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【環境】 

 

南アジアの気候に影響を及ぼす大気汚染と温室効果ガス 
－スクリップス海洋研究所の研究成果－ 

 

サンディエゴのカリフォルニア大学スクリップス海洋研究所（Scripps Institution 
of Oceanography）の研究チームが新しく行った分析により、大気汚染、地球温暖化を
もたらす温室効果ガスおよび自然起因の気候変動が世界で最も人口密度の高い地域に

一連の重大な影響をもたらす可能性があるという驚くべき結果が明らかになった。 
 
5月 15日に発行された米国気象学会（American Meteorological Society）の学術専

門誌「Journal of Climate」に掲載された論文の中で、スクリップス海洋研究所の Chul 
Eddy Chung と V. Ramanathanは、海面温度を始めとするインド洋海域の一連のデ
ータを分析した結果について述べている。この分析によって、海洋北部の温度が通常

よりも低いことがこの地域の自然な気候循環およびモンスーンをもたらす条件を妨げ

ており、結果としてインドの降雨量減少とアフリカのサハラ砂漠南に位置するサヘル

地域の降雨量増加につながっていることが明らかになった。 
 
彼らの見解によると、熱帯インド洋が温室効果ガスによって暖められる一方、人口

密度の高い地域に接するインド洋北部の海域では海洋の他の部分ほど急速には温度が

上昇しない。これによって干ばつが増加する状況がもたらされ、南アジアで暮らす 20
億人以上の人々が影響を被る恐れがあるとのことである。これらの現象は農業から淡

水の供給可能性に至るまで様々な産業や資源に影響をもたらす。 
 
このような変化が起きる原因は、大気汚染、温室効果ガスおよび自然起因の気候変

動が複雑にぶつかり合っていることにある、と彼らは主張する。 
 

「この地域の熱帯全域が様々な方向に引っ張られている。」とスクリップス海洋研究所

雲・化学・気象センター（Center for Clouds, Chemistry and Climate）の Ramanathan
センター長は述べる。「茶色の靄とも称される汚染により地表に届く太陽光が減少し

ていることが確認されている。この傾向はインド洋北部の温暖化を覆い隠していると

思われるが、その間もインド洋南部では温暖化の勢いが弱まることはない。大気汚染

が太陽光に影響を及ぼし、降雨の傾向に大きな乱れが起きる恐れがあることが分かり

始めている。ある地域では降雨量が増え、また別の地域では降雨量が減少する可能性

がある。」 
 
Ramanathan と Chungは研究仲間らと共同でこれと関連する別の研究を行ってお

り、2005 年に発行された全米科学アカデミー会報（Proceedings of the National 
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Academy of Sciences：PNAS）に論文が掲載されている。この研究に参加したのは、
国立大気研究センター（National Center for Atmospheric Research）、ワシントン大
学、さらにインドおよびスイスからの研究者らである。彼らはこの研究の中でシミュ

レーションを行い、エアロゾルと呼ばれる大気汚染によって生じる微粒子が温室効果

ガスによる温暖化の影響を覆い隠していることを発見した。 
 
「温室効果ガスは 1 つの影響をもたらそうとする。すなわち海洋の温度を上げて降

雨量を増やそうとする。一方、エアロゾルもこれとは別の影響をもたらそうとする。

すなわち海洋の温度を下げて降雨量を減らそうとする。この結果、モンスーンの降雨

領域が南アジアから赤道海域と南の海洋に追いやられてしまうことになる。」と

Ramanathanは説明する。「ある年にはエアロゾルの影響の方が強いかもしれないが、
ある年には温室効果ガスの影響の方が強いかもしれない。したがって私達は、これか

ら数十年の間にこの 2 つの変動が大きくなり、急速な変化への対応が年を追って難し
くなるのではないかということを懸念している。」 

 
これらの研究はいずれもスクリップス海洋研究所に拠点を置く国際的イニシアティ

ブ「茶色雲に関する研究プロジェクト（Project Atmospheric Brown Clouds：ABC）」
を支持している。このプロジェクトは国連環境計画（United Nations Environment 
Program：UNEP）の後援によるものであり、塵や汚染粒子がどのように運ばれて行
くのか、また環境、気候、農業サイクルおよび生活の質にどのような影響を与えるの

