
【環境】水利用の持続可能性 エコシステムサービス  
 

NSFが水利用の持続可能性と気候に関する研究に助成（米国） 
 
増加し続ける水への需要と気候の変動や変化を考慮した場合、今日世界が直面している

喫緊の課題の中でも特に重要なものは、質の良い水の十分な供給を確保するという問題で

ある、と科学者たちは言う。 
 
 水は地球上の生命にとって重要であるにもかかわらず、水の入手可能性、水質、水の力

学に関する我々の理解と、変動しつつある気候や人類の活動が地球の水システムに及ぼす

影響の間には重大なギャップが存在している。 
 
 地球上の水がどのように循環しているかという問いについての理解を深めるために、国

立科学財団（National Science Foundation: NSF）は、「水利用の持続可能性および気候
（Water Sustainability and Climate: WSC）」の助成公募を通じて、17のプロジェクトを
選出した。 
 
 これらのプロジェクトの目的は、地球の水システムと、気候変動、土地の使用、都市

環境（built environment）、エコシステムの機能やエコシステムサービス注1との相互作

用を理解し、予測することである。 
 
 「我々は、どのようにして既存の水システムやその管理システムを、より高い信頼性や

回復力があり、持続可能なものにするかについて決定する必要がある。しかし、これを実

現するには、たとえば、エネルギー、工業製品や農産物の生産時の節水と、都市環境の要

請といった多様で、時に相反する必要性を調整しなければならない」と、NSF地球科学局
の Tim Killeen副局長が語った。 
 

WSCの助成公募は、NSFの地球科学局、工学局、生物科学局、社会・行動・経済科学
局の支援を受け、これらにより運営されている。 
 
 この助成金は、特定地点の観察をモデル（地球上の異なるプロセスの統合だけでなく、

観察地点以外の地域への空間的、時間的推論を可能にする）と組み合わせて、水システム

の研究を支援するためのものである。 

                                                 
注1 気候の安定、物質の循環、炭素の貯留機能や土壌の保全，生物多様性の保全機能,といった、森林や水が持
つさまざまな公益機能を、エコシステムサービスという。（参照：NIES-FRIM-UPM 熱帯森林生態および
生物多様性の共同研究「熱帯域におけるエコシステムマネージメントに関する研究」、国立環境研究所 
（http://www.nies.go.jp/biology/pasoh/project_outline/index.html）；厳網林、松崎彩、鴫原美可子、「地
域エコシステムのマッピングとエコシステムサービスの評価―地域環境ガバナンスのためのGIS ツールの
適用―」（http://coe21-policy.sfc.keio.ac.jp/ja/wp/WP06.pdf）） 

NEDO海外レポート　NO.1068, 2010.11.25

25



 
 「研究結果は、地球の水資源に対する我々の理解を深めることになろう。それに伴い、

水の入手可能性だけでなく、地球上の生命の未来に関する我々の予測能力も向上するだろ

う」Killeen副局長はこう述べた。 
 
カテゴリー1：ワークショップの計画に対する助成 
 
プロジェクト 主研究者 概要 
大規模マングローブ

河口域における、淡

水の流入とエコシス

テムの機能やエコシ

ステムサービスとの

関連付け 

Michael C. Sukop
（フロリダ国際大

学） 
 

このプロジェクトの目的は、①経験主義

的、かつ、実験に基づいた分析的なアプ

ローチを構築して、水のバランスと炭素

収支（carbon budgets）をマングローブ
河口域のエコシステムの機能やエコシス

テムサービスと関連づけ、②構築したア

プローチを実施して、同地域における水

資源の配分を決定するフォーラムに研究

結果を反映させるための長期計画を策定

する。この研究は、エバーグレーズ国立

公園の一部で行われる。 
気候変動と都市化に

伴う人類の水資源管

理方法の変化が与え

る水理学的、生態学

的影響 

Douglas 
Jackson-Smith  
（ユタ州立大学） 

このプロジェクトは、今後予想される気

候変動や都市化に伴う水分配の変化と水

利用の効率が、どのような結果（意図し

たか否かにかかわらず）をもたらすか、

という問いに答えようとするものであ

る。同プロジェクトは、NSFが助成する
WATERSテストベッド注2流域、農務省保

全効果評価プログラム（Conservation 
Effects Assessment Program: CEAP）研
究流域、西部山岳地帯における環境保護

庁（Environmental Protection Agency: 
EPA）の流域標的プロジェクト（Targeted 
Watersheds Project）の共同研究地域で
の研究結果に基づいて進める計画であ

