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1. はじめに

2年に一度開催されている標記会議が今年、カナ

ダのモントリオールで開催された。前回はブラジ

ル。2001年10月上旬であったが、直前の9月11日の

事件のために筆者を始め多くの参加予定者は参加

を取りやめた経緯がある。筆者にとって、1999年

の湘南国際村以来となる。

今回の会議は10月16日から18日の3日間、モント

リオールの由緒あるホテル・ウィンダムにて開催

された。また、この会議に相前後してプレ会合、

ポスト会合がいくつか行われた。筆者は19日のポ

スト会合の一つにも参加した。参加者リストによ

れば、参加登録者は300名を超える大きな会議とな

った。会場となったホテルは大きなショッピン

グ・コンプレックスの一角を占めるホテルであり、

向かいには国際会議場、モントリオール大学ケベ

ック校がある。街は秋というより初冬の装い。ち

ょうど、10月末のハロウィンに街が沸き立つ時期

であった(写真1)。気温は思った以上に低く、筆者

はあわてて隣接するショッピングモールで手袋を

購入するはめになった。

2. 全体会議

プログラムは3日間とも午前中と午後に一つず

つ、つまり3日間で六つの全体会議と、その合間に

設定されているポスターセッションおよびパネル

発表セッションという構成であった。既に数回を

重ねる公開会合であるので、全体会議での講演者

および討論者、司会者などはかなり会合の意向に

なじんでおり、時折ジョークを交えたやりとりが

見られるなど和やかな雰囲気と、講演の内容の深

刻さ、問題の方向性を示そうという意気込みが伝

わる内容で価値の高いものであった。パネル発表

セッションはいわゆる口頭発表である。非常にセ

ッションの数が多く、聞きたいセッションが重な

って行けない、という事態も多かった。いくつか

気になったセッションを紹介しよう。

(1)消費と環境

このセッションは、消費とライフスタイルを考

えるセッションであるが、濃い内容の発表が相次

いだ。最初の発表はドイツのカッセル大学の研究

者Karl-Heinz Simon氏で、環境負荷の低いライフス

タイルを考察するために、実際に環境負荷が低い

と思われるコミュニティを例にとって二酸化炭素

排出量(エネルギー消費量)をはじめとするいくつ

かの指標を実測し比較するというものであった。

実際、コミューン型の共同生活をしているグルー

プでは環境負荷はかなり低い。そのような生活の

エッセンスを今度は普通の世帯にどう導入するか、

が次の展開であろう。次の発表は、スロバキアか

らの発表で、貧困と環境問題への取り組みについ

ての現地調査結果からの考察であった。東欧の山

岳地帯に住むロム人(ジプシー)にはかなりの割合

の貧困世帯が存在し、政府統計からも漏れてしま

っている現状を指摘し、貧困からの脱却を図るた

めのプログラムの導入例と効果についての分析で

あった。貧困とともに貧富の差の拡大が、持てる

者の自由を拡大していることも指摘していた。ま

た、スイスからはエコ・ラベリングについて、そ

の理論的な背景についての考察と、食品、電力、

繊維産業への応用実例とその効果についての研究

が発表された。エコ・ラベリングが消費者から購

入の目安として「アテにされる」ためには、それ

を認証する機関および使用するブランドへの信頼

が不可欠であることが示唆された。
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写真1 店先のハロウィン用のカボチャ
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(2)統合された気候変動研究を実現するためのネッ

トワークの提案

また、通常の学会の発表のような研究成果に基

づいた成果発表だけではなく、プロジェクト提案

型のセッションもいくつか目についた。一つは、

地球環境研究の中でも社会科学の統合された、し

かし緩やかなネットワークを作ろうという提案で

ある。ドイツのポツダム研究所を中心としたグル

ープ(多くはヨーロッパの研究者であるが)が提案

したもので、研究成果を共有し、そのためのデー

タベースの構築を進めようというものであった

(Geoscopeという名称)。データの共有という視点

では、アメリカのペンシルベニア州立大学の教授

はテレビ電話とネットワー

クを用いたモニタリングの

共同化の試みを提案してい

た。また、オランダのマー

ストリヒト大学は、持続可

能性のモデリングの共同研

究について発表していた。

いろいろな側面から持続可

能性を計測し、そしてその

データの共有と研究者のネ

ットワーク化の試みの必要

性を認識し、提案していることが見て取れた。

(3)地球規模の環境問題をめぐる制度と科学的知

識、論争、そして評価

アメリカの研究者グループの発表である。最初

は、MITの大学院生による国際条約会議を巡る科

学アドバイスグループの役割と機能および評価に

ついて、酸性雨、オゾン層問題、生物多様性問題

のそれぞれの国際条約に関わった人たちへの聞き

取り調査をもとに比較分析したものである。酸性

雨、オゾン層問題においては科学アドバイザリ

ー・ボードへの信頼とその果たした役割は高く評

価されたが、生物多様性条約においてはそうでは

なかったという結果が得られたのであるが、果た

してそれはなぜか？が以降の研究に残されたとい

うものであった。気候変動については現在進行中

である、組織が複雑すぎる、また組織自体のあり

方もどんどん変化してきている、ということから

取り上げなかったと説明していたが、なかなかお

もしろい分析であった。次はワイオミング大学の

教授であったが、政治学の立場からガバナンスに

ついて、教科書的な説明から現実的な説明へと深

い考察をしていた。次の発表者のミシガン大学の

Parson教授は科学社会学と国際政治の関係につい

て、学説の整理の上で議論をしたが、日本におい

てもこの分野の研究の深まりが期待されている。

会議も3日目に入ってくると参加者に疲れが出て

くる。このあたりを心得た講演者・討論者もいる。

3日目午後の全体会議では、座長が恰幅の良い南ア

フリカのウィットウォータースランド大学教授の

Vogel女史、ノルウェー・オスロ大学のO'Brien女史、

スウェーデン・ストックホルム環境研究所の

K a s p e r s o n 氏が講演者・討論者であったが、

Kasperson氏は持ち前の茶目っ気を発揮。自分がみ

んなの前で歌を歌ったら、Vogel氏は閉会式で「ナ

ニー・ダンスを踊る」という

約束をして臨んでいた。会場

にいた者は、Kasperson氏が

いきなり討論の冒頭でビート

ルズの“Let it be”の替え歌

にvulnerabilityをうまくひっか

けて歌い始めたので一瞬キョ

トンとしたのであるが、その

説明を聞くやいなや笑いが起

きた。実際にはVogel氏はダ

ンスを踊らなかったが。

3. ポスト・コンファランス会議

3日間の会議の後には、人口・消費と環境に関わ

るワークショップが開催された。参加者は30人ほ

どで、かなりつっこんだレベルの発表と討論が行

われた。このワークショップではこれからの研究

の方向性についても議論があった。成果は次回、

次々回の公開会合に反映されていくであろう。

4. まとめ

最近は、環境問題、特にその社会科学的側面、

ソフト的側面について様々な分野で議論されるよ

うになったが、関係者が一堂に集まるのはこの会

議が最大である。そういう意味で、この会議が2年

に一度開催されることの意義は大きい。日本から

の参加者も様々なセッションで活躍していた。他

国の研究者からも興味をもたれているようであり、

どの参加者の発表も多くの人を集め、また質問を

受けていたようである。次回の会議開催国は未定

であるが、さらに多くの参加者を得て、さらなる

議論ができることを楽しみにしている。

写真2 既に初冬のモントリオールの町並み
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GEMS/Water Technical Advisory Group Meeting 報告

