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地球環境問題の中でも地球温暖化は極めて深刻

かつ解決の難しい問題のひとつであり、長期的な

問題の解決のためには、グローバルな炭素循環メ

カニズムの科学的な解明が不可欠です。また、京

都議定書の数値目標の設定をめぐる国際交渉に際

しては、特に陸域生態系の吸収源機能についての

科学的な知見の不確実性が問題とされ、人為的な

活動による陸域炭素収支の変動をどこまで温暖化

対策として認めるかが今後も極めて重要な課題と

なっています。さらに2005年からは中長期的な対

策策定に関する国際交渉が開始される予定であり、

グローバルな炭素循環についての科学的知見に基

づいた検討が喫緊の課題となっています。

地球環境研究センターでは、地球環境問題の分

野横断的な国際研究の推進を目的とし、特に地球

温暖化(炭素循環)関連の自然科学・社会科学にま

たがる事業を重点的に実施してきました。さらに

本分野におけるC O E的機能拡充の一環として、

IGBP-IHDP-WCRP合同のグローバル・カーボン・

プロジェクト(Global Carbon Project、略称GCP)の

国際研究計画推進を担当する国際オフィスの誘致

準備を数年間に渡って進めてきました。この度、

国際公募の結果、米国デンバー大学からペネロピ・

キャナン教授を事務局長(Executive Officer)として

招聘し、4月からGCPつくば国際オフィス(GCP

Tsukuba International Office)を開設することができ

ました(表紙写真)。この記事では、GCPの概要や

設立の経緯とともに、新たに設置された国際オフ

ィスにおける体制と今後の活動計画について簡単

に紹介いたします。

1. GCPの概要

GCPは、各国の学術会議の国際組織に当たる

ICSU(International Council of Scientific Unions：国際

科学会議)において策定された、グローバルな炭素

循環に関する新たな国際研究計画です。地球環境

研究に関わる国際研究計画としては、自然科学研

究としてIGBP(International Geosphere-Biosphere

Program：地球圏-生物圏に関する国際協同研究計画)、

社会科学研究としてIHDP(International Human

Dimensions Program on Global Environmental Change：

地球環境変動の人間社会的側面に関する国際研究

計画)、また観測を含む気候研究としてWCRP

(World Climate Research Program：世界気候研究計画)

の3つが、それぞれ長年にわたり実施されてきまし

た。GCPは、これらの3つの国際研究計画に、生物

多様性に関する国際研究計画DIVERSITASがさら

に加わって共同で計画されたもので、グローバル

な炭素循環についての研究を分野横断的かつ総合

的に推進するための新たな国際研究計画です。ま

た、GCPは地球システム科学パートナーシップ(図

1)の活動のひとつとして位置づけられ、グローバ

ルな持続可能性に関する分野横断的な研究プログ

GCP(グローバル・カーボン・プロジェクト)つくば国際オフィス開設
―自然科学と社会科学を統合した新たな国際研究計画と新オフィスの役割

地球環境研究センター

研究管理官(GCP-SSC) 山形 与志樹

 

図1 地球システム科学パートナーシップ

 

表1 GCPにおける主要な3つの研究テーマ
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ラムとしても機能しています。なお、このパート

