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Abstract 

 

Since the recent climate change is an important topic in the context of SDGs (Sustainable Development 

Goals) and ESD (Education for Sustainable Development), teacher training course should produce educators 
with sufficient geo-literacy. In order to meet this requirement, the authors have designed a study plan that 

facilitates students’ better understanding of current climate change issues, which will be offered in a lecture at 

university by two speakers who have different specialties, paleoenvironmental science and meteorology. 

Summary of the lecture is as follows. At first, from the branch of paleoenvironmental science, a major cooling 
event at the Eocene/Oligocene boundary and the glacial-interglacial cycles in the Quaternary will be explained. 

We will then instruct the participants to compare these climatic events with recent global warming, in order to 

remind them of the extraordinary higher speed of the recent climate change than climatic events in the 
geological past. Followed by these global topics, climatological features in East Asia including Japan (e.g. 

regional/seasonal difference in climate and year-to-year variations) will be demonstrated in order to relate 

local issues to global ones. By these efforts, the lecture aims to cultivate students’ ability to grasp geo-

phenomena from various aspects and understand the true nature of problems, which may contribute producing 
educators who can execute ESD programs. 
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I. はじめに 

(1) ESD推進の視点からみた地学教育の必要性 

近代の人間活動による二酸化炭素等の温室効果ガ

ス排出量増加や気温上昇（例えば Keeling 1993）は地

球温暖化問題として広く社会に認知されている。また，

2014 年に公開された気候変動に関する政府間パネル

（IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change）第

５次評価報告書では，この一連の地球温暖化は人為起

源である可能性が非常に高いとされており，人間活動

が与える地球の気候システムへの重大な影響が示さ

れた（IPCC 2014; Stocker et al. 2014）。さらに，2018 年

に IPCC が発表した「1.5ºC 特別報告書」では，気候

変動に関連する海水準上昇（極域氷床の融解）・異常

気象やそれに伴う食糧不足・水不足・洪水などの水災

害・生態系破壊などの影響を予測しており，気温上昇

を 1.5ºC 以下に抑えることの重要性や今のままでは

2030 年に 1.5ºC の気温上昇に達してしまう可能性を

指摘している（Masson-Delmotte et al. 2018）。 
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これら一連の状況を受けて，2015 年の国連サミッ

トでは「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

が採択され，持続可能な開発のための 17 の目標

（SDGs: Sustainable Development Goals）と 169 のター

ゲットが示された。この 17 の行動目標は，気候変動

への対処，生物多様性や海洋の保全，エネルギー問題，

食料問題など自然環境に直接関わるものがほとんど

である。また，当該アジェンダでは，こうした SDGs

に取り組む資質を育成するための教育の重要性も併

せて強調されており，「持続可能な開発のための教育

（ESD: Education for Sustainable Development）」として，

各所でさまざまな取り組みが行われつつある。 

ESD においては，深い思考に基づいた持続可能な

社会作り（i.e. SDGs の達成）のために行動を起こすこ

とが出来る資質の育成が重要視されている（UNESCO 

2017）。また，ESD で対象とする諸課題の殆どは互い

に独立ではなく，分野間の繋がりが大きい。そのため，

種々の問題の複雑な繋がりや多様性を正視し行動出
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来る資質，いわば「ESD 的視点」の育成も重要である

（例えば，日本ユネスコ国内委員会  2016; 加藤他 

2019a, b）。さらに，SDGs や ESD で取り組むべき分野

の殆どは，前述のように，自然環境との関わりが大き

い。そのため，SDGs や ESD における行動の前提とな

る深い思考を行うためには，気候変動，豪雨などの極

端現象，気候環境，生物多様性などといった自然環境

そのものへの理解深化が欠かせない。特に，気候変動

や気候環境への理解を深化するためには，気候変動が，

狭義の気象・気候系の内部過程のみならず，比較的長

い時間を要する地質学的現象も含めた様々な時空間

スケールで発生する現象の相互作用の結果として生

じること（例えば，小泉  2008; 川幡  2008, 2011; 

Ruddiman 2014; 小倉 2016）を認識する必要がある。 

従って，小中高での学校教育やその基礎となる大学

の教員養成課程において，種々の地学現象を題材に，

気候変動・気候環境を軸とした地学リテラシー育成を

行う意義は大きいであろう。さらに，この学習プラン

に，より長い時間スケールの視点を組み込むことは，

受講者に「事象間の意外な繋がりの発見」などを体験

する機会を提供することにも繋がり，上述の「ESD 的

視点」を育成する重要なアプローチとなり得る。また，

このような ESD 的視点を含む学際的気候変動教育を

行うことは，様々な時空間スケールで発生する現象の

複合体として地球環境システムを捉えられるような

地学リテラシー育成への貢献も期待出来る。 

ところで，ESD の概念は，1992 年にブラジルのリ

オデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国

連会議（地球サミット）」で採択されたアジェンダ 21

の第 36 章を受けて，国際連合教育科学文化機関

（UNESCO: United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization）の専門家会合などを通じた国際

的な議論の中で誕生し発展してきた。その後，2002 年

のヨハネスブルクサミットおよび 2005 年から開始さ

れた「国連持続可能な開発のための教育の 10 年 

(DESD: Decade of Education for Sustainable 

Development)」などを契機として ESD の概念が次第

に受け入れられ，「持続可能性」の文脈から教育を再

検討した研究報告が増加してきている（Wright and 

Pullen 2007）。また，ESD に焦点をあてた学術雑誌も

相次いで創刊されていることも，学術界・教育界にお

ける ESD への関心の高まりを傍証する（例えば
International Journal of Sustainability in Higher Education: 

2000 年創刊 , Journal of Education for Sustainable 

Development: 2007 年創刊など）。 

日本国内においても ESD 推進のための制度整備が

徐々に進んできた。例えば，2006 年に改正された教育

基本法では「環境保全に寄与する態度」などが盛り込

まれ，2008 年の教育振興基本計画でも ESD の推進が

盛り込まれた。その後の学習指導要領においても，

ESD に関連した記述が各教科に含まれている。さら

に，2020 年度から施行された学習指導要領には，その

理念や方針を示すとされる前文や総則に「持続可能な

社会の創り手となる」との記述がなされている。 

しかしながら，教育現場においては「ESDは難しい」

「ESD はよくわからない」という意見も少なくなく

（和田 2018），ESD が現場に広く浸透しているとは

言い難い。これは，ESD 実践に取り組む現役教員や教

員志望の学生自身が ESD 的視点を涵養しうる教育を

十分に受けていないことにも起因すると考えられる。

また，前述のように，SDGs や ESD で定められている

目標はそれぞれが独立ではなく，相互に密接に関連し

あっている。したがって，持続可能な社会を主体的に

担いうる人材を育成する ESD を実践するためには，

教育者の側も諸問題を多角的・分野横断的に捉えるた

めの思考力を身につける必要がある。 

 

(2) 地学リテラシーの涵養のために 

近年の地学教育学的研究では，気候変動やそれに関

わる諸現象のメカニズムについて，大学入学以前に行

われた環境教育の要点のみを丸暗記的に受け入れて

いる大学生が多い可能性，あるいは，気候変動を漠然

とした天変地異的なものとして捉える学生が少なか

らず存在することが示されている（椚座・田上 2011; 