る。 
                                                 

注2 テストベッドとは、大規模なシステムを開発する際に使用される、実際の運用環境に類似した試験用プラ
ットフォームの総称を指す。（参照：「テストベッド」、BINARY IT用語辞典 
（http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%99%E3%83%83
%E3%83%89）） 
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プロジェクト 主研究者 概要 
国境地帯の持続可能

性：脆弱な地形にお

ける水、気候、およ

び社会的変化 

William Hargrove
（テキサス大学エル

パソ校） 

このプロジェクトは、ワークショップを

開催して、変化に対する生態学的／社会

システムの回復力、適用能力および変革

能力について分析する予定である。研究

対象の水システムは、リオグランデ川中

流および米国とメキシコの国境地帯にあ

るエルパソ/フアレスである。エルパソ/
フアレスは、暴力、移民および社会的不

公正によって複雑になった複合的な生物

物理学的、社会経済学的環境の中で独特

の課題を提示している。 
調節可能な水システ

ムからの学習 
Joan Rose 
（ミシガン州立大

学） 

この「計画」に対する助成は、環境の変

化に応じて変化する利用可能な水や水シ

ステムの観察とモデリングを統合する研

究手続き手順の開発に焦点を当ててい

る。このプロジェクトは、既存のイニシ

アティブを統合して、ミシガン州のセン

トクレア湖とグランドリバーの流域を評

価し、これまでに起きた変化と将来起こ

りうる変化を社会科学の観点から調査

し、水質、公衆衛生、および持続可能性

に対するリスクを気候変動の観点から解

明する。 
東アフリカのグレー

トレークス地方にお

ける水利用の持続可

能性および気候 

Thomas C. Johnson
（ミネソタ州立大学

ダルス校） 

東アフリカの地溝湖（Rift lakes）は、農
業に適した条件が揃い、魚が豊富で、淡

水が十分にあり、気候も厳しすぎず、景

観も美しいことから、人口が増加してき

た。このプロジェクトは、熱帯の東アフ

リカ・グレートレークス地方の典型例で

あるマラウィ湖流域の水利用の持続可能

性および気候のための学問横断的な研究

計画を発展させる計画である。 
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プロジェクト 主研究者 概要 
水環境の共同観察：

国レベル調査プログ

ラム 

John B. Braden 
（イリノイ大学アー

バナ・シャンペーン

校） 
 

Braden氏と彼のチームは、水システムの
連動に対する我々の理解を深める知見を

生み出すことにより、人類の行動を組み

込んだ予測的科学モデルを開発し、政策

や機関が環境的なアウトカムを改善しな

がら水の経済的価値を高められるように

する計画である。研究者たちは、国立海

洋大気庁（NOAA）、環境保護庁（EPA）、
米国農務省（USDA）、米国地質調査所
（USGS）、 労働統計局（BLS）といった
機関と連携して研究に従事する予定であ

る。 
急速に都市化し、気

候変動に敏感な地域

の水資源に対する持

続可能性の力学 
 

James R. Gosz 
（アイダホ大学） 
 
 

