際的に活躍できる研究者の育成、実践的フィールドの提

供)を設定し、人材育成と研究活動を推進していきます。私

たちは、海外観測留学生推進室・国際プロジェクト推進

室・環境教育研究交流推進室の３つの推進室と統合モデリ

ングタスクフォースを通じて、次のような教育や研究を行

っています。なかでも、海外観測留学生推進室では、環境

劣化に対し脆弱な地域に 100 年観測網を設置することを目

標としています。シベリア、モンゴル、インドネシアに海

外フィールド観測拠点を設置し、それぞれの地域に固有か

つ重要なプロセスを解明するため、観測研究を推進してい

ます。また、それらの拠点で、海外フィールド観測サマー

スクール等の研究教育活動を展開しています（図６）。 
 

 
 

図６ 世界に広がる観測網 
 

今後のスケジュール 

2010 年 3 月 日モ環境ソニン第 2 号発行 
2010 年 7 月 日モ環境デー開催 
・海外フィールド観測サマースクール 
・市民向けに講演会・シンポジウム等 

 

＊今回延期になりました日モ環境オアシス等の情報につい

ては、詳細が決まり次第、下記のホームページに掲載しま

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

本紙の編集・出版 

北海道大学大学院環境科学院 
グローバル COE プロジェクト支援ユニット 

〒060-0810 北海道札幌市北区北十条西 5 丁目 
E-Mail : gcoe@ees.hokudai.ac.jp 
Tel : 011-706-4861,4862 
Fax : 011-706-4867 
website : http://www.ees.hokudai.ac.jp/gcoe/ 

写真５ 気象観測塔 
各地にタワーを立てて、気象

等を観測しています。 

 

 

モンゴルの気象観測塔 
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共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

　２００９年１１月に創刊した日モ環境ソニン(モンゴル語で新

聞の意味)の第２号です。環境に関連した知見を日モの研究者等

が協力して、専門家以外の皆様にも分かりやすくお伝えすること

を目的としています。

　

　モンゴルは、その広大な国土の内に、北方林―草原―砂漠へと

遷移する鮮明なエコトーン(生態系移行帯)を有し、まさに地球環

境の縮図といえます。今号では、「モンゴルと環境～６つのトピ

ックスから見るモンゴルの環境問題～」という特集を組み、モン

ゴルの「環境」に、６つの側面から迫ります。

　

　また、北海道大学ＩＦＥS－ＧＣＯＥでは、この問題を人材育

成という面から取り組むため、２０１０年７月にモンゴルフィー

ルドサマースクールを開催予定です。

　

伐採

モンゴルの森林

日モ環境ソニンVol.2

モンゴルサマースクールにむけて

　地球環境問題は、長期的で、広

大かつ複雑な問題です。この問題

に取り組もうとするのであれば、

細分化と高度・専門化だけでは、

とても解決することはできません

　私たちは、地球環境問題に取り

組む上で、「統合する科学」と「

人材の育成」を手がかりとしてい

ます。 統合する科学とは、知識・

技術と価値観を共有することから

始まります。

　社会固有の風土や文化を背景に

育んできた知識・技術と価値観の

結晶を、「知恵」と呼びます。

　統合する科学の目的は、知恵を

科学し、共有することです。知恵

を共有するための取り組みとして、

１つは日モ

環境オアシ

スや日蒙環

境ソニンで

あり、もう1

つがモンゴ

ルサマース

クールなの

です。

 

石川　守 准教授
北海道大学大学院

地球環境科学研究院

HEADLINE 

・　特集　モンゴルと環境～６つのトピックスから見るモンゴルの環境問題～

　　モンゴルの環境問題を６つのトピックでご紹介します

・　「日モ環境オアシス」開催！

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

　　「日モ環境オアシス」をご紹介します

・　北大ＩＦＥＳ－ＧＣＯＥモンゴルフィールドサマースクール

　　モンゴルで行う「環境リーダー育成実習」についてご紹介します
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　モンゴル国土の北部には、多年

にわたって土壌が凍っている「永

久凍土」が存在します。永久凍土

は降水が地下深部へと浸透するこ

とを妨げます。そのため、永久凍

土地域の土壌は湿潤になるため乾

燥気候であっても森林が成り立ち

ます。

 このような土壌は粘性が低く、土砂流下が容易である

ため、地形変化が促進されます。土壌水の凍結はアイ

スレンズの形成や体積の膨張を伴い、岩盤破壊・崩落

などの災害を引き起こすこともあります。氷に富む個

所は融解時に選択的に地盤が沈下するため、陥没地形が

形成されることも。さらに永久凍土は地下水の流れを

制御するため、湧水や河川水の涵養機能も持っています。 

　地球温暖化に伴い永久凍土が融解しているといわれ

ていますが、モンゴルの永久凍土はどのような状態で

あるかについては、現在、調査中です。さらに、永久

凍土の変化が、植生、地形、地表水にどのような影響

を及ぼすかについても、調査が必要です。

共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

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

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

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

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

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

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

 TOPIC 1 TOPIC 2
永久凍土変動とその影響

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

凍土の融解により形成された地形

永久凍土

　モンゴルの森林は、国土面積の

約7%で草原に比べるとかなり少な

く、さらに近年、減少傾向にあり

ます。主に山岳域にありますが、

均一に分布しているのではなく、

永久凍土が分布する北向き斜面の

みに森林が分布しており、南向き

斜面には、森林がありません。

樹種は、主にカラマツ林(Larix)、

アカマツ林（Pinus）、カンバ林

(Betula)により構成されます。

　近年、モンゴルでは森林火災が頻発しており、多くの

森林が失われています。違法伐採や家畜による森林消失

も問題になっています。人間活動の増加は、森林生態系

に直接的な影響を与え深刻な劣化を進行させています。 

　森林を成立させる生態・物理的条件（物質循環、更新

過程）、人為的影響(例えば違法伐採、森林火災)、地域住

民の森林利用など多様な視点を考慮する必要があります。 

バータルビレグ
ナチン 教授

モンゴル国立大学
生物学部森林学科

伐採後の森林

モンゴルの森林

森林の過去と現在の状況

ダムディンスレン
ソドブ 教授

モンゴル国立大学
生物学部

石川　守 准教授
北海道大学大学院

地球環境科学研究院

永久凍土
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　草原から得られる生態系サービスは、遊牧民の生活

に必要不可欠です。草原生態系の復元力は、人間活動

による撹乱(例えば過放牧、車による影響、鉱山開発)

の影響を受けている草原生態系からの恵みを維持する

ための基盤となっています。

　モンゴルの草原の成長は、夏季の総降水量よりも、

その配分に大きく影響を受けます。それは、土壌中の

水分量が降水量やその頻度により変化し、土壌水分量

の多少が草の成長に影響を与えます。特に夏季の前半

(7月まで)までの降水量の多少は、その年の草の生育の

良し悪しに深く関係しています。

　夏季に十分に草が成長せず、秋季までに家畜が十分

に牧草を食べていないまま、冬季を過ごすと家畜は十

分に肉や脂肪をつけられません。その後、春季に多量

の降雪によって地表面が厚い積雪に覆われて、家畜が

枯れ草を食べられなくなると大量死する事があります。

このように家畜が大量死する天候をゾドと呼びます。

　過去にも何回か起きていますが、2000年、2001年、

2002年と連続してゾドが起

きました。ゾドには、天候

だけでなく、過放牧などの

人為的な要因も絡んでいま

す。さらに、牧草の根が地

下に残っているかどうか、

また、夏に降水量が十分に

あるかどうかで、牧草が回

復する量が変わってくると

いわれています。

　モンゴルの遊牧民に牧草

の状態や、今後の見通しな

どについて十分な情報を伝

達して、移動や干草の備蓄

などの対策をとる事ができるように、モニタリング体

制整備や予測精度の向上が必要だと考えられます。 

共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

 TOPIC 3 TOPIC 4
牧草地の利用と再生

　モンゴルの国土は海から離れてお

り、平均標高が高いため、日本に比

べると非常に乾燥しています。しか

し夏になると、低気圧が降水をもた

らし、雨を受け取った大地からは牧

草が繁茂し、家畜の貴重な食料とな

ります。モンゴルは中緯度の内陸に

位置していますが、気候学的に見る

とこの地域は低気圧の主要な経路と

重なっており、春から秋にかけては

しばしば低気圧が上空を通過します。一方、冬にはシベ

リア高気圧がモンゴルを広く覆い、安定した寒冷な気候

となります。 

　このようにモンゴルでは季節の違い

が明瞭ですが、同時に地域によっても

気象条件はバラエティに富んでいます

。モンゴルの南部（ゴビ）では、はる

か南のチベット高原の影響によって雨

が降りにくくなっていると考えられて

います。北部では南部に比べると相対

的に降水量が多く、夏には落雷や降雹

を伴った土砂降りになり、局地的な洪水をもたらすこと

もしばしばあります。

　昨今、人為的な温室効果ガス排出による地球温暖化が

しばしば話題になりますが、モンゴルではどのような影

響があるのでしょうか。

　近年、モンゴルでも気象災害により人命や家畜の被害

が発生しています。しかし、このような事例は、比較的

短い時間（数時間程度）に起こることが多いため、地球

温暖化などの長期的な気候変動との因果関係を調べるた

めには、高頻度の観測を長期間にわたって継続すること

が重要です。さらに、地域の人間活動による影響も無視

することができません。したがって、気象災害による被

害を軽減するためには、気象や水文現象の調査と同時に、

地域の開発に伴う脆弱性の変化も議

論する必要があるでしょう。 

ダヴァー
ゴンボ 部長

モンゴル気象水文
研究所水文研究部

モンゴルの年総降水量の分布

局地・地域スケールの水文気象と水循環

シレブアディア
サマダン 室長

モンゴル科学アカデミー
地理研究所

地理情報システム研究室

宮崎　真　
特任助教

北海道大学大学院
地球環境科学研究院

　佐藤　友徳　
特任助教

北海道大学大学院
地球環境科学研究院

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

す。1990年の市場経済化以降、外国による援助や投資

が急速に増加しました。それに伴い、モンゴル国の主

要産業部門のGDP(国内総生産)に占める鉱業の割合が急

速に増加しています。モンゴルには、銅、金、石油、

石炭、モリブデン、ウラン、蛍石等、豊富な地下資源

があります。今後も南ゴビで新たな鉱山開発が計画さ

れており、開発がさらに進むと考えられます。

　その一方で鉱山地域では、鉱山廃水による河川の水

や土壌の汚染が深刻な問題となっています。これによ

り、周辺地域の遊牧民の生活のための生態系の利用可

能量が減少しています。

 冬季のウランバートルでは、発電所、ボイラー、自動

車、ゲル地区の暖房等から排出される煤煙により、大

気中の有害な汚染物質の濃度が、環境基準を超えるよ

うになってきました。ウランバートルでは、冬季の大

気汚染以外にも、人口の急増とインフラ整備の遅れか

ら、ゴミの悪臭やトイレ等の排水による地下水汚染が

問題になっています。

 このような環境汚染に関して、モンゴル政府も環境保

全のための法整備を進めるとともに、人材育成や技術

開発の必要性を認識しています。日本でも同様の環境

汚染を経験しており、その対策技術をモンゴルの環境

汚染にも生かしていく必要がありま

す。日本をはじめとする外国による

国際援助の一環として、モンゴルの

環境保全の支援計画もあり、今後、

状況の改善が期待されます。  

共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

 TOPIC 5 TOPIC 6
環境汚染

　私たち人間は、自然の

恩恵なしに生活を送るこ

とはできません。また、

自然は人間に対して恩恵

だけでなく、たびたび過

酷な試練を与えるもので

す。したがって、自然の

恩恵を「いかに」利用す

るか、また自然の問題に

「いかに」対応するかと

いうことは、人類共通の

重要な課題です。

 「いかに」に対する「

絶対的な解」は、今のと

ころ存在しません。すな

わち自然との適切な付き

合い方について、金科玉条のごとく守るべきマニュアル

はなく、社会の姿や方向性、問題の特徴と重大さに応じ

て一つ一つ検討し、実行・再考を繰り返すことが、現在

唯一の方法なのです。

 もちろん自然科学者は、少しずつ自然

メカニズムを解明しつつあります。そ

の知識や技術は、大いに我々の助けに

なるものです。しかし研究成果という

ものは、研究の世界の中だけでは明

確で素晴らしく見えたとしても、現

実社会においては、必ずしも正しく

理解・運用されるとは限らないばか

りか、場合によってはより悪い状況

をもたらすことすらあるのです。

　研究の世界から現実社会に向けて何か発信しようとす

るとき、この意図せざる重要な問題が常に突きつけられ

ていると言えるでしょう。したがってわれわれ研究者が

、農牧民の方々の環境意識にアプローチするということ

は、自然に寄り添って生きる人たちから、世代を超えて

醸成してきた知識を学ぶことであり、「環境科学」に関

する非常に重要な取り組みといえます。

現地で暮らす彼らの多くは、自然に対

する強い敬意を持っています。また同

時に、自然に対する負の感情として、

諦観（あきらめ）もあります。われわ

れが追求する科学が、彼らからどのよ

うな評価を受けるのか、彼らの評価を

科学の進展にどうやって生かしてい

くのか、この往復こそが今まさに求

められるわれわれの役割だと思って

います。

エンフアムガラン
サンダグ　研究員
モンゴル科学アカ
デミー地理研究所

遊牧民の環境意識と社会的経済背景

宮崎　真　
特任助教

北海道大学大学院
地球環境科学研究院

　山下　哲平　
特任助教

北海道大学大学院
地球環境科学研究院

エルデネトの銅山

石炭の採掘風景
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　「日・モ環境オアシス」が下記の日時、場所で開催さ

れます。ここでは、その講演者と内容についてご紹介い

たします。

日時：2010年2月26日（金）16：00～18：00

場所：モンゴル・日本センター多目的室

 　　(モンゴル国ウランバートル市)

主催：モンゴル・日本センター

共催：北海道大学

　今回は、北海道大学の取組の紹介とともに、モンゴル

科学アカデミー地理研究所長でアカデミシャンのドルジ

ゴトフ博士・教授をお迎えして、モンゴルの自然環境に

ついて解説をして頂き、その後、参加者の皆様を交えて

意見交換会を実施します。

＜プログラム＞

16:00～16：05　

モンゴル・日本センター森川所長から開会挨拶

16：05～16：30

　「日モ環境シナジーと北海道大学IFES-GCOE」　

　　北海道大学大学院地球環境科学研究院

　　特任助教　宮崎真博士

16:30～17:20

　「モンゴルの自然環境」　

　モンゴル科学アカデミー地理研究所長　

　アカデミシャン　ドルジゴトフ　デチングンガー博士・教授

17：20～18：00

　総合討論

（司会：北海道大学大学院地球環境科学研究院　

　　　　　特任助教　山下哲平博士）

共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

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

 

