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花粉症の季節がやってきました。関東地方は大量

飛散になると予想されています。コロナ新規感染者数

はずいぶん減ってきて規制も緩くなりましたが、花粉

症対策上もマスクを完全に手放すことはできないで

います。 

最近 AI と対話できる ChatGPT、BING などのツ

ールが出回ってきています。すでに活用しておられる

方も多いでしょうし、AIの反応ぶりの報告も散見され

るところです。私も今書いている協会の業務報告を代

筆させることができないか試してみました。いくつか

の単語を示し、それらを入れて 800 字程度のエッセ

イを書くよう指示したのです。数秒で出来上がってき

て首尾よくいったと思ったのですが、中に目を疑う文

章が含まれていました。「ウクライナのあるクリーニン

グ店は、コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、マ

スクを無料で洗濯するサービスを提供しています。」

というのです。戦禍を被っているウクライナでそのよう

なサービスがあるとはにわかには信じられません。そ

こで、情報源を尋ねることにしました。即座に返ってき

た回答は、「しばらく前にニュースで読んだ。情報源

は忘れたが、有名なメディアだったと思う。」というも

のでした。「情報源は忘れた」とか「有名なメディアだ

ったと思う」など AIにあるまじき回答ではないかと驚

きました。情報源が不確かなネット上の情報を基に作

文した場合など、一定の条件下ではそのように答える

ように仕込まれているのかもしれません。いずれにし

ても、出回っている情報を精査することなく整理・加工

して回答を作っているようで、当然のことながらいか

がわしいものも多そうです。 

それでも、使い方によっては便利なのは事実で、例

えば大気汚染物質であるPM2.5の各国の基準を表

にするよう指示したところ、日本のほか米英独仏中印

墨を含む計 14 か国のデータが出所とともに出てき

ました。さらに、それらの基準値の違いについて考察

させてみたところ、「先進国と途上国」、「政治的意

志」、「歴史的背景」、「地域差」に着目した検討結果

が出てきました。うまく使えば、議会答弁の参考資料、

コンサルタントの報告書、学生のレポートなど様々な

場面で活用できそうです。ちなみに、GPTZeroという

AIが作成したものかどうかを見抜けるソフトにかけて

みたところ、基準の表については人間が作成、考察に

ついては AIが作成したと判断されました。 

さて、協会の業務ですが、「地域共創・セクター横

断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業」では、

２月に成果発表会がオンラインで開催されました。ま

た、新規採択審査が 3 月に行われます。環境研究総

合推進費関係では、2 月に追跡評価専門部会が開

催され、3月には企画委員会が開催されます。 

これから年度末が近づき、業務結果報告、精算報

告等の各種報告のとりまとめ作業が集中してきます。

また、すでに令和 5 年度業務の入札公告が始まって

いますが、上述の事業を含め国際環境研究協会の

名にふさわしい事業の獲得に努めてまいります。 

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、よろし

くお願いいたします。

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

「菜の花や月は東に日は西に」 

この俳句は、皆様ご存じのように、江戸時代に活躍

した、俳人でもあり画家でもあった与謝蕪村の有名

な俳句です。日本人の私は、この句に出会うたびに、

その情景を自分なりに思い浮かべてきました。 