地球環境研究センター

観測第一係長　　五十嵐 聖貴

2003年9月29～30日の2日間にかけてカナダ・オ

ンタリオ州バーリントン市のバーリントンアート

センターにて GEMS/Water (地球環境監視システム

/陸水環境監視計画) Technical Advisory Group (技術

諮問グループ; TAG) ミーティングが開催された。

GEMS/Waterプログラムは1977年に発足した比較

的歴史のあるプロジェクトであるが、長い間財政

的問題を抱えており、国連内での位置付けも不明

瞭であった。ところが、2002年9月にヨハネスブル

クで開催されたWSSD (持続可能な開発に関する世

界首脳会議)において、地球規模での水の質と量が

地球温暖化に続く今後の地球環境問題の争点とし

て浮上して以降、GEMS/Waterプログラムの当面の

資金的な問題は解決し、国連内での水資源に関す

るプロジェクトとしての位置付けも確かなものと

なった。(地球環境研究センターニュース Vol.13

No.12 (2003年3月号) 参照)。

GEMS/WaterプログラムにおけるTAGは2002年10

月にUNEP (国連環境計画)、WHO (世界保健機関)、

UNESCO (国連教育科学文化機関)、WMO (世界気

象機関)、IAEA (国際原子力機関)等からなる

GEMS/Water運営委員会で設置された。TAGはこれ

ら運営委員会を構成する各機関および、GRDC (地

球流出データセンター)、ILEC (国際湖沼環境委員

会)、BGS (イギリス地質研究所)、UCC-Water (UNEP

Collaborating Centre on Water and Environment)、

WWAP (世界水アセスメント計画)、DEWA

(UNEP - Division of Early Warning and Assessment)、

IGBP (地球圏・生物圏国際協同研究計画)、そして

NIES (国立環境研究所)等からなるキーパートナー

で構成されており、TAGがGEMS/Waterプログラム

の実際の運営に関わることとなった。

今回のミーティングはTAGメンバーによる最初

の会合であり、GEMS/Water本部スタッフを始めと

して、DEWA、BGS、UCC-Water、WWAP、

GRDC、IGBPの代表者が参加し、日本からは京都

大学の山敷庸亮氏と(財)地球・人間環境フォーラ

ムの刈谷滋氏、そして筆者が参加した。

ミーティングは、GEMS/Water プログラムのデ

ィレクターである Richard Robarts 氏による、プロ

グラムの現在の活動と将来戦略についてのプレゼ

ンテーションで始まった。2007年までの中期計画

として、(1)参加国を現在の104から139に増加(特

にアフリカやメコン川流域等にプライオリティを

置く)、(2)データ利用の促進(インターネットの活

用など)、(3)他の国連機関との連携強化、(4)

QA/QC(精度保証・精度管理)、(5)安定した資金源

確保、の大きく5点が挙げられた。午後からはプロ

グラムマネージャーのAndy Fraser氏からGEMS/

Waterにおける科学的・技術的側面の説明があり、

データベースの構造やデータ内容等について紹介

された。また、上記(2)を補強する形でインターネ

ットによるデータ公開方法についての計画が実際

のウェブ画面イメージを交えて説明された。

その後、参加各機関から各々の活動内容や

GEMS/Waterへの提言についてプレゼンテーション

が行われた。活発な議論が繰り広げられ、WWAP、

IGBP、UCC-Water、GRDCで一日目は終了し、

BGSとNIESは二日目に持ち越された。NIESからは

ナショナルセンター業務、摩周湖と霞ヶ浦モニタ

リングの概要を説明した。参加している他の機関

のほとんどはGEMS/Waterのデータを参照・利用す

る立場であるのに対し、NIESはGEMS/Waterにデ

ータを登録する立場であり、他とは異なった視点

からGEMS/Waterの一面を紹介できたことと思う。

また、NIESの新しい国際的な取り組みとして検討

しているメコン川モニタリングについて紹介し、

高い評価を得た。

TAGミーティングのまとめとして、(1)地球規模

での水質データベースとしてのデータ供給、(2)地

球規模あるいは地域規模での環境評価および報告、

(3)国際的なQA/QC活動、(4)途上国におけるキャ

パシティビルディングの4つがGEMS/Waterの重点

活動として確認された 。詳細については 、
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“Technical Advisory Paper No.1”として要約され、

活動指針とされることになっている。

ミーティング終了後、カナダ国立水質研究所

(National Water Research Institute; NWRI)の見学を

行った。NWRIは様々な分野のスタッフを300人以

上擁するカナダ最大の陸水研究機関であり、バー

リントンのオンタリオ湖畔に位置している。なお、

GEMS/Water本部のオフィスもNWRI内に設置され

ている。数名の研究者の案内のもと、研究施設や

研究内容についての説明を受けた。

次回のTAGミーティングは2005年に開催される

予定である。

写真1 ミーティング会場にて

統合された地球規模の炭素観測システムを実現する戦略(3)

地球環境研究センター

総括研究管理官　　井上 元

5. GCOS実現のための挑戦

(1)建設ブロックの同定

4節に概要を示した炭素観測システムの構築は、

陸域と大気観測ではTCO(Technical Cooperation

Activities)が、海洋観測ではGOOS(Global Ocean

Observing System)がそれぞれ実施してきた既存の

観測システムに基づいて行うのが現実的である。

しかしながら、現在のシステムは研究のためであ

り、定常的なものとすることは考えられていない。

これらの観測は大きく強化、拡張、最適化する必

要がある。

①既存の大気観測

空間的時間的に変化する地表面フラックスを、

迅速にしかし不完全に混合し積分したものが大気

濃度分布であり、その観測から大気輸送の数値モ

デルをもちいて地表面フラックスを定量化するこ

とができる。このプロセスはインバースモデル解

析と呼ばれる。炭素トレーサーである13C-CO2, 1 8O-

CO2やO2:N2は海洋と陸域のフラックスを分離する

情報である。不活性なガスである SF6やC2Cl4, 222Rn

などもまたモデルの大気輸送パラメータ化に役に

立つ。燃焼に関連するCOや黒色炭素、化石燃料排

出を代表する14CO2などのトレーサーはバイオマス

燃焼と化石燃料燃焼を区別するのに役立つ。さら

に、濃度観測を解釈するための大気の力学的構造

の情報も必要である。

図1 大気サンプリングネットワーク

(上)1980年、(下)近未来
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大気炭素観測の最も先進的なものは次のとおり。