講演者：

モンゴル国のアトラス

ドルジゴトフ 　デンチングンガー

モンゴル科学アカデミー地理研究所　所長

　ロシア・モスクワ国立大学卒、

　学位：Ph.D.理学博士、

　専門：土壌学、地球生態学

アカデミシャンのドルジゴトフ博士・教授は2009年にモ

ンゴル国のアトラス(写真)の作成に関わり出版した。本

講演では、モンゴルの自然環境の概説を行う。

モンゴルは地理的にシベリアの凍土森林地帯から中央ア

ジアの砂漠へと広がる草原地帯に位置するため、１年な

いし１日の気温差が大きく、快適な気候環境にあるとは

いえない。また、モンゴルの国土面積の8割以上は、標

高1000ｍ以上の高さにあり、地面の起伏も大きく、氷雪

に輝く山脈、ゆるやかにうねる丘陵、急峻な渓谷、見渡

す限りの草原など様々な地形がみられる。草原には低地、

山脈には高地の特徴がはっきり表れ、山脈の間の盆地には特

徴的な現象も見られる。夏季にその盆地はより一層暑く

なり、また乾燥するため、その周辺で竜巻の現象が発生

しやすくなり、砂嵐の原因にもなる。

　モンゴルの人口密度は非常に低く（地方では1kｍ２あたり1人）、

長年伝統的な遊牧が中心となってきたため、自然の美し

さがそのまま保たれてきたと多くの研究者が記述してき

た。しかし、今はその状況が大きく変化しつつある。地

球温暖化の影響や砂漠化は、もともと乾燥気味の環境に

あるモンゴルの自然にも影響をもたらしている。

　家畜の過放牧による牧草地の荒廃、地下水の大量利用

による減少、森林の伐採、黄砂の頻発、植生の変化、河

川の水量の減少、地下水・大気の汚染など自然環境に危

機をもたらす数多くの現象が、人間の諸行動によって進

行している。

　我々は自然環境を破壊するこのような現象を予防し、

自然環境と人間行動のバランスを保つための教育や諸活

動を実施してきたが、良い結果には至っていない。

　砂漠化防止対策、牧草地改善計画、緑地保全計画、土

地改良計画など数多くのプロジェクトが実施されてきた

が、良い結果がまだ見られていない。これには、期待す

る成果を得るまでには長い時間を要するということもあ

る。しかし、自然環境に対する総合的な政策の実施や、

それに対応する科学的な分析と活発な活動が不可欠であ

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

ゴル教育大学教授、中国内モン

ゴル師範大学名誉教授を歴任。

モンゴル国立大学地球生態環境

学科長、モンゴル科学アカデミ

ー地質地理部門議長を兼任。モ

ンゴルの土壌地理に関して、200

を超える著作がある。これまで

に、日本、ロシア、ドイツ、ポー

ランド、中国、韓国の研究者との共同研究を行ってきた。

講演要旨
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共通するから手を結び、違いがあるから価値がある

 講演者：宮崎　真

永久凍土

北海道大学大学院

地球環境科学研究院　特任助教　

筑波大学大学院環境科学研究科修了。

学位：博士(理学)。

専門：水文気象学

　東京大学生産技術研究所、国立環境研究所などを経て、

北海道大学大学院地球環境科学研究院GCOE 特任助教。ア

ジア各地で降水量や蒸発量を観測し、水循環のシステム

を明らかにしている。大学院生のころ、観測のために初

めてモンゴルを訪れ、その自然と人々に魅了された。以

後モンゴルでのフィールドワークに研究生活を捧げる。

現地では観測だけでなく、人々とのコミュニケーション

も大切にし、モンゴル語も習得。住民の環境意識の向上

を目指した講演会なども精力的に行っている。

講演要旨

　モンゴルでは森林や草原の劣化，気象災害の頻発化，

永久凍土の融解，水資源の枯渇など地域住民の生活に深

刻な影響を及ぼすような自然環境の変化が進行している

。これら諸問題の解決には，研究活動による実態理解を

進めるほかに，広範な教育活動によって人々の環境意識

を向上させることが必要である。北海道大学グローバル

COEプログラム「統合フィールド環境科学の教育研究拠

点形成」（IFES-GCOE）と日モ環境シナジーは、モンゴ

ルの大学や研究所、NGOやなどと協働してこれらの活動

を推進する。北海道大学の宮崎真博士が本講演において

これら様々な活動を紹介する。

森林に設置された気象観測タワー

熱・水・二酸化炭素の交換量の測定器

　北大IFES-GCOEでは、「環境リーダー育成」を目指し

たモンゴルフィールドサマースクールという実習を、下

記の通り実施します。詳細はホームページをご参照くだ

さい。

【日程と場所】

＊2010年7月16日〜17日　

　ウランバートルにて事前講義

＊2010年7月18日〜24日：

　グループ毎に分かれてモンゴル各地でフィールド観測

等　を行う

＊2010年7月25日〜26日

　ウランバートルにて総合討論・報告

【対象】

　世界中の若手研究者・大学院生

【目的】

　異なる研究分野の研究者が実りある議論やアイデアの

交換を通じて、モンゴルで現在進行している生態系の劣

化について理解し、考察する機会を提供すること。

ＵＲＬ : 

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

北大IFES-GCOE

モンゴルフィールドサマースクール

　今後のスケジュール

2010年5月　 日・モ環境オアシス

　　　　　　日モ環境ソニン第3号

2010年7月　日モ環境デー開催

　　　　　・海外フィールド観測サマースクール

　　　　　・市民向けの講演会・シンポジウム等

本紙の編集・出版

　北海道大学大学院環境科学院

　グローバルCOEプロジェクト支援ユニット

　〒060-0810　北海道札幌市北区北十条西5 丁目

　E-Mail : gcoe@ees.hokudai.ac.jp

　Tel : 011-706-4861,4862

　Fax : 011-706-4867

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

モンゴルフィールドサマースクールポスター
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・特集 解説！モンゴルの森林 

・「第 2 回日モ環境オアシス」開催！ 

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

・コラム：「第 1 回日モ環境オアシス」の開催報告 

・「日モ環境デー」開催！ 

  日本とモンゴルの国際協力により、環境について考える機会を提供します！ 

HEADLINE 

 

日モ環境ソニン 
２００９年１１月に創刊した日モ環境ソニン(モン

ゴル語で新聞の意味)の第 3 号です。環境に関連した

知見を日モの研究者等が協力して、専門家以外の皆

様にも分かりやすくお伝えすることを目的としてい

ます。 
 モンゴルでは、草原が国土の半分を占めており、

砂漠などの裸地を入れると、国土の 8 割以上を占め

ます。森林は 10%以下と国土に占める割合は少ない

ですが、水資源の保全や二酸化炭素の吸収という点

で、重要な役割を果たしています。さらに、様々な

木の年輪を解析することにより、大昔から現在まで

の環境変化を知る手がかりにもなるのです。 
 しかし、近年、森林の違法伐採や森林火災によ

り、その面積が年々減少傾向にあります。本号では

特集記事として、モンゴルの森林について取り上

げ、これまでのモンゴルの森林と環境の変遷につい

て迫ります。 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                      
                    
    
                  
                            
 
 
 
 
 

      
図 1：温かく雨が多い時期は木の生長量が大きく、年輪の幅が広い。 

寒くて乾いた時期は生長量が小さく年輪の幅が狭い。 
   森林火災の傷跡もくっきり残っている。 

 

  
  

 
 

Vol.３ 

森林から 
モンゴルの環境の変遷を知る 

 
 モンゴルの森林は、主に山岳域に

ありますが、均一に分布しているの

ではなく、永久凍土(多年に渡って凍

っている土)があるか、または土壌の

水分が多い北向き斜面に分布してお

り、南向き斜面には、ない場合が多

いです。 
 森林を成立させる気候・水文条件

やそのメカニズムについて、これま

でに、ある程度は分かってきていま

すが、気候変動の影響予測の精度向

上などのためには、さらなる研究が

必要です。 
 私たちの研究室では、木の年輪の

解析により、建造物の年代測定や古

環境の復元に関する研究を行ってき

ています。気象観測データが十分に

揃っていないような古い時代の降水

量などの環境因子の復元は、過去の

気候変動を知る上で、大変重要な手

掛かりとなります。 
 

 
ナチン バータルビレグ 教授 
モンゴル国立大学生物学部森林学科長 
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モンゴル国立大学生物学部教授 
ナチン バータルビレグ博士 
 

森林について 
世界の森林資源に関する基準

では、樹高 5ｍ以上、樹冠の占有

率 10％以上、0.5 ヘクタール以上

の面積に樹木があるところを森

林と定義しています。森林は、生物が生きる環境を提供

するだけではなく、水の循環の調整、土壌保全、生物圏

のバランスを保つなどの役割を果たしています。地球の

総面積の 9.4％、大陸の面積の 30％は森林です。 

森林の状態は、湿度、地表の状況、生息動物、人間の

活動などにも影響を及ぼします。 

森林は、自然的な特徴や生態系によって分類するこ

とができます。気候の要素である温度、降水量も、森林

を分類する上での重要です。地理的な位置にも影響され、

赤道から南極と北極へ、また大陸の経度に沿って西から

東への森林の分布は温度、湿度、降水量の差によって多

種に分類されます。例えば、熱帯雨林、タイガなどがあ

ります。このような森林の分布は、地域の標高によって

も変化します。 

森林を分類する重要な基準の一つとして、木が生える

状況と葉の寿命の長さによって常緑樹と落葉樹とに分類

されます。また、葉の形によって広葉樹林と針葉樹林と

に分類され、針葉樹林より広葉樹林の方が多いです。 

森林を成立させる生態系やその変化には気候の影響だ

けではなく、違法伐採、森林火災、酸性雨、人工森林な

どの人為的影響も大きいのです。 

 
モンゴルの森林について 

モンゴルの国土は、シベリア森林地帯の南端に接し、

全体的に気候的に厳しい草原、砂漠地帯に位置していま

す。その中で森林は、東経 88 度から 120 度の間とシベ

リアの凍土森林地帯から中央アジアの砂漠地帯の間に分

布しています。北極海・太平洋への河川、内陸河川の 3
つの大河川流域を含む ハンガイ、ヘンティー、アルタ

イ山脈などの山々に沿って拡がっています(図 2)。 
 モンゴルの森林は、140 種類の高木と灌木があり、

18,929.8 千 ha の面積を占めています。これは、全国土

の 8.2％です。森林面積の 81.2％を針葉樹林、15.8％を

ザグ林(ゴビ地帯に生える白く硬い木)、3％を灌木が占

めています。針葉樹林の 72％をカラマツ、11.1％をカン

バ、9.5％をゴヨウマツ、6.3％をアカマツ、残りの 1.1％
をその他の木が占めています。 

 
図 2：モンゴル国の森林の分布図 
 
モンゴルの森林総面積の 22.8％の 3,799.2 千 ha(ウラ

ンバートル市の面積(135.9 千 ha)の約 28 倍)は、森林に

囲まれていない状態になっていますが、その地帯には、

火事に襲われた森林（289 千 ha）、伐採後の森林

（189.5 千 ha）、散生地（2,929.7 千 ha）などがありま

す。 
 モンゴルの森林に関する研究はあまり進んでいませ

んが、今から 12,000 年前にモンゴル国の北部の凍土が

融解し、ハンガイ、ヘンティー山脈に針葉樹林があった

という証拠が胞子を使用した調査によって明らかになり

ました。このような森林は 8,000 年前まで存在していま

した。8,000～4,000 年前の間に湿度が高くなるとともに、

寒帯のタイガが拡大し、4,000～2,600 年前にはトウヒや

ゴヨウマツが多くなったと推測されます。2,600 年前か

ら湿度が低くなり、乾期の広がりや温暖化によって ト

ウヒやゴヨウマツが少なくなりました。現在は、ゴヨウ

マツの森林は大きな山脈（ヘンティー 標高 1,900ｍ以

上、ハンガイ 標高 2,200ｍ以上）の頂上の寒冷地帯に

沿って、またトウヒの森林は永久凍土地帯に沿って分布

しています。モンゴルの森林は生長が遅く、また干ばつ、

火事、虫などの影響も受けやすく、自然に再生し拡大し

ていく力が弱いのです。モンゴルにある 2,500 種類の植

物の 4 分の 1、薬用の草の 3 分の 1 が森林地帯に生えて

います。 

1940年頃まで、モンゴルでは牛車や馬車を用いて枯

れた木を集め、個人用に使用していたため自然の生態系

に悪い影響を与えることはありませんでした。モンゴル

人は昔から、わき水や川の付近の植物、地表、森林など

を保護するために枯れた木のみを燃料として使ってきま

した。また、個人用に少数の動物を狩猟し、野生の果物

や薬用の草を食していたため自然をそのまま保持するこ

とができました。ところが、全国で 1980年から 2003年

の間に 29.2百万㎥の木を伐採加工し、火事や（300 千

ha）、虫に食べられて（9 千 ha）、1,400 千 haの森林

 特集 解説！モンゴルの森林 

ここでは、森林の一般的な定義、機能、成立条件、種類などについて解説したのち、モンゴルの森林の特

徴やこれまでの研究で分かったことについて述べていきます。また、木の年輪を基に過去の気候の変化がど

うであったかについて研究した結果についても解説いたします。 
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がなくなりました。主に人間活動によってモンゴルの自