ナーシップにおける分野横断的な他のプログラム

としては、現在、Carbonの他にWaterとFoodの国際

計画が検討されています。

GCPには自然科学と社会科学にまたがる多くの

研究課題がありますが、全体としての研究目的は、

「グローバルな炭素循環に影響を与える自然と人間

の両方の側面とその相互作用について、自然科学

と社会科学のアプローチを総合して分析し、炭素

循環の管理に関する国際的な意思決定に役立つよ

うな科学的理解を得る」ことにあります。現在、

GCPの研究課題は大きく3つのテーマにまとめられ

て検討されています(表1)。

2. GCP設立の経緯

GCPが企画され始めた段階(1997年頃、Carbon

Joint Project等と呼ばれていた)では、GCPはIGBP

の中における統合化研究から出発しました。それ

までばらばらに研究されていた陸域、海洋、大気

の炭素収支に関する研究を結び付けて、グローバ

ルな炭素循環の解明を進めることが主な課題であ

り、現在もこの統合が重要な研究テーマとなって

います。しかしその後、IPCC第2次評価報告書の

作成や京都議定書の策定等における経験を経て、

温暖化対策研究に関連した炭素循環研究に対する

ニーズが高まりまし

た。グローバルな炭

素循環の挙動につい

て、自然システムだ

けではなく、人間社

会的側面との相互作

用までをも取り込ん

だ研究を推進するこ

との重要性に対する

認識が急速に高まっ

たため、IHDPとの

連携が 1999年から

2000年にかけての議論によって決定した経緯があ

ります。

上記の年表は、GCPの計画策定に当初から参加

していたDr.Will Steffen(前IGBP事務局長)および

Dr. Pep Canadell(現GCPキャンベラオフィス事務局

長)らの証言を元にして、GCP設立の経緯について

まとめたものです。

なお、2003年に出版された研究実施計画(GCP

Report No.1)を含めて、これまでにGCPの計画策定

に際して実施されたワークショップに関する資料

は、ホームページ(http://www.GlobalCarbonProject.

org)からダウンロードすることが可能です。

1997年 IGBP･GCTEの Palo Alto会議。炭素循環研究のプロセス研究、 CO2インバース推定、 生物地球化学モデ

ル、フラックス、リモートセンシングの統合についての議論を開始し、既存の研究計画のギャップが認

識された。

1998年 IGBP 会議。炭素循環に関するIGBPの統合的研究計画の必要性が認知された。

1999年 IGBPの分野横断的計画の初会合(Isle-sur-la-Sorge, France)が開催された。

1999年 IHDPがIGBPとの本格的な協力体制を構築することを重視し、炭素循環に関する研究を第1のテーマとし

て選択した。

2000年 IHDPとIGBPの炭素循環に関する統合的な研究計画の立ち上げに関して、Oran Young, Arid Underdal, Will 
Steffen他の主要メンバーによる会合がオスロにて持たれた。

2000年 地球システム科学に関する関心が高まり、炭素循環研究の対象である炭素-気候-人間システムの重要な

要素として、WCRPとの研究協力との連携が追加された。

2001年 IGBP-IHDP-WCRP合同の公開科学会合(Amsterdam)において、GCPの研究計画が発表され、第1回の

Scientific Steering Committee (SSC:国際科学推進委員会)が招集された。さらに4つの地球環境変動にかか

わる国際研究計画(IGBP, IHDP, WCRP, DIVERSITAS)の連携による地球システム科学パートナーシップ

が創設され、GCPの公式のスポンサーとなった。

2003年 GCP研究実施計画「Global Carbon Project: A framework for Internationally Coordinated Research on the
Global Carbon Cycle」(図2)が、世界の関連研究者を集めた数多くの会合(Isle-sur-la-Sorge-1998, Stockholm-
1999, Lisbon-2000, Paris-2000, New Hampshire-2000, San Francisco-2001, Tsukuba-2002, Tsukuba-2003)にお

ける議論を経て完成した。科学研究実施計画(GCP Report No.1)は、地球システム科学研究計画の第一号

(ESSP Report No.1)として出版され、UNFCCC・COP9(ミラノ)において世界各国の地球温暖化に関する

国際交渉担当や研究者に配布されるとともに、各国の学術会議に送付された。

図2 GCP研究実施計画(2003年)

http://www.GlobalCarbonProject.org
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3. GCPとIPCCとの関連