○世界で約100カ所の毎週のフラスコサンプリング

ネットワーク。多くの成分が分析できる(例えば、
13C-CO2,1 8O-CO2, O2:N2, CH4, N2O, SF6, CO)。

○海洋性大気のベースラインステーション(例えば、

Mauna Loa)、内陸での幾つかの高高度タワー観

測を含むCO2の直接連続観測ステーション。世

界で約20ステーションのうち、約10のCO2直接

観測ステーションは過去20年の長期観測記録を

もっている。

○世界で約10カ所の航空機高度分布観測(例えば、

North America, Europe, Siberia, South Pacific)は

CO2の発生源や大気混合に関係する高度分布構

造の情報を与える。

○較正と相互比較活動。標準サンプルの国際的な

交換や、大気サンプリングネットワーク間での

相互比較プログラム。

②現在の陸域観測

現在の陸域炭素観測は、生態学的な観測(一次生

物生産やバイオマス、土壌炭素など)、渦相関法に

よるフラックス観測、陸域の(高高度タワーや航空

機による)大気中CO2観測、遠隔計測データなどか

ら成り立っている｡さらに、肥料、気候、土壌水分、

日射、擾乱(焼失面積や衛星からの火災個所)など

の情報がある。

陸域炭素観測の最も先進的なものは次のとおり。

○渦相関フラックスネットワーク(約100のタワー、

主として森林)

○先進国での森林バイオマスインベントリ

○地域、国、地球規模での土壌調査。しかし、炭

素研究への有用性、特に炭素貯留の変動を評価

するには疑問がある。

○生態学的研究や生理学的観測のネットワークや

トランゼクト

○衛星遠隔計測(土地被覆、土地利用、植生活性、

火災、放射)

③現在の海洋観測

海洋炭素循環観測の最も優れた要素は次のとおり。

○海域規模の観測船や商船による大気海洋のpCO2

の観測

○海洋観測航海によるカラムサンプリングによる

炭素全パラメータに関連するインベントリ。現

在のところWOCE(World Ocean Circulation

Experiment)以来5～10年規模の観測が行われて

いる。

○海洋炭素循環の経時観測や沈降粒子観測。炭素

循環の変動要素を観測する約30の経時ステーシ

ョンがある。

○炭素フラックスに関連するパラメータ(洋上風、

海表面温度、海色)の衛星遠隔計測

(2)全球炭素観測戦略における主な新しい要素

図2 世界の二酸化炭素、水蒸気、エネルギーフラッ

クスの渦相関法タワー観測地点(10年前には5カ所しか

なかった)

図3 現在の海洋の繰り返し観測

図4 現在と将来可能な商船による海洋pCO2観測
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全球炭素観測戦略の中心課題は、衛星観測と直

接観測との統合である。

①衛星からの大気中二酸化炭素の観測

衛星からのグローバルで高頻度のCO2カラム積

分濃度の高精度測定は、陸域海洋のCO2フラック

スを決めるために極めて重要な他の方法にない価

値をもつ。この観測は直接測定やボトムアップモ

デルで評価するのと独立にCO2フラックスを決め

るというユニークな価値をもつ。

大気インバージョンの方法は、特に大気の下層

で大きい大気中CO2の濃度勾配を利用するもので

ある。発生源/吸収源の評価を大幅に改善するには

0.3%(1 ppm)かそれ以上の精度が必要である。

短波長の赤外光を使うと、大気を地表面まで観

測できる長所がある。雲やエアロゾル粒子は重要

な妨害因子であり、50 kmの視野角は多くのデータ

が使えない可能性がある。長波の観測は主として

大気上層部を把握するもので、ここでは地表面の

発生や吸収の信号は強度が(熱帯を除いては)弱く

勾配が小さいという欠陥がある。

2007年にはNASAのOCO(the Orbiting Carbon

Observatory)が、2008年にはJAXA(宇宙航空研究開

発機構 )のGOSAT(Greenhouse gas Observing

SATellite)が、ともに近赤外の太陽光反射により

CO2のカラム積分濃度を高精度で測定するセンサ

ーとして打ち上げられる予定である。これらは長

期のCO2モニタリングミッションの行方を占うも

のである。

光合成が活性な時間的/空間的条件下での系統的

な観測となる(例えば、夜間と日中、晩秋や早春の

高緯の欠測)から、推定するフラックスにはバイア

スが入り込む可能性がある。

アルゴリズムと新しい衛星搭載センサーと平行

して直接観測によるCO2観測の検証と較正が観測

システムを構築するのに必要である。航空機や気

球による成層圏までの鉛直観測を、遠隔計測によ

るCO2カラム濃度と系統的に比較するために、実

施する。

②既存の直接大気観測の強化と最適化

GCOS(Global Climate Observing System)の大気部

分で直ちに行うべきことは、フラックスの多様性

をより空間的に代表するもっと密度の高い観測ネ

ットワークを建設し安定化することである。特に

緊急を要するのは：

○発生源や大気輸送の変動が大きいため、現在達

成しているよりももっと高密度の観測網を、大

陸内部でネットワークを拡張することが必要で

ある。

○高精度の微量成分測定を含む大気フラスコサン

プリングの計測項目を増やすこと(例えばO2/N2,

Ar/N2)。

○フラックスの地理的パターンの先見情報も使っ

て、大気輸送モデルやインバースモデルをより

高解像度化すること。

○輸送困難性と精度を天秤に掛け、許容できる範

囲で強固な遠隔計測を連続的にできる分析器の

開発

○将来のCO2観測衛星の準備としてレーザーを用

いた計測装置の開発

○WMO-GAW (World Meteorological Organization-

Global Atmosphere Watch)プログラムのもとでの

相互比較と較正の継続

③陸域観測システムの拡張と最適化

渦相関フラックスネットワーク

重要なことは、①現存する渦相関生態系フラッ

クスの観測を、それぞれの場所で少なくとも10年

間継続することを保証すること、②観測密度の低

い地域や擾乱を受けている生態系にも拡張し、③

即時性のあるデータ公開を実現し、データの質を

保証することである。また、較正付のCO2濃度測

定を加え、大気観測ネットワークを補強するべき

である。

森林バイオマスインベントリ

森林バイオマスのインベントリは、地上部の炭

素貯留の大きさの変化をモニターするのに重要で

あるが、現在のインベントリは商用木材の量を高

精度で(国レベルでは標準誤差が1%)定量化するよ

うに作られている。直径、樹高、樹齢の要素とバ

イオマスの関係式を使って、樹木の炭素貯留を推

定できる。しかし、一定の変換／拡張係数を使う

ことは、樹木の密度も拡張係数も樹齢や樹種によ

り大きく変わるので大きな誤差を生じる。さらに、

繰り返されるインベントリから堆積増加を求め、

炭素の隔離量に変換するには、植物の器官によっ



地球環境研究センターニュース Vol.14 No.9 (2003年12月)