然の生態系が壊れやすくなり、30－45％の森林がカンバ

林に変わり、3－5％が草原に変わり、23％の森林の状態

が悪化しました。伐採したため森林地帯の温度に変化が

みられ、凍土が融解し、湿地化が進み、柳、カンバ林が

生えやすい条件を作ったりしますが、最終的に、湿地が

だんだん乾燥し、草原かカンバ林に変わることになりま

す。 

山火事を自然災害とみることもありますが、人間の活

動によることが多いです。火事は、森林だけではなく、

草地、森林を成立させるその他の要素にも悪影響を与え

ます。火事にあった森林に対する太陽の日射量が増え、

温度のバランスが崩れ、凍土が融解し、土壌の水分の物

理的な状況も変わります。火事の後、針葉樹林がカンバ

林に変わります。火事によって数多くの野生の果物の木

がなくなり、4－5年分の果物の収穫ができなくなるな

どします。また多種の薬草がなくなり、雑草が増える。

動物や鳥が逃げだし、数多くの鳥の巣も被害を受けます。 

焼けた森林の木を除去することは生態的に良いことで

はないです。火事の後に残った木は、地表に対する日照

や風を弱くし、また土壌の栄養ともなります。モンゴル

の森林の再生は、高さ、地理、気候、種の実りの年間頻

度、伐採の方法、火事の状態などに大きく関係していま

す。針葉樹は種によって、カンバ林は種と葉や枝によっ

て再生されることが多いです。モンゴルの針葉樹のほと

んどは、自然に 200年ごとに再生され、100年間の回復 

期間があります。今、ハンガイ、フブスグルの地帯に

1940年に再生された 60－70歳の若い森林があります。

木の種類によって種の実りの期間の頻度が異なり、針葉

樹は 5～6年、アカマツは 2～3年、ゴヨウマツは 7～8

年に 1回です。伐採や火事の影響でヘンティー、フブス

グルの地帯では、針葉樹の代わりにカンバ林が再生され

ており、このような森林は 70－90 年間安定しています。

このような状態で再び伐採するか、火事が起こった場合、

その森林がカンバ林のまま残る恐れがあります。 

モンゴルの森林は、他

国の森林とかなり異なり

ます。大陸の厳しい気候

の影響でハンガイ、アル

タイ山脈の北部、ヘンテ

ィー山脈の中部、フブス

グル地帯の東部の山々の

斜面に森林が生えていま

す（図 3参照）。 

図 3：モンゴルの森林の

生え方の違い、上はハ

ンガイ山脈の森林、下

はフブスグル山の森林 

 

森林は、植物、森林

の再生様式、生長量などによってお互いに異なりますが、

ツァルミ森林、タイガ林、タイジャグー林、半タイガ林

と 4つに分類されます。森林の標高分布の下限は 650ｍ

（Tujiin nars）、上限は 2,600ｍ（ハンガイ山脈）に

あります。 

地球の北部の寒帯に生える樹木は、年に 1輪ずつ生長

するという仕組み（年輪といいます）に基づいて木の年

齢を明らかにできます。木の年輪の太さは、その年の環

境によって変化するため、これを調査することで、その

年の気候等を明らかにすることができます。例えば、気

候の変化、火事の数、虫に襲われた等です。このような

変化を調べる学問分野を年輪学(Dendrochronology）と

いいます。ハンガイ山脈で行われた年輪に関する研究が

あります。タラバグタイ山脈のソロンゴト・ダワー（標

高 2,420ｍ）森林地帯の上部のシベリアゴヨウマツ

（Pinus sibirica L）の年輪を調査し、過去 1738年の

（262 年から 1999 年まで）温度の変化を特定しました。

ソロンゴト・ダワー林に生えている古い木、死んで枯れ

た木の年輪を調査し、過去 1700年の温度の変化を明ら

かにしました

（図 4 参照）。 

図 4：年輪を

元にした過去

1738年間

（262年から

1999年まで）

の温度の変化 

 

 

過去 1,000

年間の最も暖かい時期は、20世紀でした。寒暖の差が

最も激しい時期は 9世紀から 14世紀の間です。これま

で、温度の変化が激しかったと考えられている中世の時

期になります。最も寒い時期は 19世紀ですが、536-545

年に発生した寒気の証拠が年輪に残されており、これが

地球最大の火山噴火の証拠とも一致していることが分か

りました。 

ソロンゴト・ダワー林の年輪の状態がユーラシアの温

度変化の情報と一致しています。このような温度の変化

に関して、タイガ地帯のシベリアゴヨウマツ、カラマツ

を対象に地域スケールでの年輪観測を行い、生長傾向を

明らかにしました。 

1974年から 1993年までの 20年間に生長率が高く、

そのうちの 17年間は 1946年以降でした。この地帯の年

輪が前述した北部の森林の年輪と異なる点は、温度の変

化が激しく、過去 500年間は最も暖かかったことを示し

ています。この調査結果は、地球北部の新たに提示され

た温度の変化と一致しています。新たに提示された年代

記(chronology)によって 20世紀になってから地球の温

暖化が進んでいることが明らかになっています。 
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「第 2回日モ環境オアシス」開催！ 

 
「日・モ環境オアシス」は、日本とモンゴルの研究者が

講演者となり、政策決定者や市民の皆様を対象として、

最新の知見を提供するものです。研究者の得意分野を出

し合い「日モ環境シナジー(相乗効果)」を向上させてい

くことを目的としています。ここでは、講演者と参加者

の活発な意見交換を行います。本号では、「第 2回日・

モ環境オアシス」開催日時・場所、そして講演内容につ

いて、ご紹介いたします。 
 

日時：2010 年 5月 15 日（土）14：00～16：00 

場所：モンゴル国立大学 1号館 2階大会議場 

主催：北海道大学、モンゴル国立大学 

 

今回は、モンゴル国立大学生物学部のバータルビレグ

博士・教授をお迎えして、モンゴルの森林の年輪観測ネ

ットワークを基に復元されたモンゴルにおける過去の干

ばつについて解説して頂き、その後、参加者の皆様との

意見交換会を行います。 

 

＜プログラム＞ 

14:00～14：10  

開会挨拶 

14：10～15：10 

「広域スケールの年輪観測のネットワークを基に復元さ

れたモンゴルにおける干ばつ：1520-1993 年」  

モンゴル国立大学生物学部  

ナチン バータルビレグ博士・教授 

15:10～16:00 

総合討論 

(司会 北海道大学地球環境科学研究院 宮崎真特任助教) 

 

講演者紹介 ナチン バータルビレグ 

モンゴル国立大学生物学部森林学科長・ 

教授・博士、 

アメリカ・コロンビア大学研究員 

専門：年輪学、森林生態学 

 モンゴル国立大学生物学部修士課程を修了後、チェ

コ・パラガ農業大学博士課程を修了し、博士号を取得。

1992年よりモンゴル国立大学で教員として勤務し、

1999年にモンゴルで初めて年輪学研究室を設立した。

温暖化についてモンゴル国内だけではなく国際的な研究

を行っている。モンゴルの干ばつ、水文環境などの調査

方法の一つとして年輪観測を適用した。他にも、モンゴ

ル国の古い町、寺などの歴史を研究し、森林の成長の変

化、ウランバートル市内の木の年輪調査などの研究を提

案し、世界の研究者との共同研究を行っている。国際森

林機関（IUFRO）の国際委員会委員、「国際地球圏－生

物圏国際協同研究計画(IGBP)」プログラムの「地球変動

に関する分析・研究・研修システム(START)」プロジェ

クトのモンゴル側のコーディネーターなどを務める。 

 

講演要旨 

これまで、モンゴルにおける年輪を基にした水文研究は

地域スケールであったが、ここでは国全体に拡張した年

輪の年代測定を基にして、モンゴル全土の夏の干ばつの

復元結果を示した。モデルの組み合わせにより、可能な

限り長い期間(1520-1993年)を復元した。復元結果によ

ると、20世紀と 21世紀は、過去の 4世紀に比べると、

湿度の変動量が高かった。最も湿潤な時期は 1955年～

1959年で、最も乾燥した時期は 2000年～2004年であっ

た。1999年～2002年と 2004年～2005年までの干ばつ

は、過去 500年の間で最も厳しいものであった。復元結

果は、有意な周期性についても評価された。より高解像

度の干ばつ復元と関連した年輪の年代測定による補足で

モンゴルの希薄な気象データを引き延ばした。 

モンゴル全土における夏季(6月～8月)のパルマー

干ばつ指数(PDSI：少雨と高温による水不足の程度を表

したもの)の復元で最も顕著な特徴は、長期の状況と関

係しており、1999年～2002年に起こった複数年にわた

る厳しい干ばつを復元できた。夏季の PDSIのデータの

平均値を過去の結果と比較したところ、この干ばつは過

去 5つの世紀の中で最も極端であった。最も乾燥した領

域は、モンゴルの東経 95～106度と、中国の東経 115度

から北東部に広がっていた。興味深いことに、これらの

連続した極端な干ばつの期間中、モンゴルの極西部の山

岳域は、異常に湿潤であった。東経 103度に沿って見る

と、最も乾燥した領域はモンゴル中部(北緯 44度～50

度)、中国(北緯 36 度)、ロシア(北緯 54 度)に見られた。 

中国では、他にも複数年にわたる極端な干ばつが

1640年～1646年に見られた。これがアジアの大部分に

影響を与えた巨大な干ばつかどうかは、まだはっきりと

してはいないが、確かに可能性はある。2001年にモン

ゴルで起きた夏季の干ばつは、中国の中部と北東部、

ミャンマーとタイ北部でも見られた。似たような干ば

つのパターンは、1999 年、2000 年、2002 年に見られた。

他にも複数年や、単年の乾燥・湿潤な年について見積

もられた。20世紀は過去 5世紀の中で最も湿潤な世紀

(湿潤な年の上位 10年のうち、5年が含まれている)で

あるが、一方で次のような年(1942年、1771年、1977-

1981年、1735-1739年、1779-1783年)に極端な干ばつ

があった。 
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第 1 回日モ環境オアシスを第 45 回モンゴル日本センターの市民講座として 2010 年 2 月 26 日に開催しまし

た！約 150 名の方々にご参加いただき、大変盛況でした。ここでは、その様子をご紹介します。プログラム

や講演要旨は日蒙環境ソニン第 2 号をご参照ください。 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議論の行方は？ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日モ環境シナジーと

は何か？北大 IFES-
GCOE では何をやっ

ているのか？ 

多くの方々にご来場いただきました。

ご参加、ありがとうございました！ 

メモもしっかり 

Ｑ：諸問題を解決す

るには、どうすれば

いいですか？ 

Ｑ：南方では 3500 時間が晴天と

のことですが、太陽光発電はでき

ますか、また、風力発電はどうで

すか？ 

Ａ：自然の危機感、意識を高

めて自分たちの活動を高めて

いけば大丈夫だと思います。 

人間活動と自然との直接

的な関わりについて討論

し、環境リテラシーをど

う高めるかについて考え

ましょう！ 

講演者 宮崎博士 

基調講演者 ドルジゴトフ博士 

ドルジゴトフ博士

   

司会：山下博士 

コラム 第 1回日モ環境オアシス開催報告 

モンゴルの環境の現状は？ 
過去に比べてどんな変化が

起きているか？人間活動の

影響は？ 

ソニン第２号を 
真剣に読む参加者！ 

Ｑ：土が人間活動により荒廃

し、自然の力では再生不可能だ

そうですね。どうすれば再生で

きますか？ 

Ｑ：特別保護区のような

自然保護の一方で鉱山開

発をしていますが、その

矛盾はどうですか？ 

Ａ：自然の生態系を完全には回復不

可能なので、別の目的で利用すると

いう例がイギリス等であります。 

Ａ：木が本格的に育つには 100～
150 年かかります。保護するのは、

責任者だけの問題ではなく、自然に

対する意識を小さい時から育ててい

く必要があります。 

Ａ：太陽電池は有効で、風力

発電や、家畜の糞を活用した

バイオ発電も可能です。 

15



 共通するから手を結び、違いがあるから価値がある 2010/05    

                       

「日モ環境デー」開催！ 

「日モ環境デー」開催！ 

日本とモンゴルの国際協力により、地球環境の過去・

現在・未来に関して関心を持ち、考える機会を提供する

ために、「日モ環境デー」を 2010年 7月に開催する予

定です。シンポジウムと文化イベントの２本だてです。 

 シンポジウムは、政策決定者と市民向けに、第一線の

専門家による基調講演と、北海道大学グローバル COEプ

ログラム「統合フィールド環境科学の教育研究拠点形

成」(IFES-GCOE)が主催するモンゴルフィールドサマー

スクールに参加するために、世界中から集まった大学院

生による講演等を行います。また、文化イベントは、モ

ンゴルの音楽等による文化交流を目的として実施する予

定です。 

【日程】 

2010年 7月 30日夕刻：文化イベント 

7月 31 日：シンポジウム  

【場所】 

 モンゴル日本センター (詳細は未定ですが、決ま

り次第、チラシやホームページに掲載します) 

【対象】 

 一般市民、政策決定者、研究者等 

【目的】 

日本とモンゴルの政策決定者ならびに市民が、モン

ゴルの環境の過去・現在・未来に関して関心を持ち、

考える機会を提供すること。さらに、環境分野の知見

を基にした提言作成に向けた議論を行うこと。 

【参加費】 

 無料 

【開催趣旨】 

 広大で豊かに見えるモンゴルの自然環境も、水循環

のバランスの上に成立する非常に脆弱なものであるこ

とが分ってきた。またモンゴルは、ユーラシア大陸東

部の永久凍土分布の南限に位置し、モンゴルの豊かな

景観は、この永久凍土の地形保持機能、湧水や河川水

の涵養機能に支えられている。しかし、近年、自然災

害（森林火災やゾド(雪害)）に加え、経済成長に伴う

環境汚染（森林の違法伐採、鉱物の違法採掘、カシミ

ヤの為の山羊の過放牧）による森林や草地への深刻な

影響が見られ、この自然と社会の変化に応じて、人々

の意識も変わりつつある。モンゴルの環境問題の解決

には、現地住民の「環境意識」の向上が不可欠である

ことは、第 1回日モ環境オアシスにおいて、モンゴル

科学アカデミー地理研究所長の D. ドルジゴトフ博士

からも指摘された。今後、環境問題に関する研究を深

めて、問題の背景にあるメカニズムに関する理解を深

める必要があると考えている。 

【文化イベント】 

モンゴルの伝統音楽・オペラ等の演奏会 

 

【シンポジウム】 

・日蒙の著名な研究者による基調講演 

・IFES-GCOE モンゴルフィールドサマースクールに参

加した若手研究者・大学院生による講演 

・パネルディスカッション 

 

------------------------------------------------ 

【今後の予定】 

2010 年 7月  

IFES-GCOE モンゴルフィールドサマースクール 

日モ環境デー 

 

2010 年 11月 

 第 3回日モ環境オアシス開催 

 日モ環境ソニン第 4号発行 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

本紙の編集・出版 

 北海道大学大学院環境科学院 

 グローバル COEプロジェクト支援ユニット 

 〒060-0810 北海道札幌市北区北十条西 5 丁目 

 E-Mail : gcoe@ees.hokudai.ac.jp 

 Tel : 011-706-4861,4862 

    Fax : 011-706-4867 
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         共通するから手を結び、違いがあるから価値がある     2010/10 

 