椚座・木津 2015; 泉・乾 2017）。すなわち，これらの

研究例では，気候変動が様々な時空間スケールで発生

する地学プロセスの組み合わせによって起こってい

ることを認識している大学生がほとんどいないこと

を示唆している。例えば，泉・乾（2017）が行なった

授業実践でのアンケート調査では，大気中の二酸化炭

素濃度の変動史を正しく把握している学生は存在せ

ず「現在の二酸化炭素濃度が地球史上最高レベルであ

る」と誤認している学生が 40%にものぼる状況が示さ

れている。さらに，多くの学生が気候モデル等を用い

た気候将来予測の研究を重要視する一方で，地質記録

を用いた古環境復元の重要性を認識する学生が少な

いことも明らかになっている（泉・乾 2017）。それら

の要因として，大学入学以前の環境教育で数万年〜数

億年といった長時間スケールの地学現象がほとんど

取り扱われていないこと，そして，多くの環境教育や

メディア・報道において，産業革命以降の百年スケー

ルの二酸化炭素分圧や全球平均気温の変化のみを強

調するような傾向などといった事柄が指摘されてい

る（泉・乾 2017）。 

現在の地球温暖化が内包する大きな問題点の一つ

としては，その進行スピードの速さが挙げられる（第

Ⅲ章や第Ⅳ章を参照）。上述の現状を鑑みると，この

ような認識を獲得し地球温暖化に関連する地学リテ

ラシーを育成するためには，現在の気候環境と古環境

変動の両者に併せて目を向ける機会を提供する必要
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がある。すなわち，短時間スケールでの環境変化のみ

を強調する既存の教育に，数万年〜数億年といった長

時間スケールの現象を盛り込むことが必要であると

考えられる。 

そこで本稿では，気候変動問題（地球温暖化）が

SDGs や ESD において重要なトピックのひとつであ

ることを鑑み，教員養成（教師教育）の段階で高い地

学リテラシーを持った人材を育成するための ESD 教

師教育プログラム開発へ向けた検討を行う。その一環

として提案する授業に関して，特に，現在の気候変動

と地質時代まで遡った古環境変動が持つ双方の時空

間スケールに注目する。なお，このような視点からの

教員養成の取り組みは，地学・地理分野のみならず，

それらを専門としない多くの教員に対する地学リテ

ラシー育成を行う上でも意義深い。 

提案する講義内容の検討は，岡山大学教育学部の夏期

集中講義「くらしと環境（略称）」（本稿の最終著者が主担

当者）での実践・分析を念頭に置いた。「くらしと環境」

は，中学校・高等学校や小学校教諭の教職課程のうち

「大学が独自に設定する科目」の中の選択科目（計 2単位

分）で，教科・領域横断的思考力の育成を狙っている。2020

年度の本集中講義では，新型コロナウイルス感染拡大に関

連した社会情勢を鑑みて，学外のゲスト（本稿の第一著者

を含む）が参加する授業実践を見合わせたため，本稿では，

その開発へ向けた考察結果を報告する。 

 

II. 「くらしと環境」の授業全体の概要 

夏期集中講義「くらしと環境」は，2016 年度から

「くらしと環境 (1)」と「くらしと環境 (2)」（各 1 単

位）の授業に分割され，2019 年度から「くらしと環境

A」，「くらしと環境 B」にそれぞれ名称が変更になっ

た。本講義は制度上２科目に分割されているものの，

一連の内容を 4 日間連続して開講している。授業担当

者は，加藤内藏進，宇野康司（地質学・古地磁気学），

赤木里香子（美術科教育・美術史）で，加藤晴子（音

楽科教育・声楽），原田太郎（植物学）もゲストとし

て参加している。講義全体の狙いと概要は以下の通り

である。また，2020 年度の授業進行を第 1 表に示す。 

 

（講義全体の狙いと概要） 

持続可能な社会作りの担い手を育てる ESD の指
導者として，各地域の気候やその変動の概要，およ
び，それら自然環境を自文化・異文化生成や社会の
背景として捉えることができる資質は，あらゆる校
種・教科の教員に必要な科学的リテラシーの一つで
ある。また，ESD で取り組む分野は多岐に渡るが，
それらは互いに深い繋がりを持つため，多面的な思
考で種々の繋がりを意識出来る「ESD 的視点」を涵
養する必要がある。 

そこで本授業では，ESD 実施の際に必要となる上
記の科学的リテラシーや「ESD 的視点」，「あらゆる

校種・教科の授業や教育活動の中に教科横断的要素
も含めて ESD を取り込むための発想力」を涵養す
ることを目的に据える。本授業では，微妙なバラン
スからなる地球環境の仕組み，および，地球環境と
社会，生活，文化などとの関わりについて，学際的
に探究するための着眼点を示す。その一例として，
主担当者の加藤の専門分野である多彩な季節感を
育む日本の気候系を話題の中心に据え，気象・気候
現象のデータからの「読み解き」（ESD での情報読
解力に関連），地質分野との連携，および，芸術の
鑑賞・表現活動等（音楽分野など学外の専門家をゲ
スト講師として招聘）も織り交ぜながら論考し，教
科横断的な視点の面白さを体験できる機会を提供
する。それらの学習活動における「物事への多角的
なアプローチを行うための視点」の習得を通して，
受講生の専門分野と気候・季節との関わりは勿論，
受講生が将来教壇に立った際に，それぞれが自身の
専門テーマ等を軸として学際的な視点で授業構想
が出来るような芽を育む。 

 
第１表：2020 年度における「くらしと環境」の授業進行。
なお，2020 年度に関する加藤(晴)担当分は，予め預かった
資料に基づき，加藤(内)が代読して授業を進めた。 
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「くらしと環境」では，東アジアや日本付近の気候

と季節サイクルを軸に据え，「季節感」を接点とする

学際的文化理解教育，大陸移動と日本の気候環境，気

候と植物のような教科・分野横断的な考察を行う機会

を設けている。また最近は，「気候と季節感」に関し

て，「ESD 的視点」との関連も深い「異質な他者への

理解」（例えば，UNESCO 2015; 小林 2016; 加藤他 

2019a, b）を意識した授業実践も行なっている。具体

的には，学生にとって必ずしも身近とは言えないヨー

ロッパ（ドイツや北欧等）の気候と文化を取り上げ，

日本との比較を行なった。 

 

III. 授業の狙いや概要 

(1) 提案する授業の狙いと背景 

前述のような，事象を相互関連的・多面的にとらえ

る総合的視点を持ち持続可能な社会の担い手となり

うる人材，すなわち，気候変動や地球システムなどに

関する高い地学・環境リテラシーを持つ人材を育成す

るためには，初等・中等教育において以下のことを念

頭に置いた教育を実現し，環境問題に対する感受性や

共感的理解能力，科学的問題解決能力の育成を図る必

要がある。 

 

・自然のしくみやつながりについて考える 

・様々な情報を集めて物事を多面的に捉える（環境や

環境問題を多面的・総合的に理解する） 

・学習した知識と自らの感性に基づき，問題を総合的

に思考し判断する力を養う 

・環境改善のために主体的に働きかける能力や態度

を養う 

・環境の中に存在する問題点を明確にし，仮説の設定，

追求方法の選択，結果の処理，考察といった一連の

問題解決活動ができる能力を養う 

 

