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【地球温暖化特集】 極地観測 生態系への影響 

 

極地観測による地球温暖化対策のための基礎研究（ドイツ） 

 
1. はじめに 
アルフレッド・ヴェゲナー研究所（Alfred Wegener Institute：AWI）注

F

1
F が 2009 年か

ら地球環境科学の中心テーマとして、本格的に極地の大陸および海洋を調査研究すること

になった。ドイツの研究センターであるヘルムホルツ協会（Helmholtz Gemeinshaft）注
F

2
F 

に属するAWI は 1980 年に設立された研究機関である。単一の研究所というよりは、ブレ

ーメルハベンにあるAWI本部研究所注
F

3
F を中心に、ポツダム研究所注

F

4
F 、ヘルゴランド生物

研究所注
F

5
F 、シルト海洋研究所注

F

6
F などを傘下に持つ総合研究機関である。研究費はドイツ

連邦教育研究省が 90％を負担し、ブレーメン州が 8％、ブランデンブルグ州とシュレスヴ

ィヒ・ホルスタイン州がそれぞれ 1％を負担している。2005 年の研究所運営費総額は 1 億

ユーロで、総人員は 780 名である。 
 
AWIは数多くの国際共同研究を遂行し、欧州各国を中心に、世界の研究機関と連携して

いる。すなわち、世界各国の研究機関や研究船、研究ステーションに研究員を派遣し、逆

に他国の研究員を研究調査船「Polarstern（北極星）号」注
F

7
F やブレーメルハベンおよびポ

ツダムの研究所に招聘している。実際、「北極星号」の搭乗研究者のおよそ 1/4 は国外から

の招聘研究員である。 
 
AWIは海洋-氷-大気間の相互作用（物質収支）や、北極および南極における動物と植物

の生態を調査し、極地の大陸および海洋の動態を研究する機関であるが、2009 年からヘル

ムホルツ協会が推進する地球気候システム分野の研究注
F

8
F に参画し、地球規模の気候変動

の研究を中心課題に据えた。その中で、北極と南極および温帯地帯の調査を進める。AWI
はドイツにおける極地観測の中心であり、必要とされる機材の準備と極地探査に不可欠な

兵站輸送を受け持つ。 近では、これまでの極地研究に加えて北海の調査が加わり、海洋

生物調査、海洋汚染調査、海洋成分の自然変化、海洋開発技術へ寄与することになってい

                                                 
注1 http://www.awi.de/en/institute/ 
注2 http://www.helmholtz.de/en/ ヘルムホルツ協会は傘下に AWI をはじめ、電子加速器研究所、

プラズマ研究所、癌研究センター、航空宇宙研究所、原子核研究所、原子力研究所、環境研究
センターなど 15 の研究センターを有するドイツ 大の研究機関である。職員総数はおよそ
28,000 名で、年間総予算は約 24 億ユーロである。 

注3 http://www.awi.de/en/institute/sites/bremerhaven/ 
注4 http://www.awi.de/en/institute/sites/potsdam/ 
注5 http://www.awi.de/en/institute/sites/helgoland/ 
注6 http://www.awi.de/en/institute/sites/sylt/ 
注7 AWI が所有する 大の砕氷船で、研究室を備えている。極地観測に必要な各種機材の補給も担

当する。 http://www.awi.de/en/infrastructure/ships/polarstern/  AWI はこの他に 5 隻の調査
船を所有する。 

注8 http://www.awi.de/en/research/research_programme/paces_2009_2014/ 
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る。 
 
この報告では、ヘルムホルツ協会の研究プログラムの概要と、AWI の地球温暖化対策を

目指した基礎研究の概要を述べる。 
 
2. 研究プログラム「変化する地球環境の中の極地研究：PACES」の概要 
ヘルムホルツ協会が 2009 年からスタートさせる研究プログラム PACES は、

「 Programme Marine, Coastal and Polar System: Polar Region and Coasts in 
Changing Earth System」の略称である。この研究プログラムは、高緯度地帯における物