・特集 解説！モンゴルの水の流れの変遷 

・「第 3 回日モ環境オアシス」の開催！ 

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

・コラム 1：「第 2 回日モ環境オアシス」の開催報告 

・コラム 2：「モンゴルフィールドサマースクール」の実施報告 

・コラム 3：「日モ環境デー」開催報告 

HEADLINE 

日モ環境ソニン 
２００９年１１月に創刊した日モ環境ソニン(モンゴル

語で新聞の意味)の第 4 号です。環境に関連した知見を日

モの研究者等が協力して、専門家以外の皆様にも分かり

やすくお伝えすることを目的としています。 
 今回のテーマは「水」です。モンゴルの環境を考える

上で、水は不可欠な存在です。雨の量と頻度は、遊牧民

にとって、家畜が食べる草が育つかどうかに深く関係し

ています。また、河川や地下水から得られる水資源は、

家畜の飲み水としてだけでなく、遊牧民、そして都市に

住む人々の生活にも欠かせないものです。 
 しかし、近年の気候変動により、モンゴルの水資源の

状況が、過去とは違う傾向を示し始めています。本号で

は、特集記事として、モンゴルの水の流れに関して取り

上げ、これまでのモンゴルの水の流れの傾向とそれに伴

う環境の変遷と適応方法について迫ります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                     
                    
    
                 
                            
 
 
 
 

 
      
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Vol.4

水の流れから 
モンゴルの環境を知る 

 
 近年のモンゴルの気候は、温暖化

の影響による気候変動の乾燥期が継

続しています。また、鉱山産業、過

放牧が加速化し、水不足、川の付近

の自然が破壊され、その影響が人間

の生活、特に遊牧民の日常生活に悪

影響を与えるようになってきていま

す。 
 水は、生活の源であり、支えで

す。その意味で経済、社会発展の動

力となります。自然環境、社会、経

済を始め、政治のあらゆる分野の問

題が水と関係し、水源の問題をどの

ように解決するかということと関係

しています。 
 私が所属するモンゴル気象水文監

視庁気象水文研究所では、川や湖の

観測を通じて、モンゴルの水の現

状、資源に関して、長年、調査を続

けています。これらのデータからそ

の変化を明らかにして、適応する方

法を見つけ出すことを目指していま

す。 
 

 
ゴンボ ダヴァー 博士 

モンゴル気象水文研究所水文部長 
チュルート川峡谷(モンゴル西部アルハンガイ県) 
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特集 解説！ モンゴルの水の流れの変遷 

 ここでは、モンゴルの水の流れに関する調査結果を基にその変遷を示したのち、今後の気候変動によるモンゴル

における水の流れへの影響への適応策について解説いたします。 

モンゴル気象水文研究所水文部長 

ゴンボ ダヴァー博士 

 

はじめに 

大気圏、水圏、生物圏のシステムは、常にダイナミックな

状態にあり、相互に関係し合い、人間社会との関係もより

密接になりつつあります。このような密接な関係の最も重

要な要素が水です。水は、生活の源であり、支えであり、

また社会経済発展の原動力です。自然環境、社会経済を始

め、政治のあらゆる分野の問題が水と関係し、水源の問題

をどのように解決するかということが重要課題となってい

ます。 
 近年のモンゴルの気候は、温暖化の影響による気候変動

の乾燥期が継続しています。また、鉱山産業の進展や、過

放牧の加速化により、水不足が生じ、河川流域の自然が破

壊されるなど、その影響が人間の生活、特に遊牧民の日常

生活に悪影響を与えるようになってきました。 
 今回の調査目的は、モンゴルにおける水の流動システム、

それらの変化の傾向、気候変動に適応できる方法を見出す

ことです。この調査は、モンゴル気象水文監視庁、統計セ

ンター及び気象水文研究所水文部によって実施され、河川、

湖沼等の水のネットワークについて、1940 年代の地形図の

データ（縮尺 1：100,000）を、また、衛星画像データ

（Landsat ETM ：1989 年から 1992 年、1999 年から 2002

年）、標高データ(ASTER 90 m、DEM, SRTM 30m）、そして、

モンゴルにおける水資源に関する長期間の調査データ

（1942 年から 2008 年）を用いました。 

調査結果 

河川ネットワークは最も小さな川から大きな川まで、段

階的につながっています。モンゴルにおいては、最も小さ

いレベル 1河川が 31849、小さいものから大きなものへ、

レベル 2が河川 8406、レベル 3河川が 1976、レベル 4河

川が 424、レベル 5河川が 100、レベル 6河川が 25 あり、

レベル 7河川はオルホン川、セレンゲ川、シシヘド川、イ

デル川、エルー川、エグ川の 6つ、レベル 8河川はオルホ

ン川、セレンゲ川の 2つ、最も大きなレベル 9はセレンゲ

川です。 

モンゴルの河川の総延長は 288490km で、河川密度は

0.18km/㎢です。その内、3 分割した地域毎の河川の総延長、

総面積に対する割合及び密度は北部地域でそれぞれ

137043.02km、20.3％、0.43 km/㎢、東部地域において

36116.9km、15.95％、0.14km/㎢、西部地域において

115336.3km、63.75％、0.114km/㎢です。アルタイ、ハン

ガイ、ヘンティー山脈、フブスグル山脈、イフ・ヒャンガ

ン山脈から最初に流れ込む河川密度は高いです。最も密度

が高いミンジ川の河川密度は 2.1 km/㎢で、最も密度の低

いゴビ地域のホイト・ツェンヘル川、ボドンチ川、ナリー

ン・ゴル川などの末端の密度は 0.1 km/㎢です。 

モンゴルの河川全体の流量は、図 1によると 1978 年以降

徐々に増加し、1993 年に 78.4 ㎦になりました。その後、

流量が減少し続け 2000 年に 19 ㎦、2001 年に前年より 7㎦

増えました。さらに 2002 年に最も少なく、2003 年は平年

並み、2004 年と 2005 年は、流量の確率が 4年から 5年に

1回起こる程度の少ない年でした。2006 年と 2007 年は 3

年に 1回、2008 年と 2009 年に 5年から 6年に 1回起こる

程度の流量が少ない時期でした。 

図 1 モンゴルの河川流量の変動（1㎦/年） 

Landsat 衛星データによる 1999 年から 2002 年の湖沼

の面積と、1940 年代の地形図から取得した湖沼等の水のネ

ットワークを比較すると、湖沼の数には変化がなく、この

60 年間で総面積が 109.7 ㎢増加しました。詳細見てみます。

草原地帯に位置するブィル、ハルなど大きな湖の総面積は

9.4 ㎢減少しました。アチット、デゥルグン、ブゥーン・

ツァガーン、ウーレグ、テルメン、サンギーン・ダライ、

アイラグ、オログ、フフ・ノールなどの湖の総面積は

100.8 ㎢増加しました。草原地帯やゴビの地域に位置する

ハル(ザブハン県ツェツェン・オール)、ホトン、ホルゴン、

トルボ、フフ(ドルノド県)、ヤヒ、デゥルグン、ダヤン、

オイゴン、ハル・オス(オブス県、ウムヌ・ゴビ)、バヤン、

テリヒーン・ツァガーンなど 12 の大きな湖の総面積は

91.2 ㎢減少しました。小さな湖の総面積は 19.6－44.8 ㎢

増加し、小さい湖、最も小さい湖の面積が 431.5 ㎢と急激

に減少し、1684 の湖がなくなりました。その結果、非常に

小さい湖の数が 1722 となり、総面積が 16.9 ㎢減少しまし

た。非常に小さい湖、最も小さい湖、小さい湖の数の変化

が激しく、1999 年から 2002 年の間を、その以前と比較し

てみると 295 の湖が蒸発し、小さい湖、最も小さい湖が 50

減りました。 

モンゴルの大きな湖の水位は、1960 年前半から 1990

年中旬まで増加しましたが、近年は減少する傾向にありま

す。フブスグル湖の水位は増加し続けているのに対し、オ

ブス湖の水位は 1993 年以降若干減った程度で、これらの

湖の水位は現在まで大きな変化がみられません。しかし、

2009 年までの年間の水位が、ハル・オス湖は 2001 年以降

32cm、テリヒーン・ツァガーン湖は 2000 年以降 42cm、ウ

ギー湖は 2004 年以降 144ｃｍ、ブィル湖は 1999 年以降

183ｃｍ、

平年流量 34.6 ㎦ 
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ブーン・ツァガーン湖は 603ｃｍと減っています。特にゴ

ビ地域の湖の水位が、最も減っています（図 2 参照）。 

図 2 モンゴルにおける湖の水位変動 

このような水位変動によって湖の水量も変化します。ハ

ル・オス湖の場合、水量が安定していますが、若干減少す

る傾向があります。近年、オブス湖の蒸発が進行し、それ

に伴って水位が低下する傾向が見られます。ゴビ地域のウ

ギー、ブイル、ブーン・ツァガーン、ヒャルガスなどの湖

の蒸発が進み、水流も少なくなったことが原因で水位が急

激に減少しています。 

1940 年代の地形図によると氷雪地域の氷河の面積は、

サマルタイ 3.31 ㎢、チャンドマニ 2.83 ㎢、ツァガーン・

オーツ 6.69 ㎢、ハイルティーン・ダワー2.79 ㎢、ハジミ

ーン・サラー4.04 ㎢、スタイ 14 ㎢、ハトー5.89 ㎢でした

が、1989 年から 1992 年までの Landsat 衛星データによる

と氷の面積がサマルタイ 3.05 ㎢、チャンドマニ 1.15 ㎢、

ツァガーン・オーツ 6.60 ㎢、ハイルティーン・ダワー

2.96 ㎢、ハジミーン・サラー4.25 ㎢、スタイ 10.81 ㎢、

ハトー5.89 ㎢と変化しています。これらのデータによると

氷河の面積が平均 12.3％減少していることが分かります。 

 Landsat 衛星データによる 25 の氷雪地域の氷河の面

積に関する 1989 年から 1992 年までのデータと 1999 年か

ら 2000 年までのデータを比較した結果、氷河の面積が

9.8％減少していることが分かります。このような調査結

果からこの 60 年間でモンゴルの氷河の面積が平均 12.3％

減少しているといえます。 

 現在の河川や湖沼の年間及び四季の流量の変化には、

次の 4つの特徴を持った形態があります。1つ目は、年間

及び各季節を通じて流量が増加するもの、2つ目は、年間

及び春と夏の流量が減少し、秋と冬の流量が若干増加する

もの、3つ目は、冬だけ流量が増加するもの、4つ目は、

四季を通じて流量が減少するものです。1 つ目の形態には、

氷河から流れるアルタイ山脈の河川、ハンガイ山脈オトゴ

ンテンゲル山から流れる河川、ボグド山、フブスグル山か

ら流れる河川が含まれます。2つ目の形態には、凍土が続

いている、または部分的に凍土が広がっているハンガイ山

脈の北部、ヘンティー山脈から流れる河川が含まれます。

3つ目の形態には大きな河川の下流、4つ目の形態には、

ハンガイ山脈の南部及び西部、アリタイ山脈の南部、ゴ

ビ・アルタイ山から流れる河川、ゴビ地域の河川や一時的

に流れる小川などが含まれます。 

 氷の厚さが減少し、氷が厚くなる時期が遅くなってい

ることが、寒い季節に氷が割れてしまう原因となっていま

す。水の温度変化の増加が、水中の生物、植物にも影響を

与えています。フブスグル山、ハンガイ山脈の南部、西部

から流れる河川の水の温度が最も高い 7月には河川の量が

増えるに連れて徐々に平均 1℃から 2℃上がっています。

氷河が注ぐ河川や長年続く凍土があるアルタイ山脈の北部

から流れる河川の温度は、1℃から 4℃程度下がっています。

ハンガイ山脈の北部から流れる河川の上流は、1℃から 2℃、

一部の河川の下流は、5度まで上がっています。ヘンティ

ー山脈から流れる河川の上流の温度は 1℃から 3℃下がり、

中流及び下流の温度は同程度上がる傾向があります。 

図 3 モンゴルの地勢図 

河川の流量が少ないことに関係し、地下水の量と、そ

の水位が減少しています。1997 年から 2009 年までモンゴ

ルのゴビ、草原地帯、ハンガイ地域において、フブスグル

県のムルン、ウブルハンガイ県のアルバイヘール、バヤン

ホンゴル県のエヒーン・ゴルを対象に行った地下水の水位

観測によると水位減少は、エヒーン・ゴルでは比較的少な

く 0.50m、アルバイヘールでは最も激しく 3m でした。ムル

ンの水位は 2000 年から 2009 年まで 0.55m 減少しています。

このような河川状況の変化の対策として、水資源の総合的

な改善計画を作成し、実行することが不可欠です。 

参考文献 

1.”Mongol ornii gadargiin us” Ulaanbaatar, 1999 

2. G.Davaa, T.Kadota, Kh.Purevdagva, D.Baasandorj, 

“Tsambagarav uuliin mustliin sudalgaanii  

uridchilsan dun” Altai sudlaliin hureelengiin 

setguul, Ulaanbaatar, 2005 

3.“Mongol ornii gadargiin usnii gorim, nuuts, 

unelgee, prognoz” SHUT-iin tusliin tailan, Tsag 

uuriin hureelen, Ulaanbaatar, 2009 

4. D.Tsedevsuren “Tuuhiin survalj bichgees uur 

amisgaliin uurchlultiig mogtooh asuudald” UTSUH-

iin buteel No12,xx.101-109, Ulaanbaatar, 1987  
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「第 3 回日モ環境オアシス」開催します！ 
 
「日・モ環境オアシス」は、日本とモンゴルの研究者

が講演者となり、政策決定者や市民の皆様を対象として、

最新の知見を提供し、講演者と参加者の活発な意見交換

を行うものです。研究者の得意分野を出し合い日・モ両

国の「環境シナジー(相乗効果)」を向上させていくこと

を目的としています。本号では、「第 3回日・モ環境オ

アシス」開催日時・場所、そして講演内容について、ご

紹介いたします。 
概要 

今回は、モンゴル気象水文研究所のダヴァー博士・部

長をお迎えして、モンゴルの気象水文研究所による湖や

川の調査結果をもとにモンゴルの水の流れの変遷につい

ての解説と、意見交換を行います。 

 

-日時：2010 年 10 月 10 日（日）14：00～16：00 

-場所：モンゴル日本センター 

-主催：北海道大学、モンゴル気象水文研究所 

-プログラム 

 14:00～14：10 開会挨拶 

 14:10～15：10 講演 

 「モンゴルの水の流動システムの調査結果」  

  モンゴル気象水文研究所  

  ゴンボ ダヴァー博士・水文部長 

 15:10～16:00 総合討論 

   司会 宮崎真特任助教(北海道大学地球環境科学研究院) 

 