もう数十年前のことです。環境省の環境研究総合

推進費でインドの国立物理学研究所(NPL)と共同

研究の一環として、インド北部での会合を終えた次の

日の午後にニューデリーへ戻るため、タクシーで一直

線に南下して戻る途中のことでした。季節はたしか

11 月下旬頃、ゆっくりとたそがれていくときだったか

と思います。周りには黄色の菜の花畑が全面に広が

っていて、高い建物は全くないので、風もなく空気は

非常に乾燥していて雲一つない大空は、はるか地平

線付近まで見渡せました。 

時間が経つにつれて、地上から或る高さまで、見

渡す限り、白いベールにうっすらと包まれてきました。

その中には夕食の準備でしょうか、民家から立ち上る

白煙があちこちに見られました。また、スピードを出し

て急いで戻ろうとするタクシーが巻き上げた道路の

乾いた白っぽい土ぼこりも混じっていました。きっと、

昼間の暑さが治まり、次第に地表付近に接地逆転層

が形成され始めて、これらの白煙や白い砂ぼこりが、

上空に運ばれずに地表付近に閉じ込められ、白いベ

ールの層が見られたのでしょう。 

タクシーの進行方向の右窓から外を眺めると、西

の空のはるか地平線付近にちょうど太陽が傾きかけ

ていました。ふと、逆の左窓から外を眺めると、丸い月

が東の地平線から昇ってきたところでした。その瞬間、

与謝蕪村の上記の俳句が頭の中に自然と浮かんで

きました。まさに、この俳句の風景そのものなのに、目

の前に広がる風景はまったく違ったイメージのもので

した。あの俳句で、こんな風景もあったのか？！ 「とこ

ろ変われば品変わる」とはまさにこのことかと、愕然と

したことを、今でも鮮やかに覚えています。 

私がそのころ勤務していました農林水産省の旧農

業環境技術研究所は、つくばの農林団地内にありま

したので、研究所の隣には他の研究施設の圃場がた

くさんあり、その中に菜の花が一面に咲いていた広い

圃場もありました。仕事が終わって暗くなりかけたころ

に、その菜の花畑に隣接する歩道を歩いてバス停ま

で歩いたものでした。冬の厳しい寒さが次第に終わ

りをつげ、空気も和らぎ始めたころで、ときにはおぼろ

月夜に淡く照らされた菜の花に、心も癒されたことを

覚えています。一方、インドで眺めたこの風景は、360

度が見渡せる壮大な宇宙そのものの中を、ただひた

走るタクシーの中にいたためか、一人ぼっちの自分

がとても小さく感じられました。与謝蕪村が、インドで

この風景を眺めたら、どのような俳句が誕生したこと

でしょうか？ 

菜の花が一面に咲きそろっている風景は、中国で

もよく見かけました。やはり、推進費などの一環で中

国科学院の南京土壌研究所と約 10 年間も共同研

究をしており、中国各地の水田や畑地などの農地で、

温室効果ガスフラックスの共同調査を実施していまし

た。冬から春先にかけて、調査のために郊外に出ると、

辺り一面に菜の花が咲き乱れている風景によく出会

いました。時には、空一面を黄砂が舞っていて褐色に

染まっているなかを、乗っている研究所の車が、風に

吹かれて揺れている菜の花畑の間を走り続けていま

した。このような背景のなかで、もし夕空の地平線付

近に、西に沈みかける太陽が、東から昇り始める月が、

姿を見せてくれたら、また、日本やインドとは異なった

情景が見えたことでしょう。 

AIRIES 随筆（132） 

鶴田 治雄 (元環境研究総合推進費 プログラムオフィサー) 
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令和 5年度の環境研究総合推進費で新たに開始予定の戦略的研究開発課題 3件のうち、本号では「SⅡ-

11」の概要を公募方針に沿ってご紹介します。 

 

【SⅡ-11】：世界の主要都市に関する気候安全保障リスクの評価   プロジェクトリーダー 沖 大幹（東京大学）  

 