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は地球温

暖化問題に関する科学的知見を評価する、政府間

レベルでの唯一の公式な科学的なアセスメントで

す。グローバルな炭素循環に関しても、IPCCにお

いて検討され合意された知見は、国際的に認知さ

れた科学的知識として国際交渉の場において議論

の土台を形成してきました。しかし、IPCCの評価

報告書は、過去に実施され出版された研究の成果

(論文や報告等)をレビューすることによって作成

されており、IPCC自身が国際的な共同研究の推進

を実施しているわけではありません。場合によっ

ては、過去になされた研究が、必ずしも現在議論

になっている政策決定のための最適な研究情報を

提供することができるとは限りません。このため、

地球温暖化問題に関連して、将来の政策決定に向

けた研究ニーズを意識しつつ、先手を打って、国

際的な研究計画を推進することが大切になってき

ています。この意味でGCPの研究計画は、将来の

収穫(IPCC等への貢献)に向かって、畑に種を蒔く

ことにたとえられます。よく計画された研究の成

果を用いることによって、地球温暖化問題に関す

る科学アセスメントをより効果的なものとするこ

とが可能となります。

4. GCPとIGOSとの関係

2004年4月、地球観測サミットが東京で開催され、

統合的な地球観測戦略に関する国際的なハイレベ

ルにおける検討がなされました。宇宙からの全球

観測と国際研究グループ等による地上観測システ

ムの計画調整によって実施している I G O S - P

(Integrated Global Observing Strategy Partnership)が、

今後さらに国際的に統合された地球観測戦略を策

定する上で重要な役割を果たしてゆくことが期待

されています。グローバルな炭素吸収源や発生源

の分布の把握やその動態の解明は、GCPの重要な

研究テーマのひとつで、IGCO(Integrated Global

Carbon Observation)の提案として採択されました。

今後は、GCPの気候―炭素―人間システムの統合

的な科学研究の観点から、IGCOにおける観測計画

の策定に関与したり、実際の観測データを用いて

科学研究を進めるなどの連携が期待されます。(図3)

5. 日本・アジアにおけるオフィスの意義

日本におけるIGBPやIHDPへの取り組みは、これ

まで主に学術会議(地球環境研究連絡委員会)にお

いて各小委員会が設置され、国内関連研究活動の

総括・連携がなされてきました。また、実際の研

究プロジェクトの実施に関しては、環境省の地球

環境研究総合推進費をはじめとする各種競争的資

金において、国内関連研究への支援が、APN(アジ

ア太平洋地球変動研究ネットワーク)等を通じて

は、アジア諸国における関連研究への支援がなさ

れてきました。しかし残念ながら、これまでは日

本およびアジア地域には、ICSU関連の国際研究計

画の国際オフィスがありませんでした。地球環境

研究においてアジア地域の重要性が高まっている

にもかかわらず、国際研究計画の策定や研究実施

が欧米主導でなされてきた理由のひとつとも考え

られます。

新たに設置されたGCPつくば国際オフィスは、

日本における初めてのICSU関連の国際オフィスと

なるだけではなく、アジアにおいても実質的に初

めての本格的な国際オフィスの設置となります。

今後、本オフィスが炭素循環に関する国際共同研

究の推進に際して、アジアにおける研究の自律的

な組織化に貢献することが期待されます。また、

日本やアジアで得られる重要な関連研究成果が、

本オフィスを通じていち早く広く世界に認知され

る可能性も高まるものと考えられます。

6. つくば国際オフィスの役割

現在、GCPには2つの国際オフィスと4つの協力

オフィスが存在しています(図4)。IGBPのGCTE

(地球変化と陸域生態系研究計画)プロジェクトの

国際オフィスから移行して、2003年に発足した

GCPキャンベラ国際オフィスには、GCP設立にも

深く関与してきたPep Canadell博士が事務局長とし
図3 GCPと国際プログラム(IPCC、IGOS-P)との連携
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て就任しています。つくばオフィスはGCPにおけ