かについて研究を行っている。中国、インド、日本、韓国、スウェーデン、タイおよ

び米国からこのプロジェクトに参加した国々により、インド・アジア太平洋地域で大

気汚染と気候を調査するための観測所の設置が進められており、科学と影響評価の統

合によって政策立案者に科学的知見を提供することを目指している。 
 
このような汚染雲（茶色い靄状の雲）は、アジアの他にも米国のロサンゼルスやデ

ンバーといった大都市の上空を始めとして世界の様々な地域で見ることができる。 
 

「5年から 10年ほど前まで、汚染は都市の問題だと考えられてきた。現在では、人工
衛星のデータなどから得られた新しい観測結果により、このような汚染雲はあっとい

う間に移動して海洋全体を覆う可能性があることが分かっている。研究者達は、汚染

雲はほんの 5 日ほどで中国から米国に到達し、3 日から 4 日で米国からヨーロッパに
達することを明らかにした。」と Ramanathanは語る。 

 
Chung と Ramanathanは学術専門誌「Journal of Climate」に掲載された論文の

中で、インド上空のモンスーンによる降雨は 1950年代以降およそ 5～8%減少してい
ると指摘する。この論文の中で言及されている実地調査の多くは 2,500万ドルの国際
的活動「Indian Ocean Experiment (INDOEX)」の中で、スクリップス海洋研究所の
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主導により 1999年春に行われたものである。INDOEXには、米国立科学財団(Natio
nal Science Foundation）、米国エネルギー省、米国海洋大気庁(National Oceanic a
nd Atmospheric Administration：NOAA）が資金を提供している。 
 
「これらの注目すべき研究によって、地球の気候すなわち人間活動のほぼ全ての領

域に深い影響を与える毎日の気象条件が、自然と人間の力の微妙な均衡の狭間で宙ぶ

らりんの状態に陥っていることがより一層明らかになった。」とプログラム責任者であ

る国立科学財団大気科学部（Division of Atmospheric Sciences）の Jay Feinは述べる。
「気候の均衡を崩してしまう恐れのあるプロセスを正しく理解することは、知識およ

び技術の面において人類が直面している最も難しい課題の 1つである。」 
 
INDOEX やその他の時間的な制約を伴う実地調査は不定期に行われているに過ぎ

ない。Chungは継続的で年間を通じたエアロゾルの観測によって人工衛星データの充
実を図る必要があると確信しており、これによってエアロゾルがアジアなどの地域に

及ぼす影響が季節あるいは一年の中で高い変動性を持つことに関して研究者の理解を

深めることにつながると考えている。アフリカから飛来する塵の粒子も重要な影響力

を持つが、その影響についてはまだ完全には解明されておらず、これについてもさら

なる調査と分析を進める必要がある。 
 
INDOEX 活動とこれに続く Ramanathan らによる研究の結果から、南アジアとイ

ンド洋北部の上空に見られる人為起源のエアロゾルにより 1930年から 2000年までに
地表に届く太陽放射がおよそ 7%減少していることが明らかになった。この現象は地球
薄暮化 (dimming effect）とも呼ばれる。Chung と  Ramanathan は「Journal of 
Climate」に掲載された論文の中で、海面温度の変化と靄を構成する粒子がもたらす影
響の結果、インド上空の降雨量減少およびインド洋とアフリカのサハラ砂漠以南の上