講演者紹介 ゴンボ ダヴァー博士 

 -モンゴル気象水文研究所水文部長 

 -専門：大陸の水文研究  

ロシアのサンクト・ペトロブルグ

市の気象水文大学において大陸の

水文研究の技術者として修士課程

修了。アイスランドのガリワイ市

の水研究国際プログラム、国際原

子力機関が実施した水の同位体研究プログラムに参加し、

現在は、モンゴル気象水文研究所水文部長として研究者

のリーダーを勤めている。ダルハン市の農業気象水文局

で勤めていた時、1986 年から 1990 年まで水収支の実験

センターを設立し、モンゴル国における水と雪の蒸発に

ついて気象水文の基本要素との比較研究を行い、適切な

測定方法を明らかにし、産業における水利用の新たな方

法を導入した。また、土壌蒸発、農業用の給水の現状を

調査したことにより、実用的な効果をあげた。 

1996 年に地理学分野において「モンゴル国の湖沼水、

その特徴及び変化の傾向」というテーマで博士号を取得。

このときの調査結果に基づいて、「セレンゲ県の水資

源」「モンゴル国における河川水」という著書を発表し

た。また、「モンゴル国の自然環境」という著書の「モ

ンゴル国における河川水」という部分をモンゴル語と日

本語で出版した。共同研究の成果として、2006 年に

「オンギ山の水減少の原因」、2007 年に「ウギー湖の

参考書」、2010 年に「モンゴル国における水研究」、

同年に「水の測定方法」などの著書及び論文を発表した。

モンゴルの地質生態、水のバイオロジー、氷、氷河に関

する研究の基礎を作った人物でもある。2002 年から共

同研究としてモンゴルのタワンボグド山のポタニンの氷

河、ツァンバガラブ、テゥルゲン、ムンムハイルハン等

の山岳地域の氷の研究を行っている。現在、水とエネル

ギーの循環に関する研究を海外の研究者と共同で行って

いる。UNESCO の国際水研究プログラムの理事長、世界

気象機関のモンゴルの水研究に関する顧問、気象水文学

会の会長でもある。 

講演要旨 

大気圏、水圏、生物圏のシステムは、常にダイナミッ

クな状態にあり、相互に関係し合い、人間社会との関係

がより密接になりつつある。このような密接な関係の最

も重要な要素が水である。水は、生活の源であり、支え

であり、また社会経済発展の動力でもある。自然環境、

社会経済を始め、政治のあらゆる分野の問題が水と関係

し、水源の問題をどのように解決するかということが重

要課題となっている。 

 近年のモンゴルの気候は、気候変動の乾燥期が継続

している。また、鉱山産業の進展や、過放牧の加速化に

より、水不足が生じ、河川流域の自然が破壊されるなど、

人間の生活、特に遊牧民の日常生活に悪影響を与えるよ

うになってきた。 

 今回の調査目的は、モンゴルにおける水圏の流動シ

ステム、それらの変化の傾向、気候変動に適応できる方

法を見出すことである。この目的を達成するためには、

社会経済状況や、河川や湖沼地域の自然環境の流動シス

テム、それぞれの分析、相関関係など複雑なメカニズム

を含む数理的モデルの結果を活用することが重要である。 

 モンゴル気象水圏監視庁、統計センター及び気象水

圏研究所水圏研究部による河川、湖沼等の水のネットワ

ークデータ、縮尺 1：100,000 の地形図データ、Landsat 

ETM の衛星データ（1989 年から 1992 年、1999 年から

2002 年）、標高データ（ASTER 90m、SRTM 30m）、モン

ゴルにおける水資源に関する長年の調査データ（1942

年から 2008 年）をまとめ、河川、湖沼、氷河などに起

きている変化を明らかにするとともに、それに適応する

方法を見出すことができた。
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第 2 回日モ環境オアシスをモンゴル国立大学講堂にて 2010 年 5 月 15 日に開催しました！約 40 名の方々

にご参加いただき、活発な討論が行われました。ここでは、その様子をご紹介します。プログラムや講演要

旨は日蒙環境ソニン第 3 号をご参照ください。 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議論の行方は？ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：いいえ、立木に鉛筆の先

の 0.8mm ぐらいの太さの穴

を開けて観測します。

基調講演者 バータービレグ博士・教授 

コラム 1 「第 2 回日モ環境オアシス」開催報告 

Ａ：昔の建造物に使われている木や

鉱山などの発掘で発見された木を使

えば古いものも分析できます。 

Ａ：鋭い指摘ですね。まだデータ数が少

ないのではっきりとは言えないです。 

Ａ：予測には不確定な部分がある

が、成果は新聞・ラジオ・講演会

等を通じて周知している 

モンゴルの森林の年輪観測

データから年代測定と気候

状況から復元された過去の

干ばつについて明らかにし

ました。 
熱心に聞き入る参加者！

バータルビレグ教授

研究の基礎について専門外

の方々にも分かりやすいよ

うに、丁寧に解説して頂き

ました。 

司会：宮崎博士 

Ｑ：年輪観測は伐採

した木を用いるので

すか？ 

Ｑ：この研究を基に干ばつの将来

予測ができれば、政策にも生かせ

るのではないですか？ 

Ｑ：2000 年以降の干ばつは

1400 年ごろと似ている。600
年ぐらいの周期がありますか？

Ｑ：1000 年以上の樹齢の

木はないようですが、そ

れより古いデータはどう

やって出したのですか？
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2010 年 7 月 16 日～26 日まで、北大 IFES-GCOE 主催でモンゴルフィールドサマースクール「ユーラシア・エコトー

ン：モンゴルにおける生態系の持続的利用」が行われました。このサマースクールは、異なる研究分野の研究者が

実りある議論やアイデアの交換を通じて、モンゴルで現在進行している生態系の劣化について理解し、考察する機

会を提供するために行われました。サマースクールにはモンゴル、日本、中国、ロシア、バングラディッシュから

21 名の学生が集結しました。ここでは、その内容と実習風景をご紹介します。

7 月 16 日～17 日： 講義               

モンゴル国立大学で集中講義を受講しました。サマー

スクールの研究テーマとなっている永久凍土、森林、草

原、水文気象、環境汚染という課題について、日モの研

究者が参加した学生に向けて、図等を用いて分かりやす

く講義をしました。 

 

 

講義の様子 

 

 

 

 

 

 

 

熱心に講義を 

聞く参加者 

 

 

 

 

 

 

歓迎会の様子 

 

         

 

 

 

 

 

参加者集合写真 

 

7 月 18 日～24 日： フィールド実習 

サマースクールのテーマ毎に 5つのグループに分かれ

て、モンゴル各地でのフィールド実習やモデリング実習

を行いました。 

グループ 1：永久凍土変動とその影響 

モンゴル西部アルハンガイ県チュルート川流域の永久

凍土地形において、ボーリングによる永久凍土の分析、

電気探査による物理組成調査、湖の面積測定を行いまし

た。その結果、川を挟んで北向き斜面から南向き斜面ま

での永久凍土の分布状況が分かりました。 

 

 

 

 

ボーリング  

の様子 

 

 

 

 

 

 

 

電気探査の  

様子 

 

 

 

 

 

グループ 2：森林の過去と現在の状況 

モンゴル中央部トゥブ県バツンブル郡ウドレグ村のモ

ンゴル国立大学研究林とその周辺域において、森林火災

跡地と自然林を比較し、森林火災による林分構造の変化

と土壌呼吸量(微生物による分解に伴う CO2放出量)の変

化について調査しました。その結果、森林火災の有無に

よる林分構造や土壌呼吸の違いが明らかになりました。 

 

コラム 2 「IFES-GCOE モンゴルフィールドサマースクール」実施報告 
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森林火災跡地     

の調査風景 

                    

                    

 

  

 

 

土壌呼吸の 

測定風景 

 

 

グループ 3：草原劣化と社会経済背景 

 モンゴル中部のトゥブ県アルタンブラグ郡、ホスタ

イ国立公園、バッツンブル郡において草原の植生状態を

調査するとともに、遊牧民の生活状況を聞き取りました。

その結果、遊牧民の住居の位置と草原劣化の関係が明ら

かになりました。 

 

 

草原の状態 

調査 

 

 

 

 

 

 

遊牧民への聞

き取り 

 

 

 

 

グループ 4：地域規模の水文気象 

ウランバートルの気象水文研究所における気候モデル

の実習を行いました。モデルによる計算結果は観測結果

を概ね再現しました。また、観測の状況を学ぶためにウ

ランバートル郊外の気象レーダー観測施設の見学、テレ

ルジの河川流量観測施設の見学を行いました。 

 

 

モデル実習

の様子 

 

 

 

 

 

 

 

河川流量観

測の実習 

 

 

 

 

グループ 5：環境汚染 

モンゴル中央県ザーマの金山においては、違法採掘者

と鉱山開発会社による採掘状況と廃水処理について調査

しました。エルデネトの銅とモリブデンの鉱山では、鉱

山開発会社への聞き取りとともに、精錬後の廃水貯水池

の土壌と水を採取して分析しました。 

 

 

 

ザーマ金山

での調査 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

エルデネト 

銅山 

 

 

 

 

23



 共通するから手を結び、違いがあるから価値がある  2010/10    

                       

 

7 月 25 日～26 日： 実習成果とりまとめ発表 

7 日間のフィールド(モデリング)実習によって得られ

た調査結果の解析と発表用の資料作成を各グループに分

かれて行いました。限られた時間の中での準備だったの

で、深夜までやっていたグループもありました。成果発

表会では、各グループで趣向は異なりましたが、実習で

学んだことを良くまとめてありました。発表に際して、

参加した学生さんから多くの質疑があり、活発な議論が

なされていました。さらに、一部の参加学生が自分の研

究を紹介して、そこでも活発な議論が交わされました。

最後に参加学生に修了書が授与されました。終了式の後

は、お別れ会が行われ、仲良くなった仲間との別れを惜

しんでいました。 

 

 

 

成果発

表の準

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果発表

の練習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果発表

の様子 

 

 

 

 

 

 

 

発表への質疑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修了書を手

に記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お別れ会

で談笑 

 

 

 

 

 

お別れ会で

ダンス 

 

やり遂げました！ 
モンゴルの人と自然

に感動！ 

様々な国・分野の人と有意

義な議論ができました！

沢山の友人ができました！
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2010 年 7 月 30 日と 31 日にモンゴル日本センターにおいて、北大 IFES-GCOE と NPO 法人モンゴルエコフォーラムの

主催で「日モ環境デー」が行われました。日モ環境デーは、日本とモンゴルの国際協力により、日本とモンゴルの

市民・政策決定者等が、モンゴルの環境の過去と未来に関して関心を持ち、考える機会を提供することを目的とし

ています。ここでは、その内容をご紹介します。 

7 月 30 日：モンゴル伝統音楽コンサート 

このコンサートは、モンゴルの伝統音楽の中にある環境

に関するモンゴル人の想いをくみ取り、それをモンゴル

の環境を考える上で生かすために行いました。モンゴル

の伝統音楽とモンゴルの環境や日本の文化との関係が分

かりました。 

プログラム 

18:00-18:05 開会 

第 1 部  モンゴルの自然を謳う(国立馬頭琴交響団) 

モンゴル国長唄、民謡： E.Eenetsetseg 

ホーミー： E. Dawaazorig 

馬頭琴： N. Jigjiddorj 

第 2 部 モンゴルの自然は地球の宝。世界の自然、  

生物、環境の現況へのアプローチ 

N.JANTSANNOROW 作曲« “心に残るゴビ” 

馬頭琴、ホーミーの紹介» 

フムーン トゥルルフトゥン（鉄道歌） 

第 3 部 «自然環境とモンゴルの音楽 

歌ってみよう！ホーミーはどうやって歌うの？弾い

てみよう！ 

馬頭琴の弦はどうして２本＞モンゴル民族伝統の素

晴らしさを次世代につなよう。 

音楽は国境を越えて流れてる！ 

・ジ. プッチーニ （マダムバタフライ） 

  “オペラ（チョウ チョウ サン）のアリア”  

 オペラ－バレエ劇場のプリマドンナ  

モンゴル国功労女優、S. MUNGUNTSETSEG 

・ナ．ジャンツァンンロブ  

“川の沿岸へ来てください ロマンス” 

 オペラ－バレエ劇場のプリマドンナ  

モンゴル国功労女優、S. MUNGUNTSETSEG 

・セン サンス  

   “白鳥”  

    オペラ－バレエ劇場の 

   ピアニストコンサートマスター 

       モンゴル国功労女優 B.SOLONGO 

・ラ．ムルドルジ 

  “草原の四季” オペラ－バレエ劇場の 

 ピアニスト-コンサートマスター 

モンゴル国功労女優 B.SOLONGO 

19:55-20:00 閉会 

 

 

 

 

 

 

7 月 31 日：モンゴルの環境シンポジウム 

このシンポジウムは、地球温暖化やモンゴルの気象、

森林、水等の環境変化をテーマにして行いました。基調

講演では温暖化と森林についてとても分かりやすく解説

されました。サマースクール参加学生も講演者、パネラ

ーになり活発な質疑応答、議論がなされました。このシ

ンポジウムを通じて、モンゴルの環境についての問題等

が浮き彫りになりました。 

 

 

コラム 3 「日モ環境デー」実施報告 

司会：中川道子氏 
馬頭琴と長唄 

ホーミーを体験！ 

馬頭琴を体験！ 

素晴らしい歌声！ 馬頭琴とピアノの共演！
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     プログラム 

9:30-9:40 開会の辞 

 宮崎真氏(北海道大学大学院地球環境科学研究院) 

9:40-11:40 (各 60 分(発表 30 分、逐次通訳 30 分) 

 基調講演 

・地球温暖化：世代・立場を超えた想い 

山中康裕氏(北海道大学大学院地球環境科学研究院 

IFES-GCOE 拠点リーダー) 

・気候変動と人為影響に伴う森林破壊と森林再生 

ジャムスラン ツォフトバータル氏 

(モンゴル科学アカデミー地生態研究所長) 

11:40-13:00 休憩  

13:00-13:30  (発表 15 分、逐次通訳 15 分) 

・IFES GCOE フィールドサマースクールの紹介 

 石川守氏(北海道大学大学院地球環境科学研究院 

IFES-GCOE 海外観測留学生推進室長) 

13:30-15:10 (各 20 分(発表 10 分、逐次通訳 10 分) 

サマースクール参加学生による発表 

・永久凍土の変化とそれに関連する地形変化： 

モンゴル・チュルート川流域の事例 

 アディア サルールザヤ氏 (モンゴル人、 

北海道大学大学院環境科学院) 

・モンゴルにおける森林火災の構成・組成・バイオ 

マスダイナミクスと二酸化炭素の応答 

 朱春茂氏 (中国人、北海道大学大学院環境科学院) 

・社会経済背景とモンゴルの草原の利用と復元過程 

小野智郁氏 (日本人、北海道大学大学院環境科学院) 

・モンゴルにおける気候変動と極端気象 

 アルタンゲレル バットボルド氏 (モンゴル人、 

北海道大学大学院環境科学院) 