このためには，初等・中等教育の担い手を輩出する

教員養成課程において，地学現象がミクロからマクロ

まで或いは秒単位から何億年単位と幅広い時空間ス

ケールで生じる現象の複合体であることの実感を通

して，諸現象の時空間スケールへの意識を喚起するな

ど，ESD 的視点から学校教員としての教育力を育成

していく必要がある。 

地震や火山噴火などいくつかの地学現象は人間の

時間スケールで観察できるが，プレート運動や地球温

暖化，生物進化などの現象は，人間の普段の生活の中

では感知できない長い時間スケールの中で生じてい

る。例えば，地質学的な時間スケールでみると，これ

まで地球は何度も大規模な温暖化や寒冷化イベント

を経験してきた。その中で現在の大気中の二酸化炭素

分圧は最低レベル（Berner and Kothavala 2001; Royer et 

al. 2001）であり，現在問題になっている地球温暖化は

直近の百年スケールで初めて認識できるものである。

つまり，現在の地球温暖化の重要なポイントはその異

常な速度での温暖化にあると言える。勿論，現在の地

球温暖化に関する応急的な対応策を考えるだけであ

れば，進行中である地球温暖化のような変動のみに注

目することが最優先かも知れない。しかし，前述のよ

うな「ESD 的視点」の獲得も意識した地学リテラシー

育成の際には，上記のように，地球史の文脈から直近

の地球温暖化を捉える意義は大きい。 

また，その際に，将来の長期的な気候・環境変動を

予測する際には，長時間の環境変動を保存できる媒体

（地層やアイスコアなど）に記録された過去の古気

候・古環境変動に関する研究成果が，重要な知見を与

える。そこで，本授業開発においては，古環境復元を

行う研究分野が現在〜近未来の地球温暖化問題を考

える上でも重要であることを受講生に認識させる内

容も併せて取り込んだ。 

そこで，本研究で提案するミニ・ワークショップと

しての講義形式の授業では，古環境学と気象学・気候

学との連携により，過去の地質時代における気候変動

イベントをいくつか取り上げて解説するとともに，そ

れと対比させる形で，現在の日本（東アジア）の気象・

気候の特色についての紹介を行うこととした。これを

通して様々な時空間スケールの地学現象を分野横断

的に俯瞰する。なお，将来的には，アクティブラーニ

ングの要素をどのように取り込むかも検討する必要

があるが，本稿では，その最初のステップとして，通

常の講義形式の中に，どのようなストーリーで古環境

と現在の気候とを絡めることが出来るかを検討した。 

 

(2) 授業の概要 

実践を想定している講義名： 

4日間の集中講義「くらしと環境」の中の数時間分。

当該科目の教務的な位置づけや内容に関しては，第

Ⅱ章を参照。 

受講生： 

教育学部内の複数の専修や他学部生も含む 1～4 

年生（受講者数は計 20〜80 名程度で，年によって

変動がある）。 

授業者： 

加藤悠爾（ゲスト，古環境に関する分野），加藤内

藏進（主担当者，現在の気象・気候に関する分野） 

テーマ： 

「古環境変動の中で見る現在の地球温暖化」 

指導目標： 

①過去の気候変動イベントを概観することで，現在

の地球環境が成立する過程で「激動の時代」があっ

たことを知る。 

②地学現象には様々な時空間スケールがあること

を認識し，より長い時間スケールでも環境変動を捉
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える目を獲得する。また，グローバルな問題とロー

カルな問題を結びつけるための視点を獲得する。 

③地質試料やアイスコアなどによる古環境復元が

将来気候を考えるうえでも重要であることを知る。 

④現在の気象・気候を理解するための基礎過程の一

部は，古環境変遷の理解の一端にも通じることを知

り，自然を多角的に見る視点を獲得する。 

 

主な学習活動： 

本講義では，地質時代におけるグローバルな気候変

動（古環境学分野の知見）と現在の地球温暖化，さら

に現在の地球温暖化に対する地域規模での気候系の

応答に関して，それぞれ数点のトピックスを紹介する。

その際は，各プロセスのメカニズムだけでなく現象の

時間スケールに関する視点も喚起する。 

ここで扱う東アジアの気候系に関連したトピック

スは，最終著者（加藤内藏進）が「くらしと環境」の

全日程を通じて担当する授業内容とも関連が深い。そ

こで，この両者を関連づけて受講者に示すことで，本

稿で提示する学習活動を「くらしと環境」全体の講義

の中に効果的に取り込めるようにする。主な学習活動

の流れは次の通りである。なお，本稿の学習活動を，

第 2 日目に行っているミニ・ワークショップ「大陸移

動や日本列島・日本海の形成史と日本の現在の気候環

境」（第１表）の中に組み込むことも有効と考えられ

るが，本稿では，「古環境変動と現在の気候」の連携

に絞って論述する。 

 

①「現在問題になっている地球温暖化が，どのような

意味で特別なイベントなのか？」という問いかけを

通して，地質時代まで遡った古環境変動と現在の気

候変動とを種々の時空間スケールの視点で吟味す

る必要性に気づく（主担当：加藤悠爾）。 

②新生代において初めて大規模な氷床が出現した古

第三紀始新世・漸新世の境界付近（約 3400 万年前）

における寒冷化と氷床発達を取り上げ，過去には南

極ですら温暖な時代があった点を把握する（主担

当：加藤悠爾）。 

③「くらしと環境」で加藤(内)が別途行う「東アジア・

日本の気候学的特徴の概要」，及び，宇野（地質学・

古地磁気学）が別途行う「チベット・ヒマラヤの隆

起や日本列島の形成」の内容を復習する。これによ

り，海陸分布や大規模山岳の形成などのテクトニッ

クな過程と気候を結びつける視点を喚起する。 

具体的には，日本は砂漠になってもおかしくない緯

度帯（亜熱帯高圧帯）に位置するにも関わらず，ア

ジアモンスーンやチベット高原の影響によって湿

潤気候となっていることなどを復習し，我々が住む

東アジアが非常に特殊かつ興味深い場所であると

いう「地理的地勢」に気づく。また，②で扱う気候

変動イベントが，現在の東アジア気候系の確立とど

のような相対的な時代関係にあるかについても注

意を促す（主担当：加藤内藏進）。 

④第四紀の氷期・間氷期サイクルを例に，激しい温暖

化や寒冷化が過去に何度も起こっていたことを理

解する。そして，現在の地球温暖化による変動（過

去約 100 年の平均気温変化など）を概観し，過去の

温暖化イベントと比較することで，現在の地球温暖

化の異常性（桁違いに早い温暖化）を認識する（主

担当：加藤悠爾）。 

⑤古環境変動の復元手法のひとつである微化石研究

について簡単に紹介する。こうした研究を通じて過

去にどのような条件下でどのようなことが起こっ

たのかを知ることは，将来起こりうる変動を予測す

るための重要な手がかりになることを学ぶ（主担

当：加藤悠爾）。 

⑥現在の気候系の年々変動としてよく知られている

現象の中から，東アジアの気候変動にも関係が深い

エルニーニョ・南方振動（ENSO: El Niño and Southern 

Oscillation）等の数年程度の周期の現象に言及する。

その上で，1970 年代以降の北陸地方における降雪

量変動（年々変動）の時間スケールや大雪年におけ

るいわゆる「ドカ雪」イベントの寄与の重要性を取

り上げる（「くらしと環境」で加藤(内)が別途行う内

容を復習）。これにより，現在の気候変動において

卓越する様々な時間スケールの現象例を知り，④で

解説する氷期・間氷期サイクルの時間スケールとの

違いの認識を深める（主担当：加藤内藏進）。 

⑦更に，日本の暖候期における降水の地域差や季節に

よる違いなどに注目して，「くらしと環境」で加藤

(内)が別途行う講義内容を復習する。例えば，一口

に大雨と言っても，集中豪雨のような大雨なのか，

やや強い雨が継続しているのか，などといった「降

水の質」の違いは，広域的な視点で地域規模の現象

を理解する学術的観点においても，防災教育の観点

でも重要である点に気づく。これを通して，気候系

の変動性・多様性を捉える視点を更に広げる（主担

当：加藤内藏進）。 

⑧以上の学習活動を総括し，日々の変動や季節内変動，

季節変化，年々変動，さらに人間が感知できない地

質学的な長い時間スケールの変動を含めて，気候変

動を多様な時空間スケールで捉える視点を獲得す

る（担当：両著者）。 

 