－ 8 －

て異なるCO2として大気に帰っていく速度を考慮

した拡張係数が必要である。

非商用林や熱帯森林までカバーを広げ、衛星か

らバイオマスを遠隔計測する技術(SAR)を発展さ

せるにはさらなる研究が必要である。

土壌炭素調査

土壌炭素の貯留量は大気や地上陸域炭素プール

の2倍以上の大きさがあり、管理のあり方により極

めて傷つきやすい。このプールの特性を明らかに

するには、有機層と無機土壌双方のデータが必要

である。全炭素プールはバルク密度と深さ方向の

分布によっても決められるので、それ自身の炭素

濃度だけでは十分ではない。さらに、土壌の脆弱

性を理解するには、早いターンオーバーのサブプ

ールと遅いものとを区別する必要があり、それは

生物学的、化学的、物理的な流動性加速のメカニ

ズムにかかわる。

多くの国の土壌調査は土壌中炭素貯留の定量化

ができるように実施している。こうした調査のほ

とんどは土壌の体積密度や石の混入推定について

はあまりやられていないので、現在使える情報源

を代表しているに過ぎない。さらに、土壌炭素計

測の技術開発、土壌炭素評価の新しいモデルに基

づいた柔軟性に富んだ取り組み、モデルに必要な

生物物理的パラメータの提供が必要である。

土地利用変化と火事

土地被覆変化(5年間隔で1 kmの分解能)や火災面

積(月単位の時間分解能)は炭素循環に大きな影響

がある。土地被覆変化観測では森林から非森林へ

の遷移をもっと高い分解能(25 m)で行うことも必

要である。

観測システムには、衛星システムを適切な地上

探査(例えばフラックスタワーサイトで)と組み合

わせ改良し、光合成活性を推定するための生物物

理量(LAI, FPAR, 日射や土壌水分に関連する情報）

をシノプティックスケール(1～7日)で、大陸全体

をカバーして実施することを含む。

GCOSにとってもう一つ重要な陸域での仕事と

しては、陸域の地域パターンや季節、年々の時間

スケールという高分解能の情報により、点での観

測をスケールアップしボトムアップで陸域炭素収

支を大陸規模で推定することである。これは5.(1)

②で述べた直接観測の密度を上げることによって、

また、衛星観測と連携して、大気観測の頻度を上

げることによって達成される。

④海洋直接観測システムの強化・拡張・最適化

pCO2調査のような海洋炭素観測の幾つかは、近

い未来、研究から定常観測のモードに移すことが

可能である。定常観測に移るには、データの質、

データの実時間提供の問題が残っている。

全球規模の海洋観測ネットワークを長期に続け

るには、主要な炭酸系の要素を海表面やその下で

観測するための、正確で、強固で、経費効率の良

い、自動化された装置の開発が必要である。観測

専用船で持続的な観測を行うことが海洋観測の研

究プログラムでは重要な要素であるが、労力が必

要で経費が高い。大規模な定常的な海洋観測シス

テムは自動化された装置で成り立つ。幾つかのプ

ロトタイプの装置はあるが、定常的な状態になる

には技術の進展と研究が必要である。

さらに、グローバルな大気―海洋フラックスの

定量化には、簡単に測定できるパラメータから大

気海洋ガス交換を推定できるしっかりしたアルゴ

リズムの開発が必要である。フラックスを20～

30%の精度で決めるには風速だけによるガス交換

パラメータ化では不十分であることが分かりつつ

ある。追加的なパラメータ(例えば海表面の粗度)

を使ったアルゴリズムの開発のための研究が必要

である。これらのアルゴリズムができれば、観測

プログラムに取り入れもっと正確なフラックス地

図を作ることができる。

最後に、船やブイとの協力で表面探査と結んで

SSS(海洋表面塩分)、SST(海面温度)、風速、海色

(3～5日の時間枠で60％の海域を)を高い海洋被覆

で求める衛星観測を発展させる必要がある。これ

は表層水のpCO2を海域に拡張するのに役立つ。こ

れら多くの要素を調整するシステムを構築する必

要性がある。
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5. 構造改革特別要求(科学技術の振興)に各省より

提案された課題に対する評価

平成14年度概算要求で新たに設定された予算枠

である「構造改革特別要求」の科学技術の振興分

野で、各省から提案された課題に対する評価を総

合科学技術会議が行うことが8月の閣議で決定され

ていたことから、各省の要求がでそろう10月(13年

度については概算要求締め切りが9月末まで延期さ

れていた)からは、要求課題の評価をS, A, B, Cで行

うこととなった。9月末の総合科学技術会議の本会

議で分野別推進戦略が認められてホットする暇も

なく、だれも経験したことのないことに対応しな

ければいけないことで、再び緊張の世界に戻らね

ばならなかった。各省の科学技術振興経費の要求

のヒヤリングが、議員レベル、事務局レベルで何

度か行われた。課題によっては、理解を深めるた

めにいわゆる「宿題」を出し、回答の説明を受け

ることもあった。この過程で下記のようなすばら

しい学習と経験を積ませてもらった。

１．説明を受けた課題に対してしっかり理解し

たため宿題を出さない場合：各省の担当者は

再度の説明は必要ないかと聞いてくることが

多い。その場合には誠実に「非常によく理解

し、よい提案であると評価している」と答え

ることで、担当者の不安感を解消させた。

２．もともと内容に疑問のある課題であり、ヒ

ヤリングの席上で質問しても適確な説明がな

されなかったことで、宿題を出したり、ある

いは再ヒヤリングを行う必要性も感じなかっ

たことで、ヒヤリング後の反応を示さなかっ

た場合：必ずといっていいほど、再度のヒヤ

リングを申し込んでくる。その場合には、誠

実に対応し、疑問点や明らかにしてほしい点

を指摘し、さらにそれらへの回答の説明を受

けるため、再々ヒヤリングを実施したりする。

多くの場合には、再々ヒヤリングまでいくと

しっかりした内容になってきており、最初に

感じた疑問点はかなり払拭される。それでも

対応がおざなりになされた課題については、

当然評価は厳しくならざるをえない。

多くの課題は上記のいずれかの対応で済んだが、

すじ悪の課題にぶつかって悩まされることもある

らしい。幸いに、私の場合にはあくまでも研究者

の立場で科学技術行政を行うという姿勢で対応し

たので、仮にすじ悪の課題であっても悩むことな

く、研究者参事官としての意見を述べ、最終的に

は議員に決断してもらえばいいとした。結果的に

環境分野では相対的にメリハリのある評価となっ

たと思っている。例えば、構造改革要求の科学技

術振興分野ではCの評価がなされた課題が2課題あ

ったが、そのうち一つは環境分野に提案された課

題であった。

これを契機にして、総合科学技術会議が各省の

科学技術予算についてヒヤリングを行い、S, A, B,

Cの評価を行うことは定着したものとなってきて

いる。ただし、評価のための事務を研究者として

経験したものとして、個人的に感じた問題点は少

なくない。問題点を一口に言えば、行政の構造の

中で各省の既得権の枠を基本的に守った上での評

価の域を脱していないことである。聖域を認めな

い評価システムをいかに構築し、認めさせていく

かが今後の重要な課題であると思える。

6. 全国行脚の実施：総合科学技術会議と環境研究

者との意見交換会

構造改革要求の科学技術経費に関する評価が一

段落しつつあった11月末の有識者議員の会議で、

石井紫郎議員が、科学技術基本計画、分野別推進

戦略を作成したのはいいが、これらが現場の研究

者にしっかり届くような努力が必要ではないかと

いう発言をなされた。私も同様のことを感じてい

たので、早速、石井議員と相談し、次ページのよ

総合科学技術会議備忘録

環境研究の国家戦略の構築とその実践(その９)