このプロジェクトは、水資源関連の問題

に幅広く取り組む計画である。たとえば、

ワシントン州スポケーン‐アイダホ州コ

ーダレーン地域における気候の力学、水

質・水量、景観の力学、分散型エネルギ

ーおよび再生可能エネルギー、社会経済

的要因、文化的・人口動態的変化、天然

資源の法則、都市環境・インフラ整備、

運輸計画・運輸政策、都市‐荒れ地・農

業インターフェース、新たな脅威など。 
アリゾナ州北部の森

林に覆われた流域向

けの経済的に持続可

能な回復・監視計画

の策定 
 

Abraham E. 
Springer 
（ノーザン北アリゾ

ナ大学） 

Springer 氏と彼の研究チームは、流域と
森林の管理測定基準をエコロジカル経済

学注3に結びつけて、アリゾナ州北部に植

林されたポンデローサ松の大規模な生態

学的回復のために使用されたコストを相

殺する、流域サービス市場向けのモデル

を構築する計画である。流域管理による

便益に対価を支払う利害関係者が存在す

る成功した水市場は、森林状態の維持、

監視、回復を支援し、持続可能な水資源

を提供するとみられる。 

                                                 
注3 エコロジカル経済学とは、生態系の維持と経済活動を両立させるための社会的・経済的制度や政策を模索
する学問を指す。 
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プロジェクト 主研究者 概要 
人類、水文学注4、気

候変動、およびエコ

システム：五大湖流

域の水資源およびエ

コシステムサービス

の統合分析 
 
 

Alex S. Mayer 
（ミシガン工科大

学） 

北米の五大湖地域は、水に富んでいるが、

水資源の使いすぎという懸念が存在して

いる。科学者たちは、ワークショップを

開いて、以下の二つの計画に基づいてこ

の問題に取り組む予定である。 
①将来の土地使用や気候変動がエコシス

テムに与える影響を予測する統合生物物

理学的モデルの構築 
②同地域のグループや個人が、この地域

の水産資源をどのように認識しているか

についての理解の深化 
廃液流出型の都市化

が進む流域の水およ

びエコシステムの持

続可能性のための生

物物理学的・社会学

的統合研究 

David Hoeinghaus
（ノーステキサス大

学） 

研究対象になっているトリニティ川上流

域（ダラス‐フォートワース・メトロプ

レックスを含む）は、地上の水に対する

依存度を高めながら急速に都市化が進む

流域の研究のためのモデルシステムとし

て大きな可能性がある。フィールドリサ

ーチや公共測量により、入手可能なデー

タのギャップを埋め、人間系システムと

自然系システムをモデル化する予定であ

る。 
 

                                                 
注4 水文学（すいもんがく、hydrology）は、自然界における水の循環を中心概念とする学問分野で、降水研究、
雪氷、蒸発散、地表水、侵食と堆積、水質、水資源システムとその相互作用などを研究対象としており、
流域水文学（降水から流出まで、主に流域を扱う）と地球水文学（地球規模での降水、 蒸発散、水蒸気輸
送なども含めた領域を扱う分野）に分類することができる。（参照：「水文学とは」 
（http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/Mulabo/research/indexj.html）） 
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カテゴリー2：観察およびモデリング 
 
プロジェクト 主研究者 概要 
五大湖の水質に対す

る極端な出来事の影

響：変動しつつある

気候という条件下で

の養分負荷の予測と

管理 
 

Anna M. Michalak
（ミシガン大学アン

アーバー校） 

五大湖は、慢性的な水質問題を抱える極

めて重要な淡水資源である。この研究は、

以下の質問に答えようとするものであ

る。 
①気候変動に誘発された極端な出来事

は、五大湖システムの水質やエコロジー

に対してどのような影響を与えうるか 
②これらの課題に取り組むのに有効な管

理戦略は、どのようなものか 
地域的な気候のばら

つきや都市開発パタ

ーンの都市水サイク

ルおよび養分流出に

対する影響 
 

Claire Welty 
（メリーランド大学

ボルティモアカウン

ティ） 
 

この研究の目的は、地域的およびローカ

ルな気候のばらつきという状況下での都

市開発パターンと水文学サイクルおよび

これに付随する栄養サイクルとの相互作

用を評価することである。都市の水利用

の持続可能性を制御するフィードバック

関係をシミュレーションするためのモデ

リングシステムを構築することに、特別

な焦点が当てられる。 
中西部農業の展望に

おける気候変動、土

地利用の変化、およ

び都市化：水質およ

び水量に関する課題 

Christopher 
Kucharik 
（ウィスコンシン大

学マディソン校） 
 

このプロジェクトは、気候、土地の使用、

土地被覆、都市環境、および人類の需要

の変化に従い、地域的流域でエコシステ

ムサービスはどのように多様性を持ち、

どのように維持されうるか、という問い

に答えようとするものである。同研究の

対象は、北中西部（Upper Midwest）に
位置する、水関連問題の模範であるウィ

スコンシン州ヤハラ川流域である。 
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カテゴリー3：モデリング 
 