IV. 各学習活動に関連した学術的内容の補足 

(1) 古環境学分野 

まず，現在の地球温暖化がどれほど特別なイベント

なのかを学ぶために，次のことを紹介する。 

 

始新世・漸新世境界の寒冷化・氷床発達（学習活動②
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に関連して） 

始新世は新生代で最も温暖な時代として知られて

おり，かつては，極域や高緯度域にも植物が繁茂する

ような温暖環境が存在した（Jacques et al. 2014）。その

後，始新世末期から漸新世初期にかけて一気に寒冷化

し（約 3400 万年前），氷のない「温室地球」から極域

に氷が存在する「氷室地球」へと転換を遂げた（Zachos 

et al. 1992, 2001; 舟川  2003; 小泉  2008; 柏木他 

2009）。このタイミングで東南極大陸に大陸氷床が一

気に形成されたとされており（Miller et al. 1987; 

Zachos et al. 1992），この大規模な寒冷化は Oi-1 氷河

化と呼ばれている。このときの海水準低下は 55–82 m

にも及び，深層水温は 1–2 ºC ほど低下した（Coxall et 

al. 2005）。なお，この寒冷化はおよそ数十万年の間に

生じたイベントである（Diester-Haass and Zahn 1996; 

Zachos et al. 1996）。 

始新世・漸新世境界での顕著な寒冷化の主要因とし

ては，南極大陸を熱的に孤立させたテクトニックな変

動が挙げられている（Kennett 1977）。すなわち，南極

大陸とオーストラリア大陸が分離しタスマン海峡が

開通した．約 3400 万年前には水深 50 m ほど，約 3200

万年前には水深 2000 m 以上に深くなり，生物が南イ

ンド洋と太平洋の間で行き来できるようになった

（Kennett 1977; Stickley et al. 2004）。その後，南極大陸

と南アメリカ大陸の間も分離してドレイク海峡が開

通したことで，南極大陸の周囲を東向きに周回する海

流である南極周極流が完全に成立した（Livermore et al. 

2005; Scher and Martin 2006; 第１図）。南極周極流は低

緯度域から南極域への熱の輸送を阻む障壁となり，南

極大陸は熱的に孤立した。また，こうした気候変動は

生態系にも大きな影響を与えている。例えば，草本植

物（C4 植物）の分布が増加し，ウマなどの大型哺乳

類の種分化・生息地・食性の変化にも繋がっている

（MacFadden 2005）。 

なお，インド亜大陸とアジア大陸の衝突後，チベッ

ト高原・ヒマラヤ山脈の隆起により，約 1000 万年頃

には南アジアを中心とするモンスーンが始まったと

されており（酒井 1997，2005 等），これは現在の東ア

ジアの気候系の確立に直結する重要なイベントであ

る（学習活動③）。こうしたイベントのみならず，現

在よりもかなり温暖な時代から一気に寒冷化した始

新世・漸新世境界でのイベントを取り上げることで，

現在の東アジアの気候系確立以前の時代にも，大陸移

動に関連して，地球規模での気候環境に大きな変化が

あった点に注目させる。 

 

微化石研究（学習活動⑤に関連して） 

これらの気候変動イベントは，有孔虫や珪藻などの

微化石を用いた微古生物学・地球化学的な研究をもと

にして明らかになったことを紹介する。 

海底に降り積もった堆積物には，海洋で生息してい

た有孔虫や珪藻などといった動植物プランクトンの

遺骸が多量に含まれている。これらの外骨格は炭酸カ

ルシウムや二酸化ケイ素など比較的丈夫な化合物か

ら成るため，海底堆積物をボーリング技術によって掘

削すると，多量の動植物プランクトンの化石が得られ

る。これらの微小な化石の観察には顕微鏡が必要であ

り，このような化石を微化石と呼称する。 

微化石は過去の環境変動史復元にあたって重要な

手がかりになる。例えば，微化石群集の種構成の変化

第１図：大陸配置の変遷と南極周極流の成立。（左）約 5000 万年前，（右）約 2000 万年前。標高・水深の復元データ（Scotese 

and Wright 2018）に基づき，南極点を中心として著者が作図。南極大陸とオーストラリア大陸の間のタスマン海峡および
南極大陸と南米大陸の間のドレイク海峡が開くことにより，南極大陸の周囲を時計回りに周回する南極周極流が成立し
た。これにより南極域が熱的に孤立し，全球寒冷化と氷床発達が進んだ。 
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は当時の海洋環境の変化を反映するため，これを用い

た研究が多くなされてきた（例えば珪藻化石に関連し

た研究としては Sancetta and Silvestri 1986; Koizumi 

2008; Kato et al. 2016; Kato 2020 など多数）。 

また，微化石群集の組成だけでなく，微化石そのも

のの地球化学分析も非常に重要な古海洋学的情報を

もたらす。そのなかでも過去およそ 50 年以上に渡っ

て用いられてきた強力な手法が，石灰質の殻を持つ動

物プランクトンである有孔虫の酸素同位体比 δ18O で

ある。炭酸カルシウムを構成する酸素原子には主に質

量数 16 のものと質量数 18 のものが存在するが，海水

が蒸発するときには軽い酸素 16 が優先するため，極

域氷床には軽い酸素 16 が多く含まれ，海水中には相

対的に重い酸素が取り残されることになる。そのため，

氷床量が多い寒冷期には海水 δ18O 値は重くなり，氷

床量が少ない温暖期には軽い δ18O 値を示すことにな

る。実際に，上述の始新世・漸新世境界においても，

氷床量や深層水温を反映する底生有孔虫化石の酸素

同位体比 δ18O がおよそ 1 ‰増加したことが示されて

いる（Shackleton and Kennett 1975; Miller et al. 1987; 

Zachos et al. 2001; 第２図）。 

本講義では，こうした研究を通じて様々な時代を通

じた環境変動史を復元することは，将来の気候変動を

予測する上でも重要な手がかりになることを強調す

る。すなわち，「この条件の下ではこのような環境変

動が起こっていた」という知見を蓄積することにより，

数値モデルを用いた気候変動シミュレーションの精

度や再現性が向上し，結果として，より確からしい将

来の気候変動を描像することが可能になる，という点

である。 

 