生物圏環境研究領域

領域長　　渡邉 信
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うな文面を作成し、総務関係者の理解もあって実

現の運びとなった。

北は北海道から南は福岡まで、主旨に賛同した

各地区の大学・研究機関が主催する意見交換会を

開催していただき、石井議員と私が招聘される形

で進めていった。参事官補佐一人に同行してもら

ったが、その旅費は総合科学技術会議で出してい

ただいた。予算のない貧乏所帯の総合科学技術会

議にとっては、各地区の積極的な対応は非常にあ

りがたいものであった。この意見交換会の実現に

奔走していただいた各地区の幹事の方々に深く感

謝申しあげたい。また、文部科学省の海洋・地球

課は前身が科学技術庁であったことで、大学との

交流が少ないことも気になっていたので、可能な

限り同行することを提案したら、快く対応してい

ただいた。特に海洋地球課の花岡氏(現農水省)は

多忙なおりに多くのところを一緒にまわっていた

だいた。深く感謝したい。全国行脚を実施したと

ころは表1のとおりである。

表1のように、石井議員はすべての地区に参加し、

科学技術基本計画の精神、意図するところ、重要

なところを話していただいた。石井議員は本当に

生き生きとしており、現場の研究者の意見を一言

ももらさないよう大事に聞いており、頭の下がる

思いであった。参加した現場の研究者も意見交換

会、懇親会で石井議員と話すことができたことで、

科学技術基本計画や環境分野の推進戦略、特にイ

ニシャティブの意味と意図するところの理解が進

み、石井議員がイニシャティブを本当に実現する

つもりであることを肌で感じ取っていただいたと

思う。ライフサイエンスや情報等他の分野の参事

官も、このような意見交換会の重要性は理解して

いただいたが、実行となると行政官の感覚からは

困難と思うところがあるらしく、研究者出身の参

事官だからできるのだと言われたこともあった。

しかし、総合科学技術会議は、可能な限り、現場

にもおりてきてほしい。霞ヶ関から眺めるだけの

状況に陥っては、有識者議員としての力を本当に

発揮することはできないと思う。このような活動

を総合科学技術会議の重要な活動として位置付け

ることができれば最高であったが、残念ながら私

の力ではまだかなわなかった。

総合科学技術会議は、平成13年1月に発足してから、現在まで様々な活動を行ってきた。これまでの活動の

主要な事項について、下記の趣旨にそって、全国各地の研究開発に携わる方々と意見交換を行っていく予定

１．目的

総合科学技術会議は、平成13年1月に発足してから、3月に科学技術基本計画、7月に平成14年度の資源配分

の方針、9月に8分野(ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料、製造技術、エネルギー、

社会基盤、フロンテイア)に関する推進戦略を策定しており、わが国における科学技術の推進に大きな役割を

果たしつつある。しかしながら、大学・研究所等研究開発を行うレベルまでは総合科学技術会議の活動の状

況が十分理解されていない。基本計画や推進戦略は有識者や政策担当者が中心となってまとめあげたもので

あるが、今後推進戦略が意味のあるものとなるためには、実際に研究開発を行うアカデミアの世界がこれら

のメッセージをどう受け止め、逆に今後どうパラフレーズしていくのかが必要である。最新のNature(18

Oct. 2001)においても、研究者の声を総合科学技術会議へ活発に伝えるべきという提案がなされている。

総合科学技術会議環境分野関係者は、全国の研究開発現場の研究者等との活発な意見交換を行い、それを

通じて環境分野の研究推進戦略に書かれた内容及び思想に対する研究者の理解を深め、推進戦略が実行され

ていくことを図っている。

２．内容

①3月に策定された科学技術基本計画について

②9月に策定された環境分野における推進戦略について。特に環境分野では、地球温暖化、ゴミ問題、自然

との共生、化学物質問題、水資源問題について重点課題が設定され、各課題における各省の取組を整合

的に集成、再構築し、解決の道筋を示したシナリオ主導型イニシャティブで推進することとしている。

イニシャティブの思想・内容・計画等についての意見交換が主眼となる。

③主催者が希望する特定のイニシャティブに関する意見交換
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意見交換会ではいろいろな経験をさせていただ

いた。なによりも様々な分野の多くの研究者や

NGOの方々、民間の実務者等と知り合いになれた

ことはこのうえもない財産であった。ただし、北

海道の時は、初めてのこともあって、様子がわか

らず、ついつい気楽に準備していたこともあり、

北海道大学側の事務方のほうにはご迷惑をおかけ

した。総合科学技術会議の議員が来ること、文部

科学省の幹部クラスの行政官が来ることは大学の

事務局にとってただごとではなかったと思う。幹

事役の教授が学内に案内を出したことで初めて事

態を知った北大の事務局は、当該教授を呼びつけ

て、なぜもっと早く知らせなかったのか、学長の

都合のつかない日に設定してなにごとだとかんか

んに怒ったらしい。確かに考えてみれば笑いごと

ではない。事務局の言うとおりである。我々も軽

く考えていたなと大いに反省させられた。北海道

での貴重な体験を他の地区の幹事の先生にも伝え、

幹事の先生を含め大学にあまりご迷惑がかからな

いように心がけるようになったことは言うまでも

ない。

また、ご記憶のかたも多いと思うが、つくばで

の会合は圧巻であった。石井議員、井村議員、吉

川議員という超大物が3人そろって来たことで、国

立環境研究所大山記念ホールがぎっしりいっぱい

になり、議論も大いにはずんだ。有識者議員の顔

ぶれも大分かわってきたので、そろそろ環境研究

機関連絡会は、第2回の意見交換会を実施すること

を検討してもいい時期かもしれない。

余談ではあるが、個人的には高知工科大学で、

岡村甫学長(元東京大学工学研究科長)と出会い、

話ができたことは感激であった。野球好きの私に

とって、東京大学で18勝もあげ、当時立教大学の

長島(現巨人永久名誉監督)には一本のホームラン

も打たせなかった岡村甫投手は、私の少年時代の

あこがれのスターであった。年甲斐もなく緊張し、

堅い科学技術の話しかできず、野球の話ができな

かったことだけが今でも悔いに残る。

＊渡邉領域長は、2001年(平成13年)1月から2002年(平成14

年)7月まで内閣府総合科学技術会議の環境・エネルギー

担当の参事官を併任されました。本稿はその回想録です。
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表1 意見交換会開催日および場所