る2つ目の国際オフィスとなります。

GCP国際オフィスが果たすべき役割としては下

記のような課題が挙げられています。

①国際研究プロジェクト間の調整

②各国の研究資源の有効活用

③プロジェクト間のデータ標準化と情報交換

④地域研究の統合によるグローバルな分析

⑤キャパシティビルディングの促進

⑥気候変動枠組条約やIPCCと国際学術組織とし

て連携

⑦炭素循環に関する高度に学際的な研究をリード

GCPが実施すべき国際研究計画の課題は膨大な

ものであるため、世界的なオフィス間の連携が不

可欠です。今後さらに国際オフィスが、米国や欧

州において設立される可能性がありますが、現時

点における各オフィスの役割分担は下記のように

なっています。

・日本(つくば)

1)炭素循環の自然的側面と人

間的側面の総合化

2)地域発展と炭素管理

3)アジア地域における観測の

統合

4)炭素関連研究プロジェクト

の支援

・オーストラリア(キャンベラ)

1)モデル・データの融合

2)地域炭素収支

3)炭素-気候システム

・ヨーロッパ(独・イェーナ)

1)リモートセンシング、フラ

ックスネットワーク

2)ユーラシア地域の観測の統合

・アメリカ(ワシントンDC)

1)北米カーボンプラン

2)アメリカ地域の観測の統合

7. つくば国際オフィスの課題と今後の活動

予定

地球システム科学パートナーシップ

(ESS-P)は、2001年7月にオランダで開かれ

た国際科学会議主催の「Global Change

Open Science Conference：地球規模変動に

関する公開科学会合」で採択された「アム

ステルダム宣言」とともに発足しました。ESS-Pで

は、炭素-気候-人間システムを複雑に関連しあっ

たひとつの「地球システム」として捉え、総合科

学的な研究を行うプロジェクトの提案をしていま

す。特に、地球を物理的、化学的、生物的側面だ

けでなく人間社会的な側面と絡み合った自己統制

システムと考えるのが特徴です。そして、この地

球システムを正しく理解するため、従来の科学を

再編成し分野横断的研究を促進するよう提案して

います。

GCPの目的は、「国際的な政策策定に役立つよう

なグローバルな炭素循環に関する総合的な研究」

の国際的な推進にあり、特に、つくば国際オフィ

スでは、その中でも最も困難な課題である「炭素

循環における自然と人間社会的側面との統合

(Coupling)に関する研究」(図5)を推進することが

主な目的となります。

この統合研究への取り組みは、最近提唱され始

めた総合科学技術という新たな科学の方向性を先

 

図4 GCPの国際オフィスと協力オフィス

 

図5 グローバルな炭素循環における自然と人間システムの統合研究
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取りしているともいえます。これまでのように細

分化された科学の分析枠組みからの大きな転換で

あり、科学技術をも総合システムの一部として捉

えようとする新しい研究にチャレンジする必要も

あります。また、最新の研究成果をタイムリーに

「知識」を必要としている人の手に届けて政策づく

りに役立つものとする「社会のための科学」を目

指す試みでもあります。

地球システムを構成する自然システムと人間シ

ステムとの関連を理解することの重要性は、今後

もますます増大する一方と予想されます。産業革

命以来の人間活動(化石燃料の使用、土地利用の変

化、都市化等)が地球に与えた影響は極めて大きく、

地球に過去50万年経験したことのない予測不可能

な異変をもたらしつつあります。このままでは地

球が持続可能な状態にはないことは明らかであり、

今後あらためて持続可能な社会を再構築する際に

は、グローバルな炭素循環における自然と人間社

会的側面の統合的な「知識」が必要となります。

GCPつくば国際オフィスでは、その統合的「知

識」への第一歩として、まず炭素循環における人

間社会的側面に関する科学的理解を促進し、次に

その理解を自然科学に結びつけることに焦点をお

いて活動を実施する予定です。ただし、人間社会

的側面とは、政治、経済、人口統計、社会的(不)