・ヒトと自然を守りたい、モンゴルの水質調査から 

見えるもの 

 三原義広氏 (日本人、北海道大学大学院環境科学院) 

15:10-15:25 休憩 

15:25-17:15  パネルディスカッション   

      ファシリテーター：山中康裕氏 

   パネリスト(講演者全員) 

   中川道子氏(モンゴルエコフォーラム) 

17:15-17:30 まとめと閉会の辞 

 

            

            

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

【今後の予定】 

2011 年 2 月 

 第 4 回日モ環境オアシス開催 

 日モ環境ソニン第 5号発行 

---------------------------------------------- 

本紙の編集・出版 

 北海道大学大学院環境科学院 

 グローバル COE プロジェクト支援ユニット 

 宮崎真、吉村暢彦 

〒060-0810 北海道札幌市北区北十条西 5 丁目 

  E-Mail : gcoe@ees.hokudai.ac.jp 

 Tel : 011-706-4861,4862 

  Fax : 011-706-4867 

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

基調講演・司会 
：山中博士 

基調講演： 
ツォフトバータル博士

パネル討論 

温暖化や森林に関する熱い議論！

熱心に聞き入っていました！
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・特集 解説！モンゴルの草原と気候 

・「第 4 回日モ環境オアシス」の開催！ 

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

・コラム：「第 3 回日モ環境オアシス」の開催報告 

HEADLINE 

日モ環境ソニン 
２００９年１１月に創刊した日モ環境ソニン(モンゴ

ル語で新聞の意味)の第 5 号です。環境に関連した知見

を日モの研究者等が協力して、専門家以外の皆様にも

分かりやすくお伝えすることを目的としています。 
 今回のテーマは「草原と気候」です。モンゴルの環

境を考える上で、草原は不可欠な存在です。遊牧民が

家畜に食べさせる草という自然資源の量は気候と密接

な関係があります。気候の中でも特に雨の量は、土の

中の水分量の変化を通じて、草の成長の良し悪しを決

めると言われています。 
 しかし、近年の気候変動により、モンゴルの雨の降

り方や季節の中での配分、年ごとの雨の量の変動が、

過去とは違う傾向を示し始めています。 
本号では、特集記事として、モンゴルの草原と気候の

関係を取り上げ、草の成長に影響を及ぼす気候条件に

ついて様々な研究成果を通じて迫ります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
    
                 
                            
 
 
 
 
 
      
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Vol.５

モンゴルの草原と気候 
 
 モンゴルの主要な産業である遊

牧は、草の成長の良し悪しに左右

されます。遊牧民は良い草がある

場所を求めて移動しますが、その

範囲は限られています。草の成長

の良し悪しは、その年の雨量とそ

の配分が大きく影響します。 
 モンゴルは降水量の年ごとの変

動が大きい地域なので、草の成長

量も年ごとに大きく変動します。

草原資源の増減は自然変動だけで

なく、社会経済背景も影響しま

す。1990 年の市場経済化後に約

20 年間で家畜の頭数が約 2 倍にな

り、放牧圧の増加のために草原の

荒廃が懸念されています。 
 私は今までモンゴルの草原と気

候の関係について長らく研究して

きたので、その成果と他の研究者

の成果を合わせて皆様にここで解

説いたします。 
  

     
 

宮崎真 博士・特任助教 
北海道大学大学院地球環境科学研究院 

草原と馬（モンゴル国西部ウブルハンガイ県） 
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特集 解説！ モンゴルの草原と気候  

ここでは、モンゴルの遊牧民の生活にとって欠かせない存在である草原の草の成長と気候の関係について、様々な

研究成果を基に分かりやすく解説いたします。

北海道大学大学院地球環境科学研究院                  

特任助教 宮崎真博士 

 

はじめに 

 モンゴルの気候の特徴は、気温の年較差が約 60℃と

大きいことと、降水量の南北格差が大きい(年 50mm～

400mm)ことです。モンゴルでは年間の降水の約 9割が暖

候期にもたらされ、北から南に向かうにつれて降水量が

少なくなります。 

この気候条件に対応して、北部から森林、森林草原、

草原、乾燥草原、砂漠が分布しています。モンゴルの主

要な産業の一つである遊牧は、草原地域の草を家畜に食

べさせて、肉や毛皮などを利用するものです。遊牧を行

う上で重要な草原の草の成長の良し悪しは、このような

気候条件に左右されます。 

本稿では、モンゴルの草原と気候の関係について解説

いたします。 

草原と気候の関係 

筆者らがモンゴル中部のアルベイヘールに自動気象観

測装置を設置して行った研究成果 1 を最初に紹介します。 

観測を行ったアルベイヘールは草原に属し、年平均気

温と年降水量はそれぞれ 0.4℃と 245mm です。観測地点

の付近での主な植生はイネ科 (例：Stipa Gobica)、カ

ヤツリグサ科(例：Artemisia adamsii) です。約 20 年

間の気象データと人工衛星による植生データを解析した

ところ、7月の降水量が多いと 7、8、9月の LAI(LAI: 

Leaf Area Index：単位面積(1 ㎡)あたりに葉が占める

面積の割合)が大きくなるという関係性が分かってきま

した。一方、気温と LAI の間に強い関係性はありません

でした。 

次に 1999 年と 2000 年の生育期(5 月～9月)の水収支

と水文気象要素の観測データの解析結果を見てみます。 

1999 年は 7月までの生育期に、総降水量の約 70％が

降ったのに対し、2000 年は約 40％でした。このような

降水量の配分の違いが表層土壌水中の分量の違いをもた

らし、6、7月で比較すると 1999 年の方が 2000 年より

も土壌水分量は高くなっていました。 

草の成長と関係のある蒸発散量を見てみると、1999

年には、7月中旬に 1.74 mm/day で年最大になったのに

対し、2000 年には 8月に 1.48 mm/day で最大になって

いました。2000 年は 7月までの降水量が少なかった事

により、土壌水分量も低く、草の成長も悪かったために、

蒸発散量も低くなりました。実際、1999 年の方が LAI

も高く、2000 年の約 2倍となっていました。以上の事

から 7月までの降水量と土壌水分量が草の成長に大きく

影響を与える事が分かりました(図 1)。 

2000 年のように 8月以降に降水が多くあっても、草

の成長が悪いのは、9月中旬以降は気温が 10℃以下に低

下し、草の成長のために重要な温暖な期間が足りないか

らだと考えられます。 

 

図 1：モンゴルの草原と気候の関係 

 次に筆者らの研究に関連した研究が他の研究者により

行われているので、それをご紹介します。 

モンゴル全土の 97 地点の気象データと人工衛星によ

る植生データの解析結果によると、草の急成長期(6-7

月)の降水量が多いと、同時期および最盛期(7 月下旬-8

月)の草が良く成長していました 2 3。また、最盛期の降

水量は草の成長には影響せず、その時期の気温が高いと

草があまり成長しませんでした 2。ヘンテイ山脈の一部

の地域では積雪が多いと急成長期の草が良く発育しまし

た 2。草原域で 6月から 8月の降水量が平均よりかなり

多いと植生量が最高に達する時期が平均より 20-40 日早

くなりました 3。 

次にモンゴルの草原で主な草の一つであるイネ科の

Stipa spp.の生物季節に着目して、森林草原のブルガン、

草原のアルベイヘール、乾燥草原のマンダルゴビの観測

データを使用した研究 4について紹介します。 

モンゴルの草原地域では、草の成長期の気温は十分に

高いので、土壌の水分が草の成長に最も重要な要素であ

ることが分かりました 4。草の発芽は、特定の気温や積

算気温に達するかどうかは関係なく、5日前からの降水

が必要な条件です 4。草の生育期間の長さは生育期間の

降水量に依存します 4。さらに、乾燥草原の 3地点(マン

ダルゴビ、サインシャンド、ダランザドガド)における

研究によると、7月の降水量が多いと草の成長が良くな

ることが分かり、降水量が少なく気温が高い場合は草の

成長が悪いことが分かりました 5。 

森林草原、草原、乾燥草原の観測データとモデルを用

いた研究から草の成長量は、降水量より土壌水分量と強

い関係があり、降水量と土壌水分量の間に半月程度の変

化の遅れ、降水量と植生の成長量の間に 1ヶ月程度の変

化の遅れで関係があることが分かりました 6。雨が入ら

ないように人工的覆いをかけて 60－80 年に 1度起きる

28



 共通するから手を結び、違いがあるから価値がある  2011/03    

                       

ような干ばつを想定した実験によると、草の種類によっ

ては地上部が干ばつで枯死しても、草の地下部が枯死し

てなければ、降水を与えると復活することが分かりまし

た 7。 

まとめ 

 これまでの研究から、モンゴルの草原の草の成長は夏

季前半の降水量の多少によって、草の成長の良し悪しが

左右され、草の生育最盛期に降水が少なく気温が高いと

草の成長が悪くなることが分かりました。また、草の種

類によっては地上部が枯死しても、地下部が枯死しなけ

れば、降水後に草が復活しやすいことが分かりました 
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「第 4 回日モ環境オアシス」開催します！ 
 
「日・モ環境オアシス」は、日本とモンゴルの研究者

が講演者となり、政策決定者や市民の皆様を対象として、

最新の知見を提供し、講演者と参加者の活発な意見交換

を行うものです。研究者の得意分野を出し合い日・モ両

国の「環境シナジー(相乗効果)」を向上させていくこと

を目的としています。本号では、「第 4回日・モ環境オ

アシス」の開催日時・場所、そして講演内容について、

ご紹介いたします。 
概要 

今回は、北海道大学大学院地球環境科学研究院の宮崎

真博士が、モンゴルの気候と草原の関係について、講演

者本人やその他の研究者の成果をもとに解説し、意見交

換を行います。 

-日時：2011 年 3 月 4日（金）16：00～18：00 

-場所：モンゴル日本センター 

-主催：北海道大学 

-プログラム- 

 16:00～16：10 開会挨拶 

 16:10～17：10 講演 「モンゴルの草原と気候」  

  北海道大学大学院地球環境科学研究院  

  宮崎真 博士・特任助教 

 17:10～18:00 総合討論 

   司会 宮崎真特任助教(北海道大学地球環境科学研究院) 

講演者紹介 宮崎 真博士 

 -北海道大学大学院地球環境科学研究院・特任助教 

 -専門：水文気象学  

筑波大学大学院博士課程地球科学研究科地理学・水文

学専攻にて博士(理学)の学位を取得。筑波大学陸域環境

研究センター・助手、科学技術振興機構・研究員、東京

大学生産技術研究所・特任助手、国立環境研究所地球環

境研究センター・NIES フェローを経て、2009 年 7 月よ

り現職。筑波大学大学院在学中の 1993 年に初めてモン

ゴルを訪問し気象観測を開始して以来、40 回近くモン

ゴルを訪問してモンゴルにおける草原や森林と気候水文

条件の関係に関する観測・モデル研究を行ってきた。

2007 年 4 月より NPO 法人モンゴルエコフォーラム運営

委員、2009 年 11 月に創刊した日蒙環境ソニンの編集長、

2010 年 2 月から開始した日モ環境オアシスおよび 2010

年 7 月の日モ環境デーの企画・運営を務めている。 

講演要旨 

草原から得られる生態系サービスは、遊牧民の生活に

必要不可欠である。草原生態系の復元力は、人間活動に

よる撹乱(例えば過放牧、車による影響、鉱山開発)の影

響を受けている草原生態系からの恵みを維持するための

基盤となっている。 モンゴルの草原の成長は、夏季の

総降水量よりも、その配分に大きく影響を受ける。それ

は、土壌中の水分量が降水量やその頻度により変化し、

土壌水分量の多少が草の成長に影響を与える。特に夏季

の前半(7 月まで)の降水量の多少は、その年の草の生育

の良し悪しに深く関係している。 

 夏季に草がしっかりと成長せず、秋季までに家畜が

十分に牧草を食べないまま、冬季を過ごすと肉や脂肪を

十分に蓄えられない。その後、春季に多量の降雪によっ

て地表面が厚い積雪に覆われると、家畜が枯れ草を食べ

られなくなり大量死する事がある。このように家畜が大

量死する災害をゾドと呼ぶ。ゾドは過去にも何回か起き

ているが、2000 年、2001 年、2002 年と連続して起き、

最近では 2009－2010年に起きた。ゾドには、天候だけ

でなく、過放牧などの人為的な要因も絡んでいる。さら

に、牧草の根が地下に残っているかどうか、また、夏に

降水量が十分にあるかどうかで、牧草が回復する量が変

わってくるといわれている。本講演では、モンゴルの草

原の成長と気候との関係について、講演者の研究成果と

他の研究者の成果を合わせて解説する。
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第 3 回日モ環境オアシスをモンゴル日本センターにて 2010 年 10 月 10 日に開催しました！約 20 名の

方々にご参加いただき、活発な討論が行われました。ここでは、その様子をご紹介します。プログラムや講

演要旨は日蒙環境ソニン第 4 号をご参照ください。 

                             

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本紙の編集・出版 

北海道大学大学院環境科学院グローバル COE プロジェクト  

宮崎真、吉村暢彦 

〒060-0810 北海道札幌市北区北十条西 5 丁目 

  E-Mail : gcoe@ees.hokudai.ac.jp 

 Tel : 011-706-4861,4862 Fax : 011-706-4867 

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

コラム 1 「第 3 回日モ環境オアシス」開催報告 

司会：宮崎博士 

基調講演者  

ダヴァー博士・部長 

議論の行方は？ 

気候変動は遊牧民の

生活にどういう影響

を与えていますか？

河川水や湖水が減少すると

したら、地下水の利用を促

進してはいかがですか？

洗炭してないので鉱山作業は水

を沢山は使っておらず河川水量

への影響は少ないのでは？

アルタイ山脈の氷河の水は河川

にどのくらい流れていますか？

氷河がどんどん減少しています

が将来はどうなりますか？

2002, 2007, 2009 年に起こった干

ばつはゾドの一因ともなり、遊牧

民は多数の家畜を失いました。 

モンゴルは他の国に比べて地下水の割

合が少なく表面水の 3 割程度ですの

で、やはり表面水の利用が必要です。

鉱山産業は河川の流量の元の 7 割

を占める場所の水を利用している

ので影響が大きいです。 

毎年の変動が大きいですが、その周辺の河

川の 1 年間の水量の 6-7 割は、氷河、雪に

よる水です。

まだ 2002 年から観測を始めたばかりで、

しかも涵養期ではなく消耗期のデータを元

にしているので分からないですが今世紀末

にはかなり融けると考えられます。 

【今後の予定】 

2011 年 6 月 

 第 5 回日モ環境オアシス開催 

日モ環境ソニン第 6号 発行 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

会場からの質問と回答 

熱心に聞き入る参加者！ 

モンゴル気象水文監視庁

気象水文研究所が実施し

た長年の川や湖の観測、

水資源の調査を行った結

果、川や湖、水資源が変

化していることが明らか

にされ、今後、その変化

に適応する方法を探る必

要性を述べました。
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・特集 解説！永久凍土の長所と短所 

・「第 5 回日モ環境オアシス」の開催！ 

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

・コラム：「第 4 回日モ環境オアシス」の開催報告 

HEADLINE 

日モ環境ソニン 
２００９年１１月に創刊した日モ環境ソニン(モンゴ

ル語で新聞の意味)の第 6 号です。環境に関連した知見

を日モの研究者等が協力して、専門家以外の皆様にも

分かりやすくお伝えすることを目的としています。 
 今回のテーマは「永久凍土」です。永久凍土とは多

年に渡って土壌が凍っているものをそう呼びます。モ

ンゴルは、シベリアから続く永久凍土帯の南限に位置

しております。永久凍土の存在は、雨が地下深部へ浸

透してしまうのを防ぎ、森林を維持しているといわれ

ています。 
 モンゴルはシベリアに比べて地表温度が高いため

に、気候変動のシグナルに敏感に応答する地域である

といわれており、永久凍土の変化を把握し、今後の変

化を予測することは重要です。 
本号では特集記事として、永久凍土ついて様々な研究

成果から解説していきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
    
                 
                            