【背景と目的】 

都市と周辺の気候変動リスクは、災害避難民や気候

難民といった人道危機を引き起こし、世界の社会経済

に影響を及ぼす。世界銀行も報告書「大きなうねり」

（2021 年）のなかで、2050 年までに世界６地域で

約２億人が国内移住を余儀なくされ、深刻な気候安全

保障リスクを引き起こすと警告している。更に、IPCC の

「変化する気候下での海洋・雪氷圏に関する特別報告

書」（2019 年）においては、温暖化により気候の急激

な変化がティッピング・ポイント（転換点）を迎え、海洋

や雪氷圏、気候システム全体に新たな状態をもたらす

可能性から、都市の気候変動リスクが更に高まる恐れ

が指摘されている。他方で、先進国、開発途上国を問わ

ず、都市への人口集中は今後より一層進むと予想され、

社会経済インフラとサプライチェーンが集積し、特に、気

象災害の影響が大きい沿岸都市のレジリエンスの強化

が、多くの国で気候安全保障上の喫緊な政策課題とな

っている。こうした世界的な気候危機と国際場裏での議

論を受け、我が国の気候変動適応国際協力推進と 

IPCC AR7 への貢献のため、都市と人口に着目した

気候安全保障リスクの研究が期待されている。 

以上を背景として、この戦略的な研究プロジェクトの

目的は、人口分布や都市発展モデルに従来からの気候

変動の将来推計に加え、不可逆現象が生じる場合のシ

ナリオも考慮し、世界と我が国の人間居住に対する気

候安全保障リスクを定量的に評価することである。更に

は、リスクの変化を未来に外挿することで、今世紀末に

は世界人口の８割以上が居住すると推計される都市に

着目し、気候変動に強靭な社会の実現への政策的な

洞察を得ることである。 

 

【概要及びテーマ構成】 

この研究プロジェクトでは、政策課題を以下３テーマ

に分解し、各研究成果を相互に連結させることで、気候

変動による様々なリスクを加味した、人口（世界・開発

途上国・アジア）モデルを構築する。そのモデルに対し、

従来からの気候変動シナリオに加えて極端で不可逆的

な気候変動が生じるシナリオも想定し、気象災害、水資

源、健康、食料等の影響評価結果を加え、人間居住が

直面する気候変動リスクについて、都市のレジリエンス

の強化に資する政策的意義のある洞察を導き出す。更

に、サプライチェーンの連結などで我が国と関係の強い

アジアの沿岸都市を３ヵ所程度具体的に選定し、モデ

ル推計結果の検証を通じて各国の政策が人口動態に

及ぼす影響を推計すると共に、都市の気候安全保障リ

スクを定量的に評価する。 

 

■テーマ１： 人口移動からの都市の気候安全保障リス

ク分析 

都市重力モデルにおいて人口動態を左右する都市

の魅力に対する食料生産や水資源の利用可能性、ある

いは健康といったテーマ２、３の研究開発から得られる

気候変動とその対策が及ぼす影響を考慮し、各国の将

来人口推計を各国内、あるいはいくつかの国をまとめた

地域ごとに再分配して 10～15km 程度の空間解像

度でグローバルな人口分布図を社会変化と気候変動

を考慮したシナリオごとに構築する。 
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さらに、都市のレジリエンスの変化や、道路や交通等も

考慮し、3 カ所程度のアジアの沿岸大都市において過

去の実態との比較により精度の検証を行ったうえで、将

来の気候変動リスクに伴うグローバルな人口変化を推

計し、人口重力モデルの結果と組み合わせて気候変動

に対する都市のレジリエンスの諸相を明らかにする。さ

らに、本戦略課題で開発する一連の人口変化シナリオ

ならびに気候影響予測に関して気候安全保障の観点

から総合的なリスク予測情報として取りまとめ、

WebGIS 上に整理した政策ツールを開発する。 

 

■テーマ２: 都市のレジリエンスに係る気候変動影響統

合評価 

水資源、国際保健、農業生産、労働生産性、エネルギ

ー需要について、先行研究の知見蓄積を踏まえつつ、

全球規模の影響評価の高度化や高解像度化を通じて、

都市のレジリエンスの諸相とより整合的な影響評価を

実施する。 

 