平等、テクノロジー、社会制度(規範や価値観)等

を指しています。

下記に、事務局長のキャナン博士を中心に作成

されましたオフィスの活動案を簡単に紹介いたし

ます。なお、この計画は2004年7月に開催される

Scientific Steering Committee(SSC：国際科学推進委

員会)の会議でさらに検討される予定です。

1)人間社会的な側面を取り扱っているモデルの

国際比較：各種国際モデルに利用されている変数

やモデル構造に関するデータベースを作成すると

ともに、グローバルな炭素循環に関する統合的な

カップリングモデルに関連する既存研究のインベ

ントリーを作成し、来年に予定している国際ワー

クショップに向けての検討を実施します。なお、

国際ワークショップでは、グローバルな炭素循環

を「炭素-気候-人間的な側面が統合されたシステ

ム」として科学的に分析し管理するための新たな

研究枠組みが議論される予定です。

2)地域レベルでの炭素管理についての検討：統

合的なモデルの有効性を、実際に地域で実施され

る炭素管理プロジェクトと連携してテストするこ

とで、地域の実情に即した持続可能な発展に貢献

できる炭素管理モデルの研究を推進します。

3)科学者とメディアとのネットワーク形成：

「知識」のコミュニケーションを質の高いものにす

るパートナーシップを形成して、地球温暖化に対

する一般市民の理解水準をあげるため、国内外の

研究機関やメディア(全米科学ライター協会、キー

ストン科学政策センター等)と協力してワークショ

ップを実施します。

4)地球温暖化問題に関連した研究交流：国内に

おける各種研究ネットワークを通じて、多くの関

連参加者との交流を深めます。特に、つくばでは、

GCPセミナーシリーズも国立環境研究所内におい

て開催する予定です。

5)専門家組織を対象としたセミナー/ワークショ

ップ：国内外の国際会議においてGCP関連の特別

セッションを開催する予定です。

8. GCPつくば国際オフィスの体制

現在、GCPつくばオフィスのスタッフは、事務

局長(Executive Officer)としてコロラド州デンバー

大学の社会学教授ペネロピ･キャナン博士(米国)が

着任し、その他、フェロー研究員としてメラニー･

ハートマン(米国)、短期招聘研究員として加藤晴

巳(日本)、併任研究員として生物圏モデラーのゲ

オルギー･アレクサンドロフ博士(ロシア)、秘書と

して尾島優雅子さん(日本)によって構成されてい

ます。

最後になりますが、GCPオフィス開設に当たっ

て講演をいただいた際の、ペネロピ・キャナン博

士のお話の一部を下記に引用させていただきます。

「社会科学研究によるモデル研究への貢献はや

っと始まったばかりで、初歩段階なのが現実だと

いうことを、はっきり申し上げておきたいと思い

ます。現在、自然科学者たちは問題やその解決方

法の中に人間活動の役割を含めることに非常に熱

心で、社会科学者たちは、過去15、6年の間、この

ような考え方に参加するよう求められてきました。

しかし、自然科学者から実際に、「私たちの議論に

参加して、そちらの答えを教えてください」と言

われたのは、本当につい最近のことです。社会科

学者は、自然科学者が求める測定をどうやって行
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The Global Carbon Project
Fostering research on the carbon-climate-human system

April 2004

Goal

The goal of the GCP is to develop 
comprehensive, policy-relevant 
understanding of the global carbon cycle, 
encompassing its natural and human 
dimensions and their interactions with 
climate.

Research Areas
Patterns and Variability:
What are the current geographical and 
temporal distributions of the major pools and 
fluxes in the global carbon cycle?
Processes and Interactions:
What are the control and feedback 
mechanisms – both anthropogenic and non-
anthropogenic – that determine the 
dynamics of the carbon cycle?
Carbon Management:
What are the likely dynamics of the carbon-
climate-human system into the future, and 
what points of intervention and windows of 
opportunity exist for human societies to 
mange this system?

Activities
Current GCP’s priority areas are:
• Coordination and standardization of 
measurements from different platforms on 
land, air, and ocean for carbon-climate 
research (Fig. 1)

Meetings
The GCP organizes annually a number of 
research and synthesis workshops. For the 
up-to-date meeting list, please visit our 
website.