 
 
 
 
 
      
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Vol.6

永久凍土について 
 
 モンゴルの北部や西部山岳地域

には、2 年以上 0℃以下に保たれた

状態の土壌を指す永久凍土が存在

します。永久凍土の発生や存続、

そして消滅は気候の変動と深く関

係します。しかし、永久凍土は地

表からある程度の深さにあるため

に、気候の変動の影響は、時間差

をもってあらわれます。 
 永久凍土は、湿気と水を含んで

いるので、地下水の資源としての

役割もあります。また、森林など

の地表の生態系の生育環境の調整

にも寄与しています。一方、永久

凍土の融解に伴って地盤沈下を引

き起こすこともあります。 
 私は今まで永久凍土について長

く研究してきたので、今回は、そ

の長所と短所について皆様に解説

したいと思います。 
  

 
 

ヤムヒン ジャンバルジャブ 
永久凍土研究室長 

モンゴル科学アカデミー地理研究所 

永久凍土地帯の特徴的地形（モンゴル国中部トゥブ県） 
ピンゴと呼ばれ、窪地に溜まった水が地表下で凍り、 

地上を押し上げた地形。 
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特集 解説！ 永久凍土の長所と短所  

ここでは、モンゴル北部や西部の山岳地域に多く分布する永久凍土の長所と短所について、様々な研究成果をもと

に解説いたします。

モンゴル科学アカデミー地理研究所                  

永久凍土研究室長  

ヤムヒン ジャンバルジャブ博士 

 

はじめに 

 永久凍土とは 2年以上 0℃以下に保たれた状態の土壌

を指します 1。ここで述べる土壌は、地殻の一番表面の

部分で土と石が含まれるところです。この定義によると

永久凍土は、必ずしも氷を含んでいる必要がなく、「乾

燥永久凍土」という用語を使うこともあります。永久凍

土を示す重要な要素は、地表温度と時間です。凍結時期

や凍結までの地表温度によって、永久凍土の面積が拡大

したり縮小したりします。永久凍土の発生、存続、消滅

は気候の変動と深く関係します。しかし、永久凍土が地

表からある程度の深さにあるため、地表より一定の時間

遅れて影響を受けます。つまり、気候変動によって生じ

る地表の乾燥、砂漠化などの現象より、永久凍土の方が

気候変動に鈍感なのです。その他に地理的位置、地形の

特徴、植物や降雪量、湿度などの要素が永久凍土の分布

に影響を与えます。地球の大陸の 20％を示す地域の 48

カ国に永久凍土が分布しています。この永久凍土面積の

95％がたった 5カ国にあって、永久凍土面積の大きい国

はロシア 47%、カナダ 29％、中国 9％、アメリカ 6％、

モンゴル 9％となっています。 

永久凍土の分布 

地理的な分布によって永久凍土を緯度分布と経度分布

に分けることができます（図 1参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：北半球永久凍土分布図 

緯度分布としては、ロシアのシベリア、カナダの北極

圏、アメリカのアラスカの地域に、経度分布としては、

チベット高原、アルプスの山脈などにそれぞれ永久凍土

が分布しています。東シベリアの永久凍土地域にモンゴ

ル国の永久凍土が分布しています。特にアルタイ、ハン

ガイ、フブスグル、ヘンティー山地に永久凍土が集中し

ています。モンゴル全国土面積の 63％を不連続的な永

久凍土が占めています。モンゴル国の北部には永久凍土、

南部には季節的な凍土がみられます。 

モンゴル国における永久凍土の特徴と変化 

 モンゴル国の永久凍土は、東シベリア永久凍土地域の

南側にあり、地表温度が高いため、季節によって完全に

融解したり凍結したりする土壌を持ち、気候変動のシグ

ナルに敏感に応答します。アルタイ、ハンガイ、フブス

グル、ヘンティー山地に永久凍土が集中していますが、

気候の影響だけではなく、標高、盆地などの特徴と関係

しているため、不連続的な分布となっています。温暖化

の影響により、このような地表温度が高い永久凍土は暖

かくなるだけではなく、融解しつつあります。モンゴル

の永久凍土地域南部における最近の調査結果によれば、

この 20 年間で永久凍土が完全に消滅した地域があるこ

とが明らかになっています。 

永久凍土の長所と短所 

永久凍土は、地表からある程度の深さに湿気と氷を含

んでいるので、地下水の資源でもあります。モンゴル国

の永久凍土には、固形化した、あるいは結晶化した氷が

含まれています。そして、盆地の湿原や沼沢地域、北向

き斜面の針葉樹林の地下に永久凍土があることが多いた

め、生態系の湿度、温度のバランスを調整する役割を持

っています。この分野の研究者の記述によれば、モンゴ

ル国が直面している南部から北部へ進行している砂漠化

を予防する自然の長城は、モンゴル国に分布する永久凍

土である、といわれています。地球温暖化や鉱山産業の

飛躍的な進歩に伴い、川の上流や森林源となる地域での

開発が進み、永久凍土に影響を与えることで、地域の温

度、湿度のバランスを破壊しつつあります。 

 永久凍土は土壌湿度と地表温度のバランスを調整し、

地下資源となります。一方で、季節の温度差が非常に激

しいモンゴルでは、永久凍土の融解と凍結によって、地

形が浮き上がったり、または沈下したりするなどによっ

て、建築物に対する悪影響を与えることもあります。建

築物が不均等に引き上げられたり、沈んだりする被害を

受けることはモンゴル国では多いです。 

建設工事が盛んになっている現在は、これらの現状を

把握した上で、都市計画を考える必要があり、そうする

ことによって、建築物の耐用年数を延ばすことができ、

社会・経済的なメリットも大きいと考えられます。 

参考文献 

1．Hugh M. French2007, The periglacial environment 
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「第 5 回日モ環境オアシス」開催します！ 
 

「日・モ環境オアシス」は、日本とモンゴルの研究

者が講演者となり、政策決定者や市民の皆様を対象と

して、最新の知見を提供し、講演者と参加者の活発な

意見交換を行うものです。 
研究者の得意分野を出し合い日・モ両国の「環境シ

ナジー(相乗効果)」を向上させていくことを目的とし

ています。本号では、「第 5回日・モ環境オアシス」

の開催日時・場所、そして講演内容について、ご紹介

いたします。 
 

概要 

今回は、モンゴル科学アカデミー地理研究所のヤム

ヒン ジャンバルジャブ室長の、永久凍土についての

解説と意見交換を行います。 

-日時：2011 年 6 月 11 日（土）14：00～16：00 

-場所：モンゴル日本センター 

-主催：北海道大学 

-プログラム- 

14:00～14：10 開会挨拶 

  

14:10～15：10 講演  

「山地、乾燥地における永久凍土の長所と短所」  

  モンゴル科学アカデミー地理研究所凍土研究室  

  ヤムヒン ジャンバルジャブ博士・室長 

   

15:10～16:00 総合討論 

   司会 宮崎真特任助教 

(北海道大学地球環境科学研究院) 

 

図 2：モンゴル国内の永久凍土分布 

(北部に多く分布) 

講演者紹介  

ヤムヒン ジャンバルジャブ博士 

 -モンゴル科学アカデミー 

地理研究所凍土研究室長 

 -専門：水理地質学、応用地質学  

旧ソ連モスクワ市におけるロモノソフモスクワ国立

大学 において地質学、技術地質学部の永久凍土を専

攻として修士号を取得しました。2009 年にモンゴル

国立大学において「永久凍土の長期間解析に図化とモ

デル化を取り入れる可能性について」というテーマで

博士号を取得しました。1996 年からモンゴル科学ア

カデミー地理研究所にて研究員、2002 年から地理研

究所凍土研究室室長として勤めています。永久凍土の

地理的な分布、ダイナミック、永久凍土工学、水理地

質学の分野に関する研究を行っており、2011 年から

国際凍土学会連合のモンゴル国代表として活躍してい

ます。 

 

講演要旨 

本講演では、永久凍土の特徴、分布状況、その長所

と短所について検討します。地球の大陸の 20％を示

す地域に、国数では 48 カ国に永久凍土が分布してい

ます。モンゴル全国土の 63％を不連続的な永久凍土

が占めています。モンゴル国の永久凍土は、東シベリ

ア永久凍土地域の南側にあり、地表温度が高いため、

季節によって完全に融解したり凍結したりする土壌を

持ち、気候変動に敏感に応答します。盆地の湿原や沼

沢地域、針葉樹林の地下に永久凍土があることが多い

ため、生態系の湿度、温度のバランスを調整する役割

を持っています。一方、永久凍土の融解と凍結によっ

て、地形が浮き上がったり、沈下したりするため、建

築物が不均等に引き上げられたり、沈んだりする被害

を受けることも多いです。 

 

永久凍土 
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第 4 回日モ環境オアシスをモンゴル日本センターにて 2011 年 3 月 4 日に開催しました！約 55 名の方々

にご参加いただき、活発な討論が行われました。ここでは、その様子をご紹介します。プログラムや講演要

旨は日蒙環境ソニン第 5 号をご参照ください。 

                             

        

 

 

 

 

 

 

    

   

   

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 「第 4 回日モ環境オアシス」開催報告 

司会：宮崎博士 

講演者  

宮崎博士 

議論の行方は？ 

この研究結果をふま

えて、牧民はどうす

ればよいですか？

車が縦横無尽に走っている

が、ちゃんとルール作りを

した方が良いのでは？

短期間に沢山降るとか、少しずつ

長期間降るとか雨の降り方によっ

て土壌水分や蒸発は変わりません

か？

人工的に干ばつを与えた 2 年後

に、草が元に戻ったのは、なぜ

でしょうか？ 

ゴビ地域では、降水量・土壌水分

と草の成長の関係はどうなってい

ますか？ 

四季で場所を変えて、草の良し悪

しを見極めながらやる従来通りの

やり方が良いと考えられます。 

その通りだと思います。また、舗装道

路を整備する事で、轍が広がるのを防

ぐことができると思います。 

変化します。短期間の強い雨は浸

透せずに流出してしまい、草の成

長には良くないです。 

この場合、草の地上部は干ばつで枯死しま

したが、草の地下部は枯死しなかったの

で、2 年後に元に戻りました。 

北部の草原に比べて、ゴビ地域では、降水

量・土壌水分と草の成長の関係は弱いです

が、関係がありました。 

【今後の予定】 

2011 年 9 月 

 第 2 回日モ環境デー開催 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

会場からの質問と回答 

熱心に聞き入る参加者！ 

モンゴルの草原の草

の成長は夏季前半の

降水量の多少によっ

て、草の成長の良し

悪しが左右され、草

の生育最盛期に降水

が少なく気温が高い

と草の成長が悪くな

ること等を述べまし

た。

本紙の編集・出版 
北海道大学大学院環境科学院 
グローバル COE プロジェクト  宮崎真、吉村暢彦 
〒060-0810 北海道札幌市北区北十条西 5 丁目 
  E-Mail : gcoe@ees.hokudai.ac.jp 
 Tel : 011-706-4861,4862 Fax : 011-706-4867 
Website: http://www.ees.hokudai.ac.jp/gcoe/ 
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・特集 解説！モンゴル国における鉱業の自然環境に与える影響とその汚染管理 

・「第 6 回日モ環境オアシス」の開催！ 

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

・コラム１：「第 5 回日モ環境オアシス」の開催報告 

・コラム２：「日モ環境デー2011」の開催報告 

HEADLINE 

日モ環境ソニン 
２００９年１１月に創刊した日モ環境ソニン(モンゴ

ル語で新聞の意味)の第 7 号です。環境に関連した知見

を日モの研究者等が協力して、専門家以外の皆様にも分

かりやすくお伝えすることを目的としています。 
 今回のテーマは「モンゴル国における鉱業の自然環境

影響と汚染管理」です。日本では、1954 年頃から 1973

年頃にかけての高度成長期に、急速な鉱山開発による重

金属の汚染水(鉱毒水)や煤煙等が原因と考えられる様々

な健康被害や農用地汚染による農作物被害が深刻な問題

になったことがありました。その後、法律が整備され、

国家事業として廃水・煤煙処理等の対策が行われました

が、いまだに問題が残っているものもあります。 

 本号では特集記事として、モンゴルにおける鉱業の自

然環境への影響と汚染の管理について、関連する研究成

果から解説していきます。 
 モンゴルでの急速な鉱山開発に伴う環境影響と汚染管

理に、日本やその他の国での経験が生かされれば良いと

思います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
   
   
                 
                            
 
 
 
 
 
      
  

 

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Vol.7

鉱業の環境影響と汚染管理 
 
 モンゴル国は地下資源がとても

豊富です。近年の経済発展に伴

い、急速にその需要が増加し、鉱

山開発が急速に進んでいます。 
 なかでも金の採掘は飛躍的に発

展してきました。しかし、その多

くは人力による採掘です。人力に

よる鉱物採掘は、環境破壊の大き

な原因となります。 
 私は今まで、環境汚染の測定、

汚染物質を浄化する方法について

化学的側面から研究してきまし

た。今回は、汚染の測定結果と国

や民間による鉱物資源の発掘事業

が、自然環境に与える影響につい

て皆様に解説したいと思います。 
  

 