■テーマ 3 : 非可逆的な気候変動が都市に及ぼす影

響予測 

地球温暖化の進行に伴い、ティッピングポイント（転

換点）を超えて非可逆的で急激な現象（TE：ティッピン

グエレメント）が生じる可能性が高まっている。今世紀中

に生じる可能性が比較的高いと考えられる TE のうち、

グローバル規模で深刻な影響が想定される、非直線的

で急激な海面上昇と大西洋子午面循環（AMOC）の

減速に着目し、従来の気候変動シナリオに加えて、TE 

発生シナリオを構築し、世界の都市に及ぼすリスクを推

計する。 

【研究成果の目標】 

このプロジェクトの全体目標は、各種モデルや影響評

価を統合し、都市（世界・開発途上国・アジア）にますま

す集中する人間居住に及ぼす気候変動影響を明らか

にし、気候安全保障リスクを定量的に示すことである。 

テーマ 1 では、人口モデルや都市発展モデルに気候

変動の要素を組み込み、人口動態から都市の気候安

全保障リスク情報を推計し、政策ツールとして AP-

PLAT で公開することを目標とする。 

次にテーマ 2 では、テーマ１の世界と開発途上国国

内の人口移動モデルと、都市発展モデルに対する、都

市のレジリエンス強化の議論に資する各種影響評価結

果の提供を目標とする。気象災害、水資源、保健、食料

の各分野において、従来の GCM(大気・海洋結合モデ

ル)と SSP-RCP シナリオを用いた全球規模の影響評

価は、S-10 や S-14 などの先行研究により知見蓄

積が進んでいる。これらの先行研究成果を踏まえつつ、

都市に着目した精緻化により影響評価モデルを改良し、

都市のレジリエンスの諸相とより整合的、かつ、人口変

化やインフラ強靭化に演繹可能な統合的影響評価を実

施する。 

さらにテーマ 3 では、大気・海洋結合モデルを用いて

非可逆的な現象が生じた場合の気候変動シナリオを構

築し、従来の気候変動シナリオと共に用いて将来の気

候的な影響駆動要因(CIDs)の変化を予測する。その

成果を、都市気象災害モデル（テーマ３）、各分野の影

響評価モデル（テーマ２）、人口モデルや都市発展モデ

ル（テーマ１）に提供することを目標とする。
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2/1(水)：CO2対策事業 実証検分に出席（五所川原市） 

CO2対策事業 知財打合せ（Web会議） 

1(水),2(木)：推進費制度 R5 年度新規採択ヒアリング（資源

循環部会）に参加（Web会議） 

2(木)：CO2対策事業 打合せ（Web会議） 

     CO2対策事業 キックオフミーティングに出席（Web会議） 

3(金)：CO2対策事業 環境省打合せ（Web会議） 

     CO2対策事業 打合せ（Web会議） 

CO2 対策事業 キックオフミーティングに出席（Web 会議） 

6(月)：CO2対策事業 検討会に出席（Web会議） 

CO2対策事業 キックオフミーティングに出席（Web会議） 

7(火)：CO2対策事業 検討会に出席（Web会議） 

CO2 対策事業 キックオフミーティングに出席（Web 会議） 

7(火),8(水)：推進費制度 R5年度新規採択ヒアリング（安全

確保部会）に参加（Web会議） 

8(水)：CO2対策事業 実証検分に出席（春日市） 

     CO2対策事業 検討会に出席（Web会議） 

9(木)：推進費制度 R5 年度新規採択ヒアリング（SII 部会）に

参加（Web会議） 

CO2 対策事業 ｢令和４年度地域共創・セクター横断型カ

ーボンニュートラル技術開発・実証事業 成果発表会｣を

開催（Web会議） 

10(金)：CO2 対策事業 キックオフィミーテイングに出席（Web

会議） 

13(月)： CO2 対策事業 検討会およびキックオフミーティング

に出席（Web会議） 

14(火)：推進費制度 SIプロジェクト PDPA意見交換会（環

境省） 

     推進費制度 追跡評価専門部会 打合せ（Web会議） 

     推進費制度 環境省打合せ（Web会議） 

     CO2対策事業 キックオフミーティングに出席（Web会

議） 

15(水)：推進費制度 R5 年度新規採択ヒアリング（SI 専門部

会）に参加（Web会議） 

16(木)：CO2対策事業 R5年度新規課題打合せ（協会） 

16(木),17(金)：推進費制度 R5 年度新規採択ヒアリング

（統合部会）に参加（Web会議） 

17(金)：CO2対策事業 R5年度新規課題打合せ（環境省） 

22(水)：推進費制度 第３回 追跡評価専門部会を開催（Web

会議） 

CO2対策事業 検討会に出席（Web会議） 

24(金)：CO2対策事業 キックオフミーティングに出席 

（虎ノ門） 

27(月)：CO2対策事業 検討会に出席（Web会議） 

28(火)：推進費制度 環境省打合せ（Web会議）  

 

＊推進費制度：環境研究総合推進費制度運営・検討業務 

  CO2 対策事業：地域共創・セクター横断型カーボンニュート

ラル技術開発・実証事業  
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