Products Highlights
The GCP publishes research and synthesis 
in scientific peer reviewed literature, and 
brochures targeted to the scientific 
community , research agencies, and policy 
makers.

Earth Observation Activities

• Implementation of a portfolio of in situ and 
remote sensed measurements for studying 
the carbon cycle in an operational mode (with 
the Integrated Global Observation Strategy 
Partnership).
• Developing socio-economic observations to 
study interactions between humans, carbon, 
and climate.
• Developing new approaches of data-model 
fusion (eg, data assimilation) to deliver 
carbon products for policy makers and 
climate modelers.

Fig 2. Vulnerable carbon pools on land.

• Integrating carbon management into 
the development of cities.
• Developing approaches to couple 
human components to the carbon-
climate system (eg, agent-based 
modelling, game theory).
• International comparisons of 
biogeochemical models and model-data 
validation exercises.
• Developing carbon mitigation and 
adaptation options under an umbrella of 
regional sustainable development.

Fig 1. Planned ships of opportunity for pCO2

• Assessment of vulnerable carbon pools 
on land and oceans (eg, permafrost, 
tropical forest fires, wetlands) and their 
likely impacts on climate (Fig. 2)

GCP Office in Tsukuba, Japan

The National Institute for Environmental 
Studies hosts the International Project 
Office for the GCPin Japan. Dr. Penelope 
Canan is the director with a  team of post-
docs, communicators, and administrative 
support. 
The office focuses on developing
approaches and appropriate observations
to couple human dimensions to the carbon-
climate system in order to deliver relevant 
products to the scientific community and 
policy makers involved in managing the 
carbon-climate system.

Sponsorship
The GCP is a joint project of the
Earth System Science Partnership 
sponsored by four major international  
scientific environmental programmes:
• International Geosphere-Biosphere 
Programme
• International Human Dimensions Program
• World Climate Research Programme
• Diversitas (DVERSITAS)

Contact
Dr. Penelope Canan
penelope.canan@nies.go.jp
National Institute for Environmental Studies
Tsukuba, Japan

Dr. Pep Canadell
pep.canadell@csiro.au
CSIRO-Atmospheric Research
Canberra, ACT, Australia

Website
www.globalcarbonproject.org

GCP Tsukuba International Office

〈付録〉GCPつくば国際オフィスのパンフレット
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5月18日に2002年度(平成14年度)の温室効果ガス