    
オユンツェツェグ ボロルマー教授 

モンゴル国立大学化学・化学技術学部

一般化学学科 

銅鉱山（モンゴル国北部エルデネト市） 
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特集 解説！ モンゴル国における鉱業の自然環境に与える影響と汚染管理 

 

 ここでは、汚染物質の測定結果を海外の数値と比較した研究成果をもとに、国や民間による鉱物資源の発

掘事業が自然環境に与える影響について解説いたします。 
 

モンゴル国立大学 

化学・化学技術学部                  

オユンツェツェグ ボロルマー教授 

 

はじめに 

 モンゴル国は、地下資源が豊富で、近年資源の利用が

増加し、それに伴って鉱業分野も飛躍的に発展していま

す。このような発展は、経済、社会、環境に大きな影響

を与えるだけではなく、人々の生活、教育、健康にまで

悪影響を与えています。 

 鉱業分野において非常に大きな存在である公営の株式

会社 Erdenet 工場は、世界上位 10 位に入る銅の工場で

す。モンゴルには、金、石炭、銅、モリブデン、すず、

鉛、 タングステン、 ウランなど多種の鉱物があります。

この 20 年間、金を発掘する事業が飛躍的に進んでいま

す。現在、モンゴル全国において 17 県（aimag）の 49

村（sum）において 107 箇所の地区で人力により鉱物資

源を採掘しているという統計があります。鉱物資源の採

掘量のうち、このような人力で採掘している割合は、金

86.8％、石炭 2.2％、蛍石 0.73％、すず 0.14％、鋼鉄

0.38％、岩塩 0.04％、宝石やその他の鉱物 9.71%となっ

ています http://www.bichiluurhai.mn/, 

http://politics.news.mn/）。 自然資源を採掘する人

間の活動は、環境汚染の大きな原因となっており、 

 

図 1 鉱業地域における食料循環システム 

汚染管理を食料循環システムに基づいて行うことが適

切です（図 1 参照）。ここでは、株式会社 Erdenet 工場、

テゥブ県（aimag）のボルノール村（sum）付近において

人力で金を採掘し、加工している事業を対象に食料循環

システムに基づいた重金属による汚染の調査結果を述べ

ます。また、土壌に含まれる重金属の割合を少なくする

ための対策法を紹介します。 

 

モンゴル国における鉱業の自然環境に与える影

響と重金属による汚染の測定変化 

鉱業分野では、その採掘事業が自然環境に与える影響

を管理する試みがあります。しかし、具体的にどのよう

な影響を与えているのか、今後どのような影響を与える

可能性があるのかを総合的に研究した結果がまだ得られ

ていません（世界銀行 2006）。鉱業は、機械的に土壌

を破壊するだけではなく化学物質による土壌汚染を引き

起こし、そのような土壌汚染が原因で地下水、地上水、

さらに粉塵、昆虫などを通して、また植物、空気、皮膚

を通して、人間の体に影響を与え、さまざまな炎症を起

こしたりします。 

今回、研究対象の機関には、公立の機関の代表として

株式会社 Erdenet 工場、人力で金を採掘している民間企

業の代表としてテゥブ県(aimag)のボルノール村(sum)を

選定し、それぞれについて、付近の土壌、水、人間の髪、

植物の成分に含まれる重金属の成分を調べました（図 2

参照）。 

土壌の物理的、化学的な指標(窒素, 炭素等の含有量)

だけでなく、土壌の汚染要素(enrichment factor EF：

濃縮係数) も調べました。 

ボルノール村（sum）付近で、金を洗い流している場

所、草原、村の中心部という 3 つの箇所を選定し、土壌、

水、人間の髪に含まれる成分について粒子線励起 X線方

法（Particle Induced X－ray Emission）を用いて調査

したところ（Bolormaa・その他 2006a、2006b）、水に

含まれる Mn(マンガン)、Fe(鉄)、Ni(ニッケル)の量に

ついて、世界の健康基準より多いことが分かりました。 

一方、人力で金採掘を行っている人の髪に含まれる 

Ca(カルシウム)、Ti(チタン)、As(ヒ素)、 Sr(ストロン

チウム)の量は、健康なモンゴル人、日本人、フィリピ

ン人の髪に含まれる量より多いことが明らかになりまし

た。さらに土壌に含まれる重金属の要素を調べた結果、

Cu(銅)、As（ヒ素）、Pb(鉛)の量が、特に金を洗い流し

ている場所で多いことが判明しました。 

株式会社 Erdenet 工場の土壌、地上水について風の

向き、人間の活動などによって異なる 5か所で基本的

な要素及び重金属の成分を測定しました。また、一部

の植物(Artemisia frigida.sp) に含まれる成分を分

析した結果、Cu（銅）、Zn(亜鉛)の量が多いという結

果が得られました。 
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この結果から、この種類の植物の生物蓄積性の力が強

いことが示されました。現在は、この植物の成長期の生

物蓄積性を詳細に調べ、重金属の汚染を少なくする方法

を探索しています。

 

図 2 研究対象機関に関する情報 

土壌の化学分析を行った結果、株式会社 Erdenet 工場

の廃棄物ダムの付近には、As（ヒ素）、Cu（銅）の量が

標準より 2倍多いことが明らかになりました

（Bowen1979）。研究対象機関の土壌に含まれる Cu

（銅）、Zn（亜鉛）、Sr（ストロンチウム）、As（ヒ

素） 、Pb（鉛）の量を世界の平均標準と比較した結果

を図 3に示します。 

 

 

図 3 土壌に含まれる重金属の成分 

 

 

 

結論 

今回の研究の対象機関付近の土に含まれる Cu（銅）、 

As（ヒ素）、Pb（鉛）などの平均値が世界の平均値基準

より高いことが明らかとなりました。  

人力で金採掘が行われている地域付近では、重金属の

汚染が非常に高いことから、今後その地域の役所、住民、

研究者、医者、法律関係者が協力し、この問題を解決す

ることが必要であることが浮き彫りになりました。 
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Erdenet 廃棄物処

Erdenet の風景 

ボロー川付近 

金を洗い流す場所
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「第 6 回日モ環境オアシス」開催します！ 
 

「日・モ環境オアシス」は、日本とモンゴルの研究

者が講演者となり、政策決定者や市民の皆様を対象と

して、最新の知見を提供し、講演者と参加者の活発な

意見交換を行うものです。 
研究者の得意分野を出し合い日・モ両国の「環境シ

ナジー(相乗効果)」を向上させていくことを目的とし

ています。本号では、「第 6回日・モ環境オアシス」

の開催日時・場所、そして講演内容について、ご紹介

いたします。 
 

概要 

今回は、モンゴル国立大学化学・化学技術学部のオ

ユンツェツェグ ボロルマー教授をお招きして、モン

ゴル国における鉱業の自然環境に与える影響とその汚

染管理について解説して頂き、意見交換を行います。 

 

-日時：2012 年 3 月 12 日（月）17：00～19：00 

-場所：モンゴル日本センター 

-主催：北海道大学 

 

-プログラム- 

17:00～17：10 開会挨拶 

  

17:10～18：10 講演  

「モンゴル国における鉱業の自然環境に与える 

影響とその汚染管理」  

  モンゴル国立大学化学・化学技術学部  

  オユンツェツェグ ボロルマー教授 

   

18:10～19:00 総合討論 

   司会 宮崎真特任助教 

(北海道大学地球環境科学研究院) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演者紹介  

オユンツェツェグ ボロルマー教授 

 -モンゴル国立大学 

化学・化学技術学部教授 

 -専門：化学  

1995 年にロシアのエルフー市の国立大学修士課程

（化学専攻）を、2001 年に当大学博士課程を修了し

ました。研究テーマは、粒子線励起 X線方法

（Particle Induced X－ray Emission）によるバイオ

材料の分析方法の改善、エラーの原因を探る」です。

1995 年からモンゴル国立大学化学・化学技術学部に

て教師として働き始めました。2001 年から 2007 年ま

で、日本の東京工業大学で研究員として、日本学術振

興会（JSPS）のポストドクタープログラムに参加しま

した。また、2007 年から 2009 年まで、東京大学に研

究員として、2009 年以降はモンゴル国立大学化学・

化学技術学部で教師として働き、環境汚染の測定、汚

染減少の方法について化学的側面から研究を行ってい

ます。 

 

講演要旨 

この 20 年間、モンゴルにおいて鉱業、その中でも

金の採掘が飛躍的に発展してきました。現在、モンゴ

ル全国において 17 県（aimag）の 49 村（sum）におい

て 107 箇所の地区で人力により鉱物資源を採掘してい

るという統計があります。鉱物資源の採掘量のうち、

このような人力で採掘している割合は、金 86.8％、

石炭 2.2％、蛍石 0.73％、すず 0.14％、鋼鉄 0.38％、

岩塩 0.04％、宝石やその他の鉱物 9.71%となっていま

す（http://www.bichiluurhai.mn/ 

http://politics.news.mn/）。このような鉱業、特

に人力による鉱物採掘は、環境破壊の大きな原因でも

あります。今回は、国や民間による鉱物資源発掘事業

の環境に与える影響、汚染測定の比較による結果を報

告します。 
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第 5 回日モ環境オアシスをモンゴル日本センターにて 2011 年 6 月 11 日に開催しました！約 30 名の方々

にご参加いただき、活発な討論が行われました。ここでは、その様子をご紹介します。プログラムや講演要

旨は日蒙環境ソニン第 6 号をご参照ください。 

                             

        

 

 

 

 

 

 

    

   

   

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム１ 「第 5 回日モ環境オアシス」開催報告 

司会：宮崎博士 

講演者  

ジャンバルジャブ博士

議論の行方は？ 

永久凍土の融解は地

球温暖化に関係して

いますか？ 

集積されたデータを公開す

る予定はありますか？ 

山火事がよく発生しますが、永久

凍土に影響を与えますか？ 

永久凍土が融解しているようで

すが、阻止する対策は何かあり

ますか？ 

永久凍土の深さはどのくらいまで

ありますか？ 

永久凍土は気象の産物といってよく、寒暖

が影響を与えます。ヘンティー県に凍土が

消滅した場所があります。 

データの所有者は個人や複数の研究機関に

またがっていて、統合するのが難しく、公

開についても意見が分かれています。

山火事は植物の形態を破壊するので、永

久凍土にも影響を与えます。 

永久凍土がある条件は地表の熱のバランス

が保たれていることです。従って、永久凍

土の融解を防ぐには地表の条件を変えない

ことです。 

世界一はロシアのシベリアで深さ 1500ｍの

ところもあります。モンゴルでは大体は深

さ 20－40m ですが、アルタイでは深さ

500m のところもあります。 

会場からの質問と回答 
熱心に聞き入る参加者！ 

永久凍土の長所は土壌

温度と地表温度のバラ

ンスを調整し、地下資

源となることです。一

方、永久凍土の融解と

凍結によって地形の上

昇・下降により建築物

に悪影響を及ぼす側面

もあります。 

永久凍土を季節によって効率的に

利用できますか？ 
永久凍土は天然の冷蔵庫としての利用がで

きます。実際、ロシアのシベリアでも食品

の保存庫として使っています。 
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北大 IFES-GCOE が NPO 法人モンゴルエコフォーラムと共催で「日モ環境デー」を 2011 年 9 月 3 日(土)に開催し

ました。シンポジウムでは、経済化に伴う生活様式や食生活変化、モンゴル・日本・中国の大気汚染、環境意識、

人材育成に関する講演が行われました。北大と現地会場を TV 会議システムにより接続して、約 50 名が参加し、活

発な意見交換が行われました。以下に内容と当日の様子をご報告します。 

テーマ：「生活の質とスタイル －科学的成果を基に生活スタイルの再考－」 

環境や人々の生活の持続性は重要です。環境や人々の生活スタイルの変化にともない、持続性が色あせると、世

代を超えて環境を保全しつつ、持続的な生活を維持する事ができなくなると考えられます。そこで、このシンポジ

ウムは「持続的な生活を維持するには、生活の質やスタイルをどうすればよいか？」について講演・討論を通じて、

科学的成果を基に考えることを目的としました(詳細は：http://gcoe.ees.hokudai.ac.jp/orse/?p=780)。

日時：9 月 3 日(土)9:30～17:30 場所：モンゴル日本人材開発センター多目的室 

コラム２ 「日モ環境デー2011」開催報告 

基調講演：センデンジャブ

ドゥラム氏 
(モンゴル国立大学遊牧文化

文明研究センター長・教授) 
「モンゴルにおける地方か

ら都市への移住に伴う生活

様式の変化」 

講演：中川道子氏(モンゴル

エコフォーラム理事・事務

局長) 
「ウランバートルの大気汚

染と人々の生活」 

基調講演：和田英太郎氏(京
都大学、総合地球環境学研

究所名誉教授、モンゴルエ

コフォーラム代表理事) 
「２１世紀のモンゴル―モ

ンゴル草原における食物連

鎖の持続性は直線で表せる

か？」 

講演：武本行正氏(四日市大

学環境情報学部教授) 
「四日市市の SOｘ大気汚染

と中国天津市の大気状況」 

講演：粟屋かよ子氏(四日市

大学環境情報学部教授) 
「四日市公害の真の克服と

は」 

講演・パネル討論の司会：

山下哲平氏(日本大学生物資

源科学部助教) 
「環境リテラシーと住民意

識」 
講演：山中康裕氏(北海道大学

大学院地球環境科学研究院教

授、IFES-GCOE 拠点リーダ

ー)＜北大から TV 会議システ

ムで参加＞ 
「IFES-GCOE の理念－国境・

世代を越えた人々の結びつきに

よる持続ある世界」 

本紙の編集・出版 
北海道大学大学院環境科学院 
グローバル COE プロジェクト  宮崎真、吉村暢彦 
〒060-0810 北海道札幌市北区北十条西 5 丁目 
  E-Mail : gcoe@ees.hokudai.ac.jp 
 Tel : 011-706-4861,4862 Fax : 011-706-4867 
Website: http://www.ees.hokudai.ac.jp/gcoe/ 

開会の辞・司会：宮崎真氏

(北海道大学大学院地球環境

科学研究院特任助教) 

パネル討論では、次のような意見が交わされました。 
・生活のスタイルの変化について、特に食生活の変化とし

て、年中、肉を食べられるようになったことに伴い生活習

慣病になる人が増えたという指摘がありました。 
・経済成長と環境対策については、大気汚染、廃棄物処

理、温暖化影響について議論が交わされました。日本も過

去に大気汚染や廃棄物処理で問題を抱えていたので、その

経験をモンゴルに生かせば良いのではないかなどの意見が

述べられました。 
・人材育成については、先進国との意識や器材の保有状況

などの違いが指摘されて、人材育成を促進するには先進国

との交流や先進国で学ぶなどの機会が必要であると述べら

れました。 
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