第四紀の氷期間氷期サイクルと現在の地球温暖化（学

習活動④に関連して） 

過去 6500 万年間の底生有孔虫化石の酸素同位体比

δ18O 変動（Zachos et al. 2001; 第２a 図）を見ると，新

生代は概して寒冷化の時代であり，過去数百万年間は

寒冷化の一途を辿っているかのように見える。しかし，

Lisiecki and Reymo (2005) が底生有孔虫 δ18O変動をコ

ンパイルした結果を見ると，過去約 250 万年間を含む

第四紀と呼ばれる時代には，寒冷環境（氷期）と温暖

環境（間氷期）が何度も激しく入れ替わっていたこと

がわかる（第２b 図）。 

このような氷期・間氷期を通じた周期的な気候変動

は，約 250 万年前に北半球（北極）に氷床が発達する

ようになってから特に顕著になる。この北半球氷床の

発達にもテクトニックなイベントが深く関係してい

る。北半球氷床発達以前の時代には，北アメリカ大陸

と南アメリカ大陸は離れており，その両者はパナマ海

峡によって隔てられていた。しかし，隆起運動により

パナマ海峡が閉鎖すると，メキシコ湾流などによる水

第２図：(a) 新生代（過去およそ 6500 万年間）の底生有孔虫殻酸素同位体比 δ18O 値の変動（Zachos et al. 2001 を改変）。
これは極域氷床の量や海洋深層域の水温を示す指標とされている。赤線は５点移動平均。本稿で取り上げる始新世・漸新
世境界付近での寒冷化（Oi-1 氷河化）などをはじめ，新生代は概して寒冷化のトレンドで特徴づけられる。 

(b) 過去およそ 500 万年間の底生有孔虫殻酸素同位体比 δ18O 値の変動（Lisiecki and Raymo 2005 を改変）。北極域に北半
球氷床が永続的に存在するようになった第四紀（約 258 万年前から現在）では，激しく寒冷化と温暖化が繰り返されてき
たことがわかる（氷期・間氷期サイクル）。特に過去 100 万年間においては，顕著な 10 万年サイクルが観察される。 
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蒸気の供給が高緯度にまで及ぶようになったため，北

極域で降雪が増え，氷床発達・寒冷化に繋がった（例

えば Bartoli et al. 2005; Haug et al. 2005）。 

前述のように，第四紀は何度も繰り返して温暖化・

寒冷化が起きていた。その周期は，10 万年周期ある

いは 4 万年周期などが卓越している（第２b 図; 第３

図）。このような周期的な気候変動は，地球の自転軸

や公転軌道の変動によって日射量が変わることによ

って起こる。これを初めて理論的に計算・提唱したセ

ルビア出身の地球科学者Milutin Milankovichにちなん

で，こうした地球軌道要素の変化による氷期・間氷期

の周期的な変動をミランコビッチサイクルと呼んで

いる。また，この氷期・間氷期サイクルの変動カーブ

を見るとノコギリの歯のような形をしており，ゆっく

りと数万年かけて寒冷化し，1 万年足らずの短い期間

に急激に温暖化するという変動が繰り返されている

ということがわかる（第３図）。 

一方で，現在進行中の温暖化についてみてみると，

100 年あたりおよそ 1.4 ºC の温度上昇となっている

（Lenssen et al. 2019; GISTEMP Team 2020; 第４図）。

すなわち，過去の氷期・間氷期サイクルでは数万年ほ

どかかっていた温暖化のレベルに，近年の温暖化では

わずか 100 年足らずで到達したということになる。こ

こに現在の温暖化の特殊性が見えてくる。つまり，地

球史を振り返ると現在の温暖化よりもずっと大規模

な気候変動が起こってはいたものの，それは数万年〜

数十万年の時間スケールの現象であり，今の温暖化は

規模というよりもその進行スピードが問題であると

いう点である。このように，諸現象の時間スケールに

着目して環境変動史を概観することで，現在の地球温

暖化についても，多くの学生がこれまで注目してこな

かった側面をあぶり出すことができる。 

 

(2) 気象・気候学分野 

上述のグローバルな話題と対比させる形で，日本・

東アジア付近の気候について学ぶ。なお，以下は，古

環境分野と連携した「ミニ・ワークショップ」の時間

に新たに学ぶ内容のみでなく，前述のように，「くら

しと環境」全体の授業で取り上げる話題も含む。 

 

日本・東アジアの気候の位置づけ（学習活動③に関連

して） 

我々が住む東アジアは気候学的に非常に特殊なセ

ッティングにある。具体的には，春夏秋冬に梅雨と秋

雨を加えた六季で特徴づけられる季節サイクルを示

すこと，夏と冬で気候の極端な違いが見られること，

及び，日本は砂漠になってもおかしくないような緯度

帯（亜熱帯高圧帯）に位置するにも関わらず多量の降

水があることなどが挙げられる（例えば，Maejima 

1967; 松井・小川  1987; 加藤他  2009; 加藤・加藤 

2014, 2019）。これらの特殊性は，ユーラシア大陸とそ

の周辺の海洋とのコントラストやチベット高原によ

って生じる地球規模のアジアモンスーンの影響もよ

るところが大きい。そこで，まず我々が住む東アジア

の気候学的な位置づけについて，チベット高原の影響

に焦点を当てて学ぶ。 

夏季，特に華中〜西日本の梅雨最盛期には，チベッ

ト高原から南アジアの広域に広がる低気圧の東縁部

（同時に，太平洋高気圧の西縁部）での大きな東西の

第３図：南極大陸のボストーク基地（南緯 78 度，東経 107 度）で採取されたアイスコア試料の水素同位体比（δD）から
復元された，過去約 40 万年間の相対的気温変動（Petit et al. 1999）。ΔT は現在レベルからの偏差を示す。 

第４図：西暦 1880 年から現在までの全球平均気温の変
動。データは GISTEMP Team (2020) と Lenssen et al. 
(2019)に基づく。数値は 1951 年から 1980 年の平均から
の偏差として示されている。なお，気象分野では，時間
軸（横軸）を左から右へ時間が進行するように表示する
場合も多いが，古環境変動に関する比較がしやすいよ
うに，第 2 図，第 3 図と同様な向きで作図した。 
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気圧傾度に伴い，梅雨前線への多量の水蒸気を輸送す

るような地衡風的な南寄りの風が維持されている。こ

れは暖候期の多雨の主要な要因の一つとなる。一方，

冬季にはチベット高原の北方に中心を持つシベリア

高気圧と日本の東方海上のアリューシャン低気圧に

挟まれて，日本列島付近では北西季節風が吹き出して

いる。そして，これらの夏季・冬季アジアモンスーン

循環の形成に対して，チベット高原の存在も大変重要

な役割を果たしている。 

例えば，鬼頭（2005）は，Manabe and Terpstra (1974) 

や Hahn and Manabe (1975) 等の結果も踏まえ，全球大

気海洋結合大循環モデルを用いて，チベット高原の隆

起がアジアモンスーンに与える影響を検討した。具体

的には，夏（6〜8 月）の平均降水量分布の観測結果と

「山あり（チベット高原あり）モデル」での数値実験，

「山なしモデル」での数値実験を比較している。その

結果，山ありモデルでは，実際の観測で知られている

ような南アジア〜インド洋北部〜南シナ海〜北西太

平洋の熱帯・亜熱帯域に広がる多雨領域や日本列島付

近に東西に伸びる降水帯（梅雨前線に対応）がよく再

現されており，山が現在の 6 割の高さを超えた場合

に，そのような特徴が明瞭になったことを示した。 

一方，冬の東アジアへの強い寒気の吹き出し（冬季

モンスーン）にも，チベット高原は重要な役割を果た

している。冬季のチベット高原は，上空の偏西風に対

する障害物としての効果が強く，チベット高原にぶつ

かった偏西風は南北に迂回する（Murakami 1981）。そ

のうち，北側（高緯度側）に分流した偏西風は，絶対

渦度の保存とコリオリ因子の緯度による違いのため，

北に進むにつれて時計回りの回転が強まって，北上し

ながらある地点で南に向きを変え，チベット高原の南

側に分流された偏西風と合流し強化される。従って，

温度風の関係から，日本付近で季節平均場としての南

北の温度傾度も強化されることになる。 

これにより，日本列島からその東海上にかけて温帯

低気圧が東進・発達しやすい基本場となり，冬型の気

圧配置における東側の「役者」であるアリューシャン

低気圧が維持されやすくなる。大気大循環モデルを用

いた数値実験によると，このような大気循環場は「山

ありモデル」だけで再現され，東アジアの冬季モンス

ーンに対するチベット高原の役割が大きいことが示

されている（Manabe and Terpstra 1974）。 

 