空における降雨量増加が引き起こされると述べている。 
 
しかし、研究者らはこれとは逆の影響についても警告している。「温室効果ガス自体

はシミュレーションが行われたインドの降雨に明らかに大規模な異常をもたらす。こ

のことから推測されるのは、南アジアでエアロゾルによる汚染が大幅に減少した場合、

インドではモンスーンによる降雨量の大幅な増加（10～20%）が見られる一方、温室
効果ガスの影響により地表の温度が大きく上昇する可能性が高いということである。

これらの研究結果の重要性から鑑みて、ABCプロジェクトが継続的に行う定期的な観
測に加えて地域ごとの気候モデルを用いたシミュレーションを一刻も早く実施し、大

気汚染に対するモンスーンの反応に見られる不確実性と複雑性への理解を深める必要

がある。」 
 
PNASで発表された研究の中で、研究チームは大気中の茶色雲（atmospheric brown 
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clouds：ABC）の役割を解明するために海洋と大気に関する一連のシミュレーション
を行った。このシミュレーションの結果、茶色雲に含まれるエアロゾルは地域の気候

と水循環の変化に大きな役割を果たしている可能性があることが分かった。また、温

室効果ガスが現在と同じペースで排出され続けた場合、インド亜大陸では今後数十年

のうちに干ばつが倍増する恐れがあることも指摘された。 
 
「茶色雲がモンスーンの降雨に及ぼす影響は、大気汚染が健康に及ぼす影響とともに、

発展途上諸国で大気汚染を減らすことに対する強い理由づけになる。」Ramanathan と 
Chungは PNAS に執筆した論文でこのように結論づける。「しかしながら、温室効果ガ
スの削減を行わずに大気汚染が急激に減った場合、南アジアの温暖化が加速する可能性

もある。これは茶色雲が温室効果ガスによる地表面の温暖化のおよそ 50%を覆い隠して
いることをシミュレーションの結果が示しているからである。」 
 
「Journal of Climate」で発表されたこの研究は、米航空宇宙局（NASA）と国立科

学財団（NSF）の後援により行われた。PNAS の研究論文の執筆陣には Chung と 
Ramanathanの他に D. Kim (スクリップス海洋研究所)；T. Bettge, L. Buja,、J. T. 
Kiehl 、 W. M. Washington (国立大気研究センター)； Q. Fu (ワシントン大学)； D. 
R. Sikka (インド熱帯気象研究所名誉所長) および M. Wild (スイス連峰技術研究所)
が含まれる。 

 
また、PNAS で発表された研究は NSF 大気科学部および NOAA の後援により行わ

れた。本文中で引用したこれらの論文に関する発言、研究成果、結論および提言はい

ずれも著者によるものであり、必ずしも後援機関あるいは UNEP が支援する ABC プ
ロジェクトの見解を反映するものではない。 
 
注記：2006 年 4 月、Ramanathan を始めとする研究チームは、大気汚染による雲を
調査することを目的とした無人飛行機の技術的な実証に成功したことを発表した。詳

細については下記のウェブサイトを参照。 
http://scrippsnews.ucsd.edu/article_detail.cfm?article_num=724 
 
スクリップス海洋研究所について 

 

サンディエゴにあるカリフォルニア大学のスクリップス海洋研究所は、科学研究と

大学院研修の分野において世界で最も歴史のある大規模で重要な拠点の一つである。

米国学術研究会議（National Research Council）は、教授陣の質において同研究所を
全米の海洋学課程の中で第 1 位にランク付けしている。スクリップス海洋研究所が扱
う科学領域は 1903年の創設以来拡大しており、現在では生物学、物理学、化学、地質
学、地球物理学、さらに一つの体系としての地球大気の研究を包含している。現在、
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広範な科学領域に及ぶ数百の研究プログラムが 65カ国で行われている。研究所のスタ
ッフは約 1,300 名であり、連邦政府および民間から拠出される年間支出額はおよそ 1
億 4,000 万ドルである。スクリップス海洋研究所は、海洋調査船 4 隻と研究拠点 1 カ
所を擁する米国で最大規模の学術的な海洋調査の拠点である。 

以上 
翻訳：NEDO情報・システム部 

 
（出典：http://scrippsnews.ucsd.edu/article_detail.cfm?article_num=731 
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