質収支プロセスが、過去、現在および未来の地球環境の変化にどのように関わっているか

を解明することを目指すものである。したがってこの研究では、（1）北極と南極の動態、

（2）気候や人類活動が、直接的であれ間接的であれ、海岸にどのような変化を与えてき

たか、（3）地球の過去から学ぶもの、（4）極地観測結果を地球システムモデル構築に役立

てる、などが中心テーマになろう。研究プログラムは、これらの 4 件のトピック（テーマ

に加え、基盤整備や大型施設建設など 2 件のトピックがあり、計 6 件のトピックから構成

されている。 
 
これらの目標達成のため、研究プログラムは海岸、大洋および極地研究に必要な既存あ

るいは新規に開発される高度な研究基盤を有する AWI が中心研究機関となり、物質材料

および生物医療の研究機関である GKSS 研究センターも参加する。PACES は地球気候の

自然変動と人為的な擾乱、その結果として何が起こったかを観察し、それによって地球温

暖化防止のための政治的決断を下すに必要な、基礎的な科学的知見を獲得しようとするも

のである。 
 
以下では、研究プログラムの中で 初に取り上げられている「北極と南極の変化」の中

で 2 件のサブテーマに注目して概要を述べる。 
 

2.1 地球システムにおける氷床の役割に関する研究 
このプログラムのトピック-1 は「北極と南極の動態研究」であるが、これはさらに 6 件

のワークプラン（サブテーマ）に分かれている。 
 
WP-1 は「地球システムにおける極地氷床の役割」である。このテーマでは、極地氷床

が海水面変化に対してどのような役目を果たしているか、過去の気候条件がどのように記

録されているか、また極端環境における生命の限界点は何かを調査研究する。 
 

U課題と目的 
極地氷床は水文学注

F

9
F的な物質循環における重要な要素である。氷床は全地球の淡水の

                                                 
注9水文学（すいもんがく）：地球上の水の発生、循環、分布、物理的・化学的性質、自然環境との
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2/3 を蓄えており、それは海水面の高さにして 70mの量に匹敵し、地球 大の貯水池であ

る。気候温暖化による氷床群の潜在的な崩壊は氷河流の運動に強く影響を与えるものであ

るが、氷床表面の物質収支のデータは不確実である。より正確なデータを得るには、大気

から氷床を経て、 終的には大洋に至る物質の流れに関する完全な調査研究が必要である。 
 
大気中や雪表面、フィルン注

F

10
F中における物理的・化学的プロセスが、大気と氷床間の相

互作用（物質収支）を支配し、さらなる氷コア研究のためのプロキシ・データ注
F

11
F を形成

している。基底部溶融と再結氷が、氷床と棚氷注
F

12
Fの動態に影響を与える。氷山の分離と崩

壊は大洋に影響を与え、その結果、海底に形態学および生物多様性の痕跡が残る。氷コア

に関する古気候学的解釈には、氷床の内部構造と動態に対する知識が必要である。氷床の

動態に対する氷河底下の水理学システムの役割は、きちんと評価されることが必要である。

氷床底下湖注
F

13
F は古代微生物に対する未知の隔絶した生息環境を代表する。 

 
したがって、このテーマでは以下に述べるような課題に取り組む。 
 氷床の物質収支に関する知見を改善することで、海洋水面上昇に対して極地氷床がど

れだけ寄与するのかという疑問に答えられるようにする。このためには、氷床と棚氷

の安定性に関するより優れた知見が必要である。 
 全地球的に淡水が不足している状況を緩和するために、氷圏における採取可能な水資

源を定量化する。 
 南洋水量と深海底生物に対する棚氷の崩壊の影響を評価する。 
 氷床の構造解析、内部構造、表面における実質の物質収支、および大気と氷床底環境

との相互作用に関するデータを詳細に観測し、南極大陸における 古の氷コアに残さ

れた過去の記録を探索する。 
 モデル化と直接測定およびサンプリングによって、氷床底環境における生命の形成を

説明し、プロセスを理解する。 

                                                                                                                                                 
関わりなどを研究する地球化学の一分野。 

注10南極やグリーンランドの氷床は数十～数百万年の長期間に渡って雪が降り積もることにより、雪

自身の重みで圧縮され氷になったものである。その氷の表面部分は、氷になる前段階の通気性の

ある層となっており、これをフィルン層と呼ぶ。フィルン層内の隙間には深いところほど昔の空

気が蓄えられているので、これを分析することにより、過去の大気成分の変動が分かる。 
注11 代替指標のこと。たとえば南大洋表層堆積物中に保存されている植物プランクトン由来の有機