1980 年代後半以降の北陸での降雪量の減少（学習活

動⑥に関連して） 

現在問題となっている地球温暖化は，100 年程度の

時間スケールを持つ。一方で，気候の年々変動として

は，数十年程度の時間スケールを持つ現象，数年程度

の時間スケールを持つ現象がよく知られている（例え

ば，気象庁 2015）。前者の例としては，「太平洋十年

規模振動」（PDO: Pacific Decadal Oscillation）や「大西

洋数十年規模振動」（AMO: Atlantic Multi-decadal 

Oscillation）などがある。後者の例としては，エルニー

ニョ・南方振動（ENSO: El Niño and Southern Oscillation）

が特に有名である。日常生活で観察されるような気

象・気候の変動を適切に理解するためには，その変動

が，100 年スケールの現象（地球温暖化）と数年〜数

十年スケールでの現象の重ね合わせの結果である，と

いう点を認識する必要がある。 

例えば，第 4 図で示されるような，全球平均気温の

1980 年頃からの急激な上昇には，100 年規模での「地

球温暖化」の強まりだけでなく，数十年程度の時間ス

ケールでの変動も密接に関連している。このような複

数の時間スケールの現象の重なりによる全球平均気

温の上昇に対応して，日本列島の日本海側における降

雪についても，1980 年代以降の大きな減少傾向がみ

られる（気象庁 2015）。 

これに加えて，降水（降雨・降雪）などの身近な気

候・気象を理解するためには，「極端現象」にも注目

する必要がある。なぜなら，身近な気象・気候系の変

動は，年々変動よりも短い時間スケール（例えば，日々

の時間スケール）でも大きな振幅を持ち，地球温暖化

の間接的な影響により，平均値から大きく外れる「極

端現象」の発現傾向の変化も生じうるためである（例

えば，気象庁 2015）。このような極端現象の出現状況

によって，各種の気象パラメータの月平均値や季節平

均値も大きく左右される。例えば，九州地方における

梅雨期の総降水量が関東のそれよりも倍程度も多い

のは，九州地方における大雨の頻度が高いことを強く

反映している（例えば Ninomiya and Mizuno 1987）。 

本講義では，極端現象が気象パラメータの月平均値

や季節平均値に有意な影響を与える具体例として，新

潟県上越市の高田における 1 月の月降雪量と気温の

年々変動を示す（第 5 図，第 6 図）。本地域は，北陸

地方の平野部のうち降雪量が特に多い場所である。こ

れを見ると，1986 年以前には，それ以降と比較して，

月平均気温が低く総降雪量が非常に多い年が頻繁に

出現している（第 5 図）。また，第 6 図では，全体と

しては，月平均気温が低いほど月降雪量が高くなる傾

向が見られるが，その両者の関係は約 1.5 ºC を境とし

て変化しており，「月降雪量が月平均気温との単純な

負の相関を持って変動する」という記述では正確では

ない。すなわち，月平均気温が約 1.5 ºC を下回るレン

ジでは，月平均気温の低下に対する月降雪量の増加の

割合がかなり大きくなる。言い換えれば，高田におい

て，平均気温が低い状況では，「月平均気温の更なる

低下に対する月降雪量の増加」という応答の感度が増

していたことになる。また，1986 年以前には，月降雪

量の大きな年々変動を伴いながら，極端な多雪年がし

ばしば現れた点も興味深い。 
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さらに本講義では，日降雪量 10 cm/day を上回る日

を「多降雪日」，その中で 30 cm/day 以上の日を「顕著

な多降雪日」と定義し，多降雪日のみによる総降雪量

（「多降雪日の寄与」と呼ぶ）を，1986 年以前と 1987

年以降について比較する（第７図，第２表）。なお，

加藤他（2009）では，中学校 1 年生の総合的な学習の

一環として，高田の 1972〜2001 年の 1 月における日

降雪量データから多降雪日の日数の長期的変化を捉

える作業を行った。従って，文系・実技系科目の教員

を目指す大学生であっても，同様な作業は可能である

と考えた。 

第２表に，当該期間における「多降雪日」，「顕著な

多降雪日」，「多降雪日の寄与」を集計した結果を示す。

これによると，「多降雪日による寄与」は，前半期間

（1986 年以前）では 313.5 cm，後半期間（1987 年以

降）では 149.8 cm となっており，この違いを反映し

て，前半期間の総降雪量も多くなっていることがわか

る。しかも，前半期間と後半期間の総降雪量の差（約

160cm）の 8 割近くが，「顕著な多降雪日」のみによる

第 5 図：高田（新潟県上越市）における 1 月の総降雪量（cm，実線）と月平均地上気温（ºC，破線）の年々変動。月平
均気温に関しては，1972 年〜2011 年における平均値からの偏差で示した。正値が，相対的に高温を示す。なお，総降雪
量は，日々の降雪量を単純に合計したもので，その時点で積もっている全体の深さである「積雪」とは異なる。気象庁
が公開する日別の観測データに基づき，筆者らが教材として作成。第 5 図以下の時間軸（横軸）については，気象・気
候分野の慣例に則って左から右へ時間が進行する形で作図しており，第 4 図までとは逆向きであることに注意。 

第 6 図：高田（新潟県上越市）における 1 月における月
平均気温（℃）と総降雪量（cm）の散布図。●：1972〜
1986 年のデータ，□：1987〜2011 年のデータ。なお，横
軸の月平均気温は，偏差ではなく，生の観測値。気象庁の
データに基づき，筆者らが作成。 

第２表：1972〜1986 年および 1987〜2011 年の期間にお
ける 1 月の高田（新潟県上越市）の降雪特性。各パラメ
ータについて，1972〜1986 年の平均と 1987〜2011 年の
平均を示す。なお，「多降雪日（10 cm/day 以上）」に関す
る集計には，「顕著な多降雪日（30 cm/day 以上）」におけ
る降雪も含まれる。気象庁が公開する日別データに基づ
き，筆者らが解析。 

第 7 図：高田（新潟県上越市）における 1 月の降雪特
性の年々変動（cm）。気象庁の日別データに基づき，
筆者らが解析。実線：総降雪量，破線：「顕著な多降
雪日」（降雪量 30 cm/day 以上の日）による総降雪量
への寄与。 
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寄与の違い（約 125cm）で説明される。更に，第 7 図