排出量が、地球環境保全に関する関係閣僚会議で

公表されました。その概要について本稿で簡単に

紹介致します。

1. 温室効果ガスの総排出量

2002年度の温室効果ガス総排出量(各温室効果ガ

スの排出量に地球温暖化係数[GWP(注1)]を乗じ、

それらを合算したもの)は、13億3,100万トン(CO2

換算)であり、京都議定書の基準年(注2)(1990年。

ただし、HFCs、PFCs、SF6については1995年)の総

排出量(12億3,700万トン)と比べ、7.6％の増加とな

っています。また、前年度から比べると2.2％の増

加となりました。

2002年度(平成14年度)の温室効果ガス排出量について

～総排出量13億3,100万トン、前年度から2.2％の増加～

大気圏環境研究領域　上席研究官

(併任)地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス　マネジャー　　中根 英昭

地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス　リサーチャー　　相沢 智之

地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス　共同研究員　　森本 高司

えばいいか知りませんし、過去にそういう研究を

奨励されたこともありません。ですから、若い社

会科学者でこの面の研究を目指す人はあまりいま

せん。でも、そろそろ環境社会科学者という専門

家が出てきて、活躍していい頃でしょう。人口統

計学者、組織分析学者、農村地域開発専門家とい

うような人たちが考えられますが、彼らは自分の

ことを炭素循環研究者とは思っていません。私た

ちは、彼らを結びつけるネットワークを作らなけ

ればなりません。ここで、先ほど申し上げた、第1

の目標である、社会変数の特定ということが重要

になってきます。こうして新たに明示されたデー

タセットを見れば、何が欠けているかが分かり、

問題解決の糸口になるでしょう。

しかし、私が進めたいと考えている研究は、環

境-炭素-社会管理案(eco-carbon-social management

proposal)の提言を可能にするような、地域中心の

研究の実施です。例えば、その地域に適した炭素

固定政策、プログラム、プロジェクトを策定する

ことができるように、モデル作りの基礎として必

要なデータセットを作ります。もしこれが可能に

なれば、科学者自身がデータを得るためにお互い

に協力しあったり、行政サイドと協力し、社会的

にも研究活動が認められるようになるでしょう。」

今後、キャナン博士を中心にして進められてい

くGCPつくば国際オフィスの活動に対しまして、

本ニュースの読者の皆さんからの温かい御支援と

御助言をいただければ幸いです。

GCPキャンベラ国際オフィス、およびGCPつく

ば国際オフィスについては、下記ホームページを

ご参照下さい。

GCPキャンベラ国際オフィス(http://www.globalcarbon

project.org/)

GCPつくば国際オフィス (http://www-cger.nies.

go.jp/cger-j/project/GCP/GCPtsukubatop.html)

(順次整備予定)

(追記)これまで筆者は、 1999 年より I H D Pの

IDGEC(制度的側面研究)のSSCメンバーとして、

炭素管理研究計画(CMRA)の策定に、また2001年

からはGCPのSSCメンバーとしてGCPの研究実施

計画の策定に参加させていただきました。つくば

国際オフィスの設立に際しましては、初めての国

際オフィスの開設ということもあり、予定よりか

なり長い期間を要しました。この度、無事につく

ば国際オフィスの設立が実現することができたこ

とは、この間における、日本学術会議、環境省、

国立環境研究所をはじめとする多くの方々の協力

と助言によって実現したものであります。関係者

の方々にこの場を借りて謝意を表させていただき

ます。

http://www.globalcarbonproject.org/
http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/project/GCP/GCPtsukubatop.html
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2. 各温室効果ガスの排出量

各温室効果ガスの排出量を前年度と比較すると、

二酸化炭素と一酸化二窒素以外の温室効果ガスの

排出量が減少しています。

①二酸化炭素(CO2)

2002年度のCO2排出量は、12億4,800万トン、

1990年度と比べ11.2%の増加、また、前年度と比べ

ると2.8%の増加となっています。

部門別にみると、CO2排出量の約4割を占める産

業部門(注3)からの排出は、2002年度において1990

年度比で1.7％減少し、前年度と比べると3.6％の増

加となっています。これは、粗鋼生産量が増加し

たこと、電力の使用に伴うCO2排出原単位が増加

したことが主な要因となっています。

運輸部門からの排出は、2002年度において1990

年度比で20.4％の増加となり、前年度と比べると

1.9％の減少となっています。自家用乗用車の燃費

と、自家用貨物車の走行量の減少の改善が主な要

因となっています。

家庭部門からの排出は、2002年度において1990

年度比で28.8％増加しており、前年度比7.9％の増

加となっています。これは、電力の使用に伴う

CO2排出原単位が増加したこと、前年度よりも冬

季が寒く、夏季が猛暑だったことが主な要因とな

っています。

業務その他部門(注4)からの排出は、2002年度に

おいて1990年度比で36.7％増加しており、前年度

比1.3％の増加となっています。これは、商業施設

の事業拡大などによるエネルギー消費量の増加、

電力の使用に伴うCO2排出原単位が増加したこと

が主な要因となっています。

②メタン(CH4)

2002年度のCH4排出量は1,950万トン(CO2換算)、

基準年と比べると21.1％減少、前年度と比べると

3.2％減少となっています。基準年からの減少は、

石炭採掘に伴う排出の減少が大きく寄与しています。

③一酸化二窒素(N2O)