化合物（バイオマーカ）中の水素同位体比が、地質時代の氷床融解現象を復元するプロキシ・デ
ータとなっている
（http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/Members_HP/ikehara/J/study/kibanB/purpose.html）。 

注12棚氷（たなごおり。ほうひょう）。海岸線がへこんだ地形のところに流れ出た陸上の氷床は、そ
のまま海に浮かび、大陸とひと続きの氷原になる。このように氷床が海に浮いている部分を「棚
氷」と呼ぶ。洋上にある氷という点では、海氷と似ているが棚氷は陸上で形成され、海氷よりも
だいぶ厚くなることがある点が異なる。南極のロス棚氷は、52 万 5,000km2もあり、フランス全
土の面積に匹敵する。 

注13 Sub-Glacial Lake。南極大陸の大部分を覆う氷床はその厚さが3,000mを超えるところもあり、
この氷床の下には多数の湖がある。もっとも有名なのがボストーク湖で、現在その湖水面の手前
までの掘削が進んでいる。 
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U実行方法 
極地の氷床の状態、すなわち幾何学形状や動態、内部構造、表層および基盤における界

面交換などは、モデル化と観測を総合して評価されるであろう。ここで観測とは、リモー

ト・センシングや氷コア掘削、その場測定、他のテーマ（WP-2、-3 および-4）と共同で

実施する海洋学的繰り返し観察、などを言う。それはまた、棚氷の進化 氷山が海洋へ漂

流することによる消滅、ならびにこれら双方が深海底生物に与える影響などの観察も意味

している。これは WP-6 における海洋生物学分野の実験とも関連している。 
 
AWI の航空機「北極 5 号（Polar 5）」には、氷と雪を貫通するレーダとレーザ高度計が

備えられている。「北極 5 号」は、測地点位置の地上較正のための氷コア掘削、南極大陸

東側内陸部での氷床表面における物質収支およびプロキシ・データ作成（Topic-5 および

Topic-6）のために必要な兵站輸送支援を受け持つ。気象学的なパラメータの長時間記録は、

観測船「北極星号」船上および極地点ステーションにおいて継続的に実行されるが、その

データは航空観測によって得られる大気温度、トレース気体、エアロゾル、および各種気

象パラメータなどで補足される。氷床上の降雨や、トレース物質および安定同位体の蓄積、 

放射バランスなどは大気と氷の相互作用の重要なプロセスであり、これらも同時に観測さ

れる。観測データは、きわめて複雑な数値モデルの入力データとして、あるいはそのモデ

ルの妥当性の検証に役立つ。この数値モデルは、氷床、大洋および大気間の相互作用（物

質収支）を記述する高分解能の空間三次元と時間一次元を持った四次元モデルである。氷

床、大洋、海氷および大気を統合したモデルを構築し、Topic-4 の研究へ活用するのを究

極の目的とするものである。 
 

Uマイルストーン 
 非構造格子法に基づき大洋と氷床を結合した複合モデルを完成し、変化する気候の

下での極地氷の挙動を研究する（5 年）。 
 ウェッデル海へ流出する南極氷床の溶融を評価し、その水理学的影響の評価を改善

する（3 年）。  
 海底地形、氷厚み、内部構造、雪の蓄積、および固体化した雪の多様性を視覚化す

るためのフィールド観測（5 年）。 
 これまで汚染されていない氷床底湖へ掘削を進めるための、新規のサンプリング技

術を開発する（3 年）。 
 
2.2 海洋の温暖化と酸性化に関する研究 
このプログラムの中の WP-6 として「海洋の温暖化と酸性化：生物種とその変化が海洋

生態系に与える影響」がある。このテーマでは、気候変動が極地海洋生物種へ直接的に与

える影響と、その結果としての相互作用と海洋生態系の機能を研究する。 
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U課題と目的 
海洋の温暖化と酸性化に対応して、独立栄養生物や従属栄養生物、あるいは石灰化生物