に示した年々変動をみても，「顕著な多降雪日」の出

現が月全体の大きな総降雪量に反映されていたこと

がわかる。以上の結果を平易な言葉で言い換えると，

1986 年以前の方が，「ドカ雪のイベント」の頻度が高

いことで，総降雪量を「押し上げる」傾向があったと

いうことになる。 

ここでは，冬の平均気温が少し下がっただけで，「日

本海側の平野部でも『ドカ雪』を頻繁に起こすような

日々の大気場の出現頻度が高くなる」という応答が起

きており，ローカルな日々の現象の「質」やそれに関

わる大気過程に大きな変化が現れていることが示唆

される。この事例から，異常気象や地球温暖化等の気

候変動を理解するうえで，「広域的な環境変化による

ローカルな『気候』の応答は，日々の極端現象の起こ

り方の変化にも関連する」という視点も重要になるこ

とがわかる。また，この事例は，本講義の前半で取り

上げるグローバルな現象と人間に身近なローカルな

現象とを結びつけて考えるための素地を養う教材と

して有益であると考える。 

 

日本の大雨の多様性（学習活動⑦に関連して） 

前述のように，日本列島はアジアモンスーンなどの

影響下にあるため，暖候期には一般に降水量が多い。

しかし，その降水量や降水特性は，同じ日本列島であ

っても，地域や季節によってかなり異なる様相を示す。

例えば，梅雨最盛期の東日本側では，前述のように，

「大雨日」（ここでは 50 mm/day 以上の日を指す）の

日数が九州よりも平均的にかなり少なく，それを反映

して総降水量も東日本側で相対的に少ない。しかし，

台風や秋雨前線の影響を受けやすい 9 月頃の東京で

は，総降水量が長崎とほぼ同程度に達する。さらに，

この季節の総降水量に対する「大雨日」や「顕著な大

雨日」（ここでは 100 mm/day 以上の日を指す）の割合

（寄与率）も，梅雨最盛期のそれより大きい（第 8 図）。 

また，ここで取り上げた東日本（東京）と九州（長

崎）の梅雨最盛期における「大雨」について，1 時間

降水量に着目して分析すると，東京の「大雨日（50 

mm/day 以上）」では，1 時間降水量 10 mm 未満の「そ

れほど強くない雨」の寄与が大きな事例が，梅雨最盛

期の大雨日のうち約半数をも占めている（松本他 

2013）。これは，1 時間降水量 10 mm を超えるような

「強雨」の時間帯による寄与が大きい長崎（九州の例）

とは対照的である。更に，10 分間降水量というパラ

メータに着目すると，単に「大雨」とは言っても，そ

の降り方には大きな違いがあることがより明瞭に見

えてくる。一般に，梅雨最盛期の九州付近の大雨は，

積乱雲の集団からなるメソスケールの降水系によっ

て，強雨が盛衰を繰り返しながら持続する集中豪雨と

して特徴づけられる（二宮 2001）。例えば，第 9 図に

例示する事例（2009 年 7 月 24 日，福岡）では，1 時

間降水量 10 mm を超える時間帯が数時間持続し（ピ

ークの時間帯では約 60 mm/h），日降水量が 200 mm 近

くに達した（加藤他 2020）。これを 10 分間降水量で

みると，10 分間で 2 mm（1 時間あたりに換算すると

12 mm に対応）を超える「強雨」の時間帯が，15 時

頃から 30 分程度の間隔で現れ始め，17 時過ぎから 20

時近くまで，盛衰を繰り返しながらも強雨が持続した

（ピーク時には 10 mm/10 分，すなわち 60 mm/h を超

えるような激しい降雨強度を観測）。 

以上の梅雨期の事例に加えて，秋雨前線や台風の影

第 8 図：長崎および東京における降水の特性と季節進
行。なお，時系列への平滑化は施していない。気象庁の
日別データに基づき，筆者らが解析（1901〜2009 年の
平均を図示）。（上段）長崎における結果（mm/5days）。
太い実線は半旬降水量，細い実線は「大雨日」による半
旬降水量への寄与，破線は「顕著な大雨日」による半旬
降水量への寄与。（中段）東京における結果。それぞれ
の曲線の凡例については，上段の長崎における解析結
果を参照。（下段）半旬降水量に対する「大雨日」の降
水の寄与率（％）の季節進行。太い実線：長崎，細い実
線：東京。 
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響による広域的な大雨も，日本の大雨の多様性を考え

るうえで重要である。例えば，2013 年の台風 26 号に

関連した事例では，台風の通過に伴って伊豆大島では

記録的な豪雨となったが（東京管区気象台 2014），中

部地方や台風接近前の関東地方〜東北地方南部では，

「それほど強くない雨」（10 分間降水量で 2 mm 程度

以下）が長時間持続していた（第 10 図上段）。これは，

本州南東海上の水蒸気を多量に含んだ空気が台風の

東側から侵入する一方で，本州の北方には大陸からの

冷たい安定な空気が存在することにより，層状性降水

に伴う大雨域も広域に分布していたものと考えられ

る（Kato et al. 2017）。 

また，2009 年 10 月 7 日の台風 18 号に伴う名古屋

における事例では，これとは性質が少し異なる降水が

観測された。この台風は名古屋付近を通過したが，そ

の前後には 10 分間雨量 20 mm にも及ぶ強雨が観測

されている。一方で，台風が接近するまでは，ほぼ 10

分間雨量 2 mm を下回る「それほど強くない雨」が長

時間継続していた（第 10 図下段）。これは，本地域が

秋雨前線の北側に位置していたことと関連する。 

第 9 図：2009 年 7 月 24 日の福岡における 1 時間降水量（mm/h）と 10 分間降水量（mm/10 分）の時系列変化。これは
梅雨最盛期における九州北部での集中豪雨の典型例である。時刻は日本標準時（JST）。また，降水時間帯付近の地上天
気図と気象衛星の赤外画像も示す（気象庁データ）。図中に赤線で示した値（10 mm/h，2 mm/10 分）を超える場合が，
「強雨」に相当する。加藤他（2020）より引用。 

第 10 図：秋の台風に関連した名古屋における 10 分間降水量の時系列変化の例（mm/10 分）。上段は 2013 年 10 月 15〜16
日（2013 年台風 26 号の事例），下段は 2009 年 10 月 7〜8 日（2009 年台風 18 号の事例）。両者とも，降水が観測された
時間帯をほぼ網羅するように表示した。図中の赤線は，本稿で強雨の目安とした閾値である 2 mm/10 分を示す。なお，
名古屋における 2013 年 10 月 15〜16 日の総降水量は 113.5 mm，2009 年 10 月の事例での日降水量は，7 日が 69.0 mm，8
日が 90.0 mm であった。気象庁のデータに基づき，筆者らが作図。 



 

 気候変動に関する ESD 教師教育開発へ向けて：様々な時間スケールの地学現象の俯瞰 13 

以上のように，一口に大雨（総降水量が多い雨）と

言っても，これを幾つかの新たなパラメータを使って

分析すると，集中豪雨のような大雨なのか，やや強い

雨が長時間継続しているのかといった違い，すなわち

は「降水の質」の違いがあることがわかる。これを理

解することで，防災論的にも気候システム科学的にも，

日本の大雨の多様性が持つ面白さ・重要性がよりはっ

きりと見えてくる。また，本項で例示したような降水

の多様性への視点は，そこから垣間見られる季節感

（季節や地域による降水の質の違い）を端緒として，

学際的な気候環境教育と文化理解教育の指導法開発

へ向けた一つのベースにもなりうる（例えば，加藤他 

2012）。一方，古環境復元では，地質学的過去におけ

る千年〜数万年スケールの変動を復元することが多

く，上述のような季節サイクルまで詳細に把握するこ

とは容易ではない。しかし，学習活動⑥，⑦で取り上

げる視点は，古環境学の文脈での意義も大きい。これ

は，長期的な古環境変動が起こっているときに，季節

〜年の時間スケールではどんな現象が起こりえたの

かを推察するうえで，学習活動⑥，⑦で述べてきた視

点が重要になってくるためである。 

 