開催日　 場所 (主催) 出席委員等

平成13年12月20日(木) 北海道 石井議員、渡辺、中山補佐、

(北海道大学、北海道新聞社、国連大学) 文部科学省から花岡氏

平成14年1月23日(水) つくば(環境研究機関連絡会) 石井議員、井村議員、吉川議員、渡辺、

西澤補佐

平成14年2月8日(金) 北九州(北九州市立大学、 石井議員、渡辺、宮川補佐

ビオトープ北九州研究会)

平成14年2月9日(土) 東京(自然と共生した流域圏の構築に 石井議員、西澤補佐

関するワークショップ実行委員会)

平成14年2月16日(土) 広島(広島大学) 石井議員、渡辺、恒川補佐、

文部科学省より花岡氏

平成14年2月23日(土) 名古屋(名古屋大学) 石井議員、渡辺、西澤補佐、

文部科学省より花岡氏

平成14年3月11日(月) 仙台(東北大学) 石井議員、渡辺、宮川補佐、

文部科学省より花岡氏

平成14年4月20日(土) 福岡(福岡大学) 石井議員、渡辺、西澤補佐

平成14年6月29日(土) 高知(高知工科大学) 石井議員、渡辺、宮川補佐

(注：その後、笹野参事官時代になってから、京都、新潟、徳島、東京で実施している)
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地方の時代

自治体は地球環境問題にどう取り組む？ 京都市

京都市における地球温暖化対策について

京都市環境局環境政策部　地球環境政策課

1. 京都市の概況及び温室効果ガス排出状況

京都市は、人口約147万人、広さ約610平方キロ、

国内外から年間4,217万人の観光客が訪れる世界有

数の歴史的文化観光都市であります。そして、市

域の約60％が山林、住宅地は約20％という土地利

用状況にあり、市内総生産は約5兆5,513億円で、

その約60％は卸売・小売・飲食店・サービス業等

で占められています。

また、京都市においては、平成9年(1997年)12月

に京都で開催された国連気候変動枠組条約第3回締

約国会議(COP3)を契機に、市民、事業者、行政の

パートナーシップのもと、地球温暖化防止に向け

た様々な取組が展開されてきました。

さて、本市内からの温室効果ガス排出状況です

が、基準年である1990年と比べて2000年において

は、ほぼ横ばいの815万トン－CO2ですが、このま

までは2010年において18%の増加が見込まれてお

ります。特に、運輸部門、民生部門からの排出量

が増加しており、その原因は、電気やガソリン等

燃料の消費量の増加です。

2. 京都市地球温暖化対策地域推進計画

このようななか、本市では、平成9年に「京都市

地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、独自に、

二酸化炭素排出量を2010年までに1990年レベルの

90％に抑制するという目標を設定し、達成に向け

て市民、事業者とのパートナーシップのもとでこ

れまで多彩な取組を進めてまいりました。

なお、本年6月には、同計画を改定し、二酸化炭

素排出量だけではなく温室効果ガス全体の排出量

を2010年までに1990年レベルの90％に抑制する目

標をたて、市民・事業者各々の具体的な取組と京

都市の施策・取組を明確にし、新規14項目を含め

た25項目の施策に特に重点的に取り組むこととし

ました。そのため、各施策の総合的な推進を図る

ための手法、体制等の強化をするとともに、現行

計画には規定されていない年次報告書の作成等計

画の進捗状況を評価するなどの強化・充実を図っ

たところであります。

表1に本市の主な温暖化対策の施策や事務事業を

示します。

3. 京(みやこ)のアジェンダ21フォーラム

それでは、京都市の特長的な取組をいくつかご

紹介します。

まず、京都市のローカルアジェンダ21でありま

す京のアジェンダ21による取組についてです。

本市では、二酸化炭素排出量10% 削減を目指し、

環境と共生する持続型社会への行動計画である

「京のアジェンダ21」を1997年に策定し、翌年には

これを実行していく組織として、市民、事業者の

参加する「京のアジェンダ21フォーラム」を設立

しました。

現在、京のアジェンダ21フォーラムでは、市民、

事業者、行政の参加する8つのワーキンググループ

(ライフスタイル、企業活動、エコツーリズム、環

境にやさしい交通体系の創出、エコミュージアム、

えこまつり、食の循環、自然エネルギー)及びKES

認証事業部が活動を行っています。

(1)KES認証

このフォーラムで大きな成果をあげている取組

の一つが、KES・環境マネジメントシステム・ス

タンダードの創設です。京都市内でも、国際的な

ISO14001の認証を取得した企業が約180ございます

が、このKESは、中小企業でも容易に環境保全活

動に取り組めるよう、京都独自のローカル版環境
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マネジメントシステム・スタンダードとして創設

したものです。

ISO14001に比べて、審査方法を工夫して経済的

負担や時間的負担を少なくすることにより、事業

者・団体の自主的かつ継続的な環境保全活動を促

進するものであり、温室効果ガス排出量削減に有

効な手だてとなっております。また、ISO14001や

KES認証取得事業所との取引を優遇するグリーン

調達基準として採用する企業も増え、制度創設か

ら約2年半でKES認証は253件にのぼり、全国の企

業へ、また企業だけではなく学校へも取組の輪は

広がりを見せております。

(2)その他のワーキンググ

ループ活動

同フォーラムのライフス

タイルワーキンググループ

では、宿泊施設における環

境への負担の低減を図る環

境に配慮した新しい観光の

推進、公共交通機関や自転

車の利用促進などの環境に

やさしい交通体系の創出、

省エネ製品グリーンコンシ

ュマーキャンペーン等に市

民、事業者の皆様とともに取り組んでおります。

4. バイオディーゼル燃料化事業

本市では使用後廃棄されていた廃食用油(天ぷら

油)を回収し、再生したバイオディーゼル燃料を自

動車のディーゼルエンジンの燃料として使用して
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表1 京都市の主な温暖化対策の施策および事務事業

【計画】 
・京都市地球温暖化対策地域推進計画  ・京（みやこ）のアジェンダ 21 
・京都市地域新エネルギービジョン   ・京都市公共建築デザイン指針 
・京都市自転車総合計画        ・TDM 施策（交通需要管理施策）総合計画 
・戦略的環境アセスメント（SEA）の導入（検討中） 

【省エネ・省資源などの取組支援】 
・京のアジェンダ 21 フォーラム    ・環境家計簿（チャレンジエコライフ）運動 
・ストップ ザ 温暖化京都市民会議開催 ・地球温暖化防止条例(仮称)の制定（検討中） 
・太陽光発電システム設置助成制度     ・京都環境賞の創設 
・都心部・観光地の交通対策研究会、歩いて暮らせるまちづくり推進会議による社会実験 
・市バスの環境定期券、百円循環バス等 ・グリーン配送モデル事業 