と非石灰化生物を問わず、生物種の変化はあらゆる種に見られる。動物はその中でも住む

環境によって影響を受けやすく、その結果、生育する外部条件に対して非常に敏感である。

近年の生物学に関する分子学的、生理学的および生態学的なレベルでの学際研究によれば、

動物が気候変動へ反応する際の鍵となるメカニズムが明らかになりつつある。気候変動の

際の環境順化および適応過程の能力と限界を明らかにし、生態系における種の組成変化を

予測するためには、これらのメカニズムに関する更なる研究が必要である。 
 
研究課題は 
 ある特定の極地海洋生物とその生態系を選定し、気候に依存する進化過程を詳細に研

究する。 
 ある特定の生物のライフサイクルの中（たとえば卵、幼虫、成虫など）で、大洋温暖

化と酸性化に決定的に敏感な段階を特定する。 
 生物としての挙動と変動に対する感度を決定する生理学的なメカニズムを分析し、機能

の柔軟性の点から、このメカニズムが有する順応能力（遺伝子発現能力）を推定する。 
 さまざまな種に対して、環境影響と耐性限界を定量化する。 

などがあげられる。 
 
U実行方法 
このテーマは、一般的には北極海および南極海に棲息する種（すなわち、プランクトン、

底生無脊椎動物、魚類および哺乳類）の中からあるものを選定し、あるいは 近になって

南極リーサ・ラーセン棚氷の底部から発見された底生無脊椎動物、あるいは地球気候変動

に対してきわめて脆弱な高緯度地帯の深海珊瑚礁というような、特殊な生態系部門に焦点

を当てる。 
 
気温や二酸化炭素などの気候要因が、種と種の間の相互作用や、個々の生物種の性質、

種および種の集団の遺伝子的構造を決定することになるが、気候要因に対する反応メカニ

ズムを解明するために、フィールド研究と実験室研究を総合する。それぞれの研究範囲は、

現在の変動の影響から過去の気候の変動（Topic-3 ）までを含むものである。過去の気候

変動は生涯成長する硬い構造物におけるプロキシ（安定同位体やトレーサ）の研究を通し

て、あるいは系統発生ツリーを通して研究される。海洋哺乳類のリモート・センシングは

生物学的活動のホットスポット注
F

14
F を同定し、その動物自身の生物地理学を明らかにする。 

 
Uマイルストーン 

 様々な極地（半島、ウェッデル海、北極海水）における将来の気候の推移を想定し、 

                                                 
注14 例外的に多数の絶滅危惧種が発見される自然環境を言う。 
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非生物学実験の設定のための現実的な入力データを作り出す（1 年）。 
 長期にわたる実験（たとえば二酸化炭素）のための標準化された方法論と、関連す

る解析（分子、細胞、生物に関するフィールド実験）（1 年）。 
 関連生物種における変動に対する感度を規定する鍵となるメカニズム、それに対応

する限界点の特定、および生物の反応と生態系の変化の関連（2～3 年）。 
 順化と適応のメカニズム、およびその結果としての集団遺伝子学的構造を記述する

概念モデル構築のための要素（4 年）。 
 生態系レベルで考察した大洋温暖化と酸性化の複合影響の機構学的モデルの構築（5 年）。 

 
3. 連携機関 

AWIは多くのドイツ国内研究機関や国外研究機関と連携して極地観測事業を進めてい

る。たとえば国内研究機関としてはブレーメン大学やゲッティンゲン大学、キール大学が

あり、国外研究機関としては北極・南極研究所（ロシア：サンクト・ペテルスブルグ）や

オーストラリア南極研究所（オーストラリア：ホバート）、英国南極調査所（英国：ケン

ブリッジ）などがある。わが国の国立極地研究所（東京）注
F

15
Fも連携機関の一つである。 

 
Uあとがき 
ドイツの極地研究センターである AWI が、地球温暖化対策のための基礎研究を進めて

いる状況を見てきた。この研究は、温暖化防止のための即効性は期待できないのかもしれ

ないが、地道に世界各国の研究所と連携して進めていることがわかる。 

                                                 
注15 http://www.nipr.ac.jp/ 