V. 議論と今後の展望 

本講義で育成できる能力（地学リテラシーや ESD 的

視点の獲得に関連して） 

2019 年のユネスコ総会・国連総会で，SDGs の達成

を見据えた ESD の新たな枠組み「ESD: Towards 

achieving the SDGs (ESD for 2030)」が決議されたり，

2020 年度から施行される新学習指導要領に「持続可

能な社会の創り手の育成」が掲げられたりするなど，

ESD を実践できる教育者の輩出を求める社会的要請

がますます大きくなっている。そのため，あらゆる物

事の本質や背景を理解し，未知の状況にも対応できる

ような思考力・判断力を獲得し，そして，教科や単元

などの分野の枠にとらわれずに内容を捉えて授業内

容等を構築できる素地を獲得することなどが教育者

に求められている。また，気候変動や環境教育の文脈

では，序論でも述べた通り，これまでの環境教育では

学生が既存の情報を無思考・無批判に受け入れている

にすぎないという可能性が指摘されているため（椚

座・田上 2011; 椚座・木津 2015），過去や現在の気候

変動に関する科学的な知見や研究成果を共有・活用し，

子どもや市民も含めて地学リテラシーを涵養するこ

とが必要と考えられる。 

そこで本稿で構想した講義では，まず，始新世・漸

新世境界での全球寒冷化，第四紀の氷期・間氷期サイ

クル，現在の東アジア付近の気候セッティングの成立

過程や特徴などの事象を題材として，海流や大陸配置，

大気循環，軌道要素などといった様々なサブシステム

同士が相互に関連し合いながら気候変動などの大き

なイベントが起こっていることを学び，受講生の知的

好奇心を刺激する。その上で，現在の地球温暖化が地

球史のなかでも異常に早く進行していることを認識

させる（学習内容①〜④）。これにより，目に見える

（日常生活で実感できる）部分だけでなく様々な時空

間スケールから地学現象を総合的に捉える見方を受

講生に提供する。さらに，気候変動などの人類が直面

している諸課題は SDGs の各目標と一対一対応では

なく相互に複雑に関係していることを認識でき，サブ

システム間の相互作用などの学習を通して，物理・化

学・生物・地学などの分野の枠にとらわれない広い視

野を獲得することも期待できる。 

また本講義では，古環境復元の研究が将来気候予測

のためにも重要な手がかりとなること（学習内容⑤），

全体としては僅かな変化が地域的には重大な影響を

与えうること（学習内容⑥：北陸地方における積雪量

変動），データの分析を工夫することで地学現象の今

まで見えていなかった側面をあぶりだすことができ

ること（学習内容⑦：大雨の多様性）などを学ぶ。こ

うした分野横断的な学習により，次のような効果が期

待できる。まず，「一見すると関係がないように思え

る物事同士が繋がりを持ちうる」という発見を受講者

自らが体験するとともに受講者の問題解決能力向上

に資することができるであろう。また，様々な時空間

スケールの現象を相互に関連づけて提示することは，

グローバルな問題と身近なローカルな問題とを結び

つけて考えるための素地を養う一助となる。 

以上は，本章冒頭で述べたようなニーズ（i.e. 問題

を発見する能力や思考力，場面に応じた判断力や意思

決定能力の育成）を満たすための地学リテラシーの涵

養に大きく貢献しうる。これは，理科教員，さらには

他教科や理科を専門としない小学校教員の養成への

寄与という点でも重要である。また，グローバルな問

題を自身の問題としても解釈できる能力の獲得，つま

り SDGs を取り巻く諸課題への当事者意識を持つこ

とにもつながるため，次世代の持続可能な社会の作り

手の育成にも貢献しうると考えられる。 

ただし，現時点では本講義は構想段階であるため，

授業実践時のワークシートやレポートへの記述内容

の分析などを通じて，授業の成果や問題点を検討し，

それらに基づき学習プランの改善を図っていく必要

がある。さらに，学習効果を最大化するために，本講

義内容にアクティブラーニングの要素をどのように

取り込むかについても検討が必要である。 

 

VI. まとめ 

人類が直面する諸課題の解決を意図した ESD 普及

のためには，これから教員になろうとする教職課程の

学生に対して，ESD を取り込んだ教師教育が必要不

可欠である。その中でも，現在進行中の気候変動問題
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は SDGs や ESD において重要なトピックのひとつで

ある。従って，理科を専門としない教員も含めて，高

い地学リテラシーを ESD のベースの一つとして育成

することが必要である。 

しかし現状では，気候変動の分野においては，日常

生活では実感できないような様々な時空間スケール

から物事を捉え，諸現象のメカニズム・相互関係など

を思考するための基礎知識・技能が欠落している学生

が少なくないように思われる。これを補完するため

のアプローチのひとつとして，教員養成プログラム中

の集中講義の枠を利用し，気象学者と古環境学者のジ

ョイントで行う講義を通して，地球温暖化や気候変動

に対する学生の理解を深化させる学習プランを構想

した。 

構想した学習プランに関する講義は次のような流

れで行う。まず，始新世・漸新世境界における寒冷化

や第四紀の氷期・間氷期サイクルを取り上げ，南極で

すら温暖な時代があったことや，過去に激しい温暖化

や寒冷化が何度も起こっていたことを解説するとと

もに，現在の地球温暖化による変動を過去の温暖化イ

ベントと比較する。これにより，現在の温暖化の異常

性（桁違いに早い温暖化）を認識させる。 

これらのグローバルな話題に続いて，受講者に身近

な日本・東アジアの気候学的特徴を示し，グローバル

な問題とローカルな問題を結びつけるような能力の

素地を育む。具体的には，日本は砂漠になってもおか

しくない亜熱帯高圧帯に位置するにも関わらず，実際

には，アジアモンスーンやチベット高原の影響によっ

て湿潤気候となっていることなどを解説したうえで，

北陸地方の積雪量変動，大雨の多様性などを題材とし

て，日本国内の気候の地域差や季節による違い・年々

変動などを学生にまとめさせる。 

このような一連の解説・作業を通じて，日々変動や

年々変動さらに人間が感知できない長時間スケール

の変動を含めて地学現象を捉える目を養う。さらに，

本講義で提示する様々な地学現象同士の意外な繋が

りは，例えば，単に「最近の気温が高い」などといっ

た短絡的な見方ではなく，物事の本質を捉えるための

素地を形成する。更に，第Ⅰ章で述べたような，「種々

の問題の複雑な繋がりや多様性を正視し行動出来る

資質」，いわば「ESD 的視点」自体の育成にも繋がり

うる。また，これらの学習活動は，グローバルな問題

を自身の問題として捉える当事者意識を育むことに

も寄与する。 

教員養成の段階において，このような観点からの教

育を行うことは，高い地学リテラシーを持つ教育者の

輩出を通して，持続可能な社会を実現するための人材

育成へ大きく貢献しうると考えられる。今後，本研究

で検討した学習プランの構想に基づく授業実践を行

い，その分析結果との往還を通して，「ESD 気候変動

教育」に関連した教師教育プログラムの検討を進める

予定である。 
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