プロジェクト 主研究者 概要 
ハイ・プレーンズ帯

水層（High Plains 
Aquifer）地域の持続
可能性に向けて：景

観、大気および社会

経済的システムの統

合 
 

David Hyndman 
（ミシガン州立大

学） 
 

ハイ・プレーンズ地域は、米国で最も生

産性の高い灌漑農地の一つであると自負

しているが、これは、世界最大の帯水層

システムの一つであるオガララ‐ハイ・

プレーンズ帯水層群に近接しているため

である。このプロジェクトは、農産物に

対する需要の増加に直面しているという

状況下、同地域の農業の実施に関して、

異なったレベルの持続可能性を数値化す

る計画である。 
乾燥地帯を流れる川

を対象とした気候変

動、人口動態の変化

および水資源の限界

値の統合 
 
 

Thomas Meixner 
（アリゾナ大学） 

Meixner 氏と彼のチームは、アリゾナ州
南部のサンペドロおよびサンタクルス川

流域で研究に取り組む予定である。既存

の科学的データセットや行動データセッ

トは、プロセスベース・モデルを用いて

統合され、公益市場分配モデルに関連づ

ける計画である。 
アジアにおける穀

物、気候、運河およ

び寒冷圏：地球の「第

三の極」注5を取り巻

く水資源の変化 
 
 

Steve Frolking 
（ニューハンプシャ

ー大学） 

このプロジェクトは、水文学における気

候変動要因の変化が、中央アジア、南ア

ジア、東アジア、東南アジアの農業生産

や土地利用に及ぼす影響や、これらの影

響が同地域の将来的な食料安全保障や経

済的繁栄にとって何を意味するかについ

て、統合評価法を構築する予定である。

同プロジェクトは、アジアの山岳を流れ

る主要な河川（インダス川、ガンジス川、

ブラマプトラ川、サルウィーン河、メコ

ン川、揚子江、黄河、アムダリヤ川、シ

ルダリヤ川、イルティシュ川）の流域に

おける現在および予測される水資源を評

価する計画である。 

                                                 
注5 チベット高原を取り巻く山脈や高原（ヒマラヤ山脈、カラコルム山脈、崑崙山脈など）は、中低緯度で最
も多くの氷を山岳氷河という形で貯蔵しており、南極、北極に次ぐ第三の極（The Third Pole）と呼ばれ
ている。（参照：日置幸介、松尾功二、「重力衛星 GRACE でみたアジアの山岳氷河の融解」
（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jepsjmo/cd-rom/2009cd-rom/program/session/pdf/W162/W162-001.pdf）） 
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 このプログラムは、NSF による「持続可能性のための科学、工学、教育（Science, 
Engineering, and Education for Sustainability: SEES）」プログラムに対する投資の一環
である。SEESで扱う領域は、システムベース・アプローチを用いて、気候およびエネル
ギー分野の研究および教育の課題に取り組んでおり、自然、社会および都市環境の変化を

理解、予測し、変化に対処することを目指している。 
 
初期の SEESプログラムは、気候と環境の共通部分（人的側面を組み込むという特別の

関心を含む）という観点から、一連の研究プログラムおよび教育プログラムの調整に焦点

を当てていた。 
 
 NSFが SEESで扱うさまざまな分野の中の主要なテーマに関して、2010会計年度用に
新たな公募が発表された。これらの公募（水利用の持続可能性と気候、生物多様性の側面、

海の酸性化、地域別の 10 年単位の地球システムモデリング、気候変動教育プログラム）
は、全部で 70のプロジェクトに対して総額 6,600万ドルを助成する。 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：NSF Awards Grants for Study of Water Sustainability and Climate 

（ http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=117819&org=NSF&from=
news） 
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