【環境学習の推進】 
・京エコロジーセンター（京都市環境保全活動センター）の設置 

【市役所の率先実行】 
・新京都市役所エコオフィスプラン（地球温暖化対策推進法に基づく自治体の実行計画）
による取組 

・ISO14001 認証（４施設ＩＳＯ認証取得済、市役所本庁舎（９月取得）、１施設の認証取得準備） 
・環境会計の導入（検討中） 
・公共施設への新エネルギーの導入 

太陽光発電システム導入（35 施設）、太陽熱利用システム導入（6 施設）廃棄物発電（3 施設）及び余熱供給（5
施設）、 
コージェネレーションシステム（熱・電気同時供給設備）（7 施設）など 

・物品のグリーン調達方針の策定と実施 
【資源循環・廃棄物対策】 

・バイオディーゼル燃料化事業        ・バイオガス化実証実験事業 
【その他】 

・ヒートアイランド対策検討調査 
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おります。軽油に比べて、硫黄酸化物や黒煙が減

少するほか廃棄物の減量を図るとともに、化石燃

料に替わるエネルギーを利用することにより、地

球温暖化防止につながるものとして注目されてお

ります。

現在、市民の協力を得て、市内807箇所で、年間

約12万ﾘｯﾄﾙの廃食用油を回収し、バイオディーゼ

ル燃料として本市の清掃作業車約220台と市バスの

一部約80台で再生利用しており、年間約4,000トン

の二酸化炭素排出削減につながっています。

5. 京エコロジーセンター (京都市環境保全活動セ

ンター)

続いて、環境学習・環境教育の取組についてご

紹介します。次代を担う子供たちをはじめ、広く

市民への環境学習・環境教育の取組も重要である

ことから、ごみ減量・リサイクルの問題から地球

規模の環境問題まで、 幅広い視点に立った「環境

意識」の定着を図り、市民・事業者の環境保全活

動の支援を図るための施設として「COP3開催記念

館　京エコロジーセンター」(京都市環境保全活動

センター、延べ2,700㎡)を建設しました。

この施設は、リサイクル商品など環境にやさし

い資材を使用するとともに、太陽光発電や雨水の

利用など建物自体に多くの工夫を施しております。

2002年4月に開設し、これまでに約13万人という多

くの市民にご利用いただいておりますが、特に市

内の小学5年生10,000人、中学1年生9,500人は、1年

に1回必ずこの施設において、環境学習を受けるこ

ととなっております。

6. おわりに

今年度は、特に地球温暖化防止に向けた実効あ

る施策を推進するため、地球温暖化防止条例(仮

称)の制定に向けて、現在検討を行っております。

以上のような取組を通して、京都市では温室効

果ガス排出量10％削減を目指し、「環境共生型都

市・京都」を築いているところであります。

地球環境研究センターニュース Vol.14 No.9 (2003年12月)



－ 15 －

地球環境研究センターニュース Vol.14 No.9 (2003年12月)

地球環境研究センターでは、北方林における温

室効果ガスフラックスモニタリングの観測拠点と

して、苫小牧フラックスリサーチサイト(北海道苫

小牧国有林内・北海道苫小牧市)と天塩CC-LaG

(Carbon Cycle and Larch Growth experiment)サイト

(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森

林圏ステーション北管理部天塩研究林内・北海道

天塩郡幌延町問寒別)の2カ所を運営し、森林の温

室効果ガスの収支や森林機能の総合的な把握を目

的として観測研究を行っています。このうち、苫

小牧サイトでは樹齢45年前後のカラマツ壮齢林を

対象として観測研究を行っていますが、育林過程

での森林機能の変化を把握するため、天塩CC-LaG

サイトでは2003年春に約14haの森林を皆伐し、

2003年秋にカラマツ(グイマツF1)を植樹して、長

期に渡る観測を開始することになりました。なお、

苫小牧サイトは国立環境研究所と北海道森林管理

局との共同事業として運営されており、天塩CC-

LaGサイトは国立環境研究所と北海道大学、北海

道電力株式会社の産学官共同研究として観測研究

を行っています。

このたび植樹を記念し、天塩CC-LaGサイト及び

問寒別(といかんべつ)公民館において、CC-LaG記

念植樹式及び植樹記念講演会を開催いたしました。

2003年10月28日午後、道北の早い降雪も懸念され

ましたが、晴天の中、CC-LaGサイトで来賓(幌延

町千田助役、菅原教育長)による挨拶の後、記念植

樹を行いました。この植樹には、3共同研究機関の

代表者をはじめ、地元の幌延町立問寒別小学校の

全校児童(41名)を含む約130名の列席者が記念植樹

を行いました。

その後、北海道大学天塩研究林庁舎の近くにあ

る問寒別公民館に会場を移し、10月29日13:00まで

講演会を開催しました。講演会では、CC-LaGプロ

ジェクトの概要説明や森林の炭素循環観測研究の

先進機関からのCC-LaGプロジェクトへの提言、お

よびCC-LaGプロジェクトで行われる個別の研究に

ついて、それぞれ研究計画や成果の講演が行われ

ました。最後に、3共同研究機関の実務代表者を中

心とした総合討論が行われ、このプロジェクトの

将来展望など、活発な議論が交わされました。

今回の記念植樹式典・講演会を通じ、このプロ

ジェクトの意義を再確認するとともに、さらに深

い理解をしていただけるようになったと考えてい

ます。また、このプロジェクトは長期にわたるこ

とから、参加していただいた小学生の中から、こ

の研究に興味を持ち、将来私どもとタッグを組み

ながら一緒に研究を進めてくれる児童が現れてく

れることも楽しみの一つとなりました。

最後になりますが、今回のイベントの開催につ

いて、ご尽力いただきました北海道大学北方生物

圏フィールド科学センターの皆様に重ねて御礼を

申し上げます。

CC-LaG植樹記念式典および講演会開催報告

地球環境研究センター

環境専門員　　犬飼 孔

写真2 共同研究機関の実務代表者を中心とした総合討論

写真1 地元の小学生による記念植樹
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統合地球観測 (IGOS)に関する世界会議
－次期地球観測システムの構築に向けて－

“International Workshop on the Integrated Global Observing Strategy (IGOS)

- Toward implementation of  next generation Earth observation system(s) -"

G8サミット(6月、仏エビアン)及び地球観測サミット(7月、米ワシントンDC)により、全球観測に関す

る国際協力の強化と、地球観測に関する作業部会(GEO)の設置が合意されました。現在、各国において、

将来の地球観測システム構築のための10年実施計画の基本的枠組みが検討されており、2004年4月の東京
地球観測サミットにおいて採択され、G8サミットに報告される予定です。また、その後、実施計画が策

定され2004年末の欧州地球観測サミットにおいて採択されることになっています。

一方、統合地球観測戦略の趣旨に賛同する国際機関や国連機関14機関で構成される統合地球観測戦略パ
ートナーシップ(IGOS－P)においては、分野(テーマ)ごとにユーザ要求と既存及び将来の観測計画の過不

足分析を行い、改善のための戦略計画(テーマペーパ)を策定するテーマ方式を採用しています。海洋テー

マについてはすでに戦略計画が策定され、実施段階に入っています。さらに、本年11月には、全球炭素循
環、全球水循環、陸域災害の3テーマの戦略計画が承認され、今後これらのテーマをいかに実施していく

が課題となっています。

これらの状況を考慮し、IGOS－P組織、世界の宇宙機関、関係省庁、関係機関および研究者及び利用者
が集い、地球観測に関する国際戦略および国家戦略を議論し、地球観測サミットが合意する10年実施計画

に寄与することを目的に、統合地球観測戦略(IGOS)の各テーマの10年間の実施計画について検討するた

めの世界会議を開催いたします。

開催日 平成16年2月4日(水)午後～6日(金)

場　所 東京国際交流館　(お台場)
主　催 宇宙航空研究開発機構

問い合　宇宙航空研究開発機構　石田　中

わせ先　 Tel:03-6221-9139, FAX:03-6221-9191
e-mail: ishida.chu@jaxa.jp

◆ プログラム(案) ◆

月  日 プログラム 
2 月 4 日（水）午後 全体会議 

１．挨拶 
２．基調講演 
３．地球観測サミット報告 
４．宇宙機関の対応（CEOS） 
５．全球観測システム報告（GOOS、GTOS、GCOS） 
６．国際研究計画報告（WCRP, IGBP） 
７．アジア水循環ワークショップ報告 

 



みなさんは「フユメ」をご存知でしょうか？　漢字で書くと「冬芽」とな
ります。冬芽とは、樹木の春にのびだす花や葉、枝が冬越しをしている姿で
す。枝の先についている冬芽を頂芽(ちょうが)、横についているものを側芽
(そくが)といい、冬芽を覆う鱗片(りんぺん)が芽鱗(がりん)です。

先日、陸別成層圏総合観測室へ向かう道すがら、何気なくイタヤの木に近
寄って枝先を見ると、芽鱗に包まれた冬芽が付いているのに気づいたのです。
強風に煽られたのか折れたイタヤの木の枝があったので、冬芽の中身が知り
たくなった私は、その枝を調べてみることにしました。冬芽の鱗片を一枚一
枚はぎとってみると、8枚の鱗片で芽を守っているのです。葉が落ち緑がなく

なって、生気がない様に見えるイタヤの木が、実は「生きている」ということを実感できました。
ところで、冬芽の越冬する姿は、木々の葉が繁っている夏場から

着実に準備されていて、冬に突然と現れるものではないのです。季
節の先を見て、環境の変化に適応している木々の様子は、極寒の陸
別の冬を過ごす私にとって学ぶことが多いのです。

＊参考図書
北海道の樹木図鑑　

監修：北海道林務部
編集・発行：社団法人北海道国土緑化推進委員会

(有)銀河コーポレーション　横関信之
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冬芽

イタヤの冬芽と鱗片

2 月 5 日（木） 
午前・午後 
 

分科会（その１） IGOS テーマ分科会  
○IGOS 海洋テーマ  
○炭素循環テーマ  
○水循環テーマ  
○大気化学テーマ  
○陸域災害テーマ  
 
各テーマのアジェンダ案 
１．各テーマ戦略計画（テーマレポート）報告 
２．関係機関の活動報告 
３．各テーマの１０年実施計画の検討、勧告まとめ  

6 日（金） 
午前 

分科会（その２） 横断的テーマ分科会 
○データ統合 
○能力開発 
 
アジェンダ案 
１．関係機関の活動報告 
２．１０年実施計画案への勧告 

6 日〔金〕 
午後 

全体会議 まとめ 
１．分科会報告（IGOS 各テーマ） 
２．分科会報告（横断的テーマ） 
３．勧告のまとめ 
 
４．パネルディスカッション 
いかにして統合地球観測を実現するか 

 

(陸別成層圏総合観測室)
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地球環境研究センター主催会議等
2003.11.27 平成15年度地球環境研究センター客員研究官・運営委員会

地球環境研究センター(CGER)の客員研究官(所外有識者)と運営委員(所内)によ
る合同会議を開催した。本会議ではCGERの活動状況を報告するとともに今後の活
動方針などについて検討、議論した。
従来から継続して実施している地球環境モニタリング・データベースプロジェク

ト、衛星観測、データベース整備、交流・広報活動に加えて、新しい活動として、
①グローバルカーボン・プロジェクト(GCP)つくば国際オフィスの開設、②地球観
測サミットに対する支援活動、③GEMS/Water活動としてのメコン川モニタリングの
検討、などの活動状況についてそれぞれ担当者が説明した。それを受けて、客員研
究官・運営委員との活発な意見交換があった。とりわけ、CGERが実施すべき活動
は長期的な視野に立脚して最低十年単位で実施の是非を問うべきだとの意見が出た。
また、総合科学技術会議に関連づけて、わが国の今後十年間の地球環境の観測戦

略について白熱した議論が交わされた。その中で、CGERがやるべき部分とそうで
ない部分を、日本全体の枠組みの中で区分けして対処策を考えるべきであるとの指
摘があった。

所外活動(会議出席)等
2003.11.13～16 メコン川ワークショップ事前打ち合わせ(中山主幹・五十嵐係長/タイ)

12月15～16日に開催するワークショップのプログラムおよび運営方法について現地
スタッフと打合せを行った。

17～22 第4回CAN Meeting出席(一ノ瀬主任研究員/タイ)
バンコク郊外・アジア工科大学院キャンパスのUNEPアジア太平洋地域資源センタ
ーにおいて、アジア各国の協力センターの代表が参集し、北東アジアなどサブ地域
レベルでのパートナーシップ・キャパシティー形成方策について議論した。

25 総合学習における地球環境問題について講演(向井研究管理官/徳島)
徳島北高校1年生360人に地球ができてからの大気の歴史を紹介しながら、1950年以
降、大気中の二酸化炭素濃度が急激に増えている現状を説明した。

見学等
2003.11. 5 JICAインド環境森林省河川管理局次長一行(5名)

6 JICA環境行政コース一行(14名)
6 山形県立山形南高等学校1年理数科一行(43名)
11 国立環境研究所友の会一行(18名)
14 山形県立米沢興譲館高等学校理数科2学年一行(10名)
19 滋賀県立彦根東高等学校2年生一行(23名)
19 茨城県立土浦第一高等学校1年生一行(38名)
20 日本セラミックス協会セメント部会一行(20名)
20 台湾 地方行政官一行(4名)
25 公害等調整委員会　佐藤、松井審査官、審査官補佐1名
27 環境保全茨城県民協議会一行(42名)

このニュースは、再生紙を利用しています。

発行者の許可なく本ニュースの内容等を転載することを禁じます。
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