2002年度の一酸化二窒素(亜酸化窒素)排出量は

3,540万トン(CO2換算)、基準年と比べると11.9％

減少、また、前年度と比べると0.7％増加していま

す。基準年からの減少は、アジピン酸製造に伴う

排出の減少による影響が大きく寄与しています。

前年度からの増加は、製造業における燃料の燃焼

等による排出量の増加が影響しています。

④ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフル

オロカーボン類(PFCs)、六ふっ化硫黄(SF6)

2002年度のHFCs 排出量は1,330万トン(CO2換算)、

基準年(1995年)に比べると34.1％減少しています。

また、前年度と比べると16.1％減少しています。

HCFC-22の製造時の副成生物による排出が引き続

き大きく減少しています。

PFCs排出量は、960万トン(CO2換算)、基準年

(1995年)に比べると23.4％減少、また、前年度と

比べると17.6％減少しました。溶剤の使用に伴う

排出が前年度より大きく減少しています。

また、SF6排出量は530万トン(CO2換算)、基準年

(1995年)に比べると68.7％減少、前年度と比べる

と6.7％減少しました。電力設備からの排出が最も

減少しています。

3. まとめ

温室効果ガスの排出量は経済成長とともに増加

[百万t CO 2換算]

GWP
京都議定書
の基準年 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

二酸化炭素（CO2）排出 1 1,122.3 1,122.3 1,131.4 1,148.9 1,138.7 1,198.2 1,213.1 1,234.8 1,242.0 1,195.2 1,228.4 1,239.0 1,213.8 1,247.6

メタン（CH4） 21 24.7 24.7 24.6 24.5 24.4 24.0 23.3 22.9 22.1 21.5 21.1 20.7 20.2 19.5

一酸化二窒素（N2O） 310 40.2 40.2 39.7 39.9 39.7 40.6 40.8 41.7 42.2 40.8 35.1 37.8 35.1 35.4

ハイドロフルオロカーボン類
（HFCs）

HFC-134a：
1,300など 20.2 20.2 19.9 19.8 19.3 19.8 18.6 15.9 13.3

パーフルオロカーボン類
（PFCs）

PFC-14：
6,500など 12.6 12.6 15.2 16.9 16.5 14.9 13.9 11.7 9.6

六ふっ化硫黄（SF6） 23,900 16.9 16.9 17.5 14.8 13.4 9.1 6.8 5.7 5.3

計 1,236.9 1,187.2 1,195.7 1,213.3 1,202.8 1,262.7 1,326.9 1,352.0 1,357.8 1,306.7 1,328.4 1,336.7 1,302.3 1,330.8

 

表1 各温室効果ガスの排出量の推移
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していますが、自動車の燃費改善という技術的な

側面が排出量の減少に寄与しだしたということは

注目すべき点です。1990年からの排出量の増加が

著しい家庭部門、業務その他部門においても技術

的な側面からの対策が必要とされるでしょう。今

後のさらなる地球温暖化対策の進展に期待したい

と思います。

本稿に掲載できなかったデータを温室効果ガス

インベントリオフィス(GIO)のホームページにて

公表しております。詳細なデータについては、

https://www-gio.nies.go.jp/gio/db-j.htmlをご参照下さい。

-------------------------------------------------------------------

(注1)地球温暖化係数(GWP：Global Warming Potential)：

温室効果ガスの温室効果をもたらす程度を二酸化炭素

の当該程度に対する比で示した係数。数値は気候変動

に関する政府間パネル(IPCC)第2次評価報告書(1995)

に示された値を採用。

(注2)京都議定書第3条第8項の規定によると、HFCs 等

3種類の温室効果ガスに係る基準年は1995 年とするこ

とができるとされている。

(注3)産業部門は、製造業(工場)、農林水産業、鉱業

及び建設業におけるエネルギー消費に伴う排出量を表

し、第三次産業における排出量は含んでいない。また、

統計の制約上、中小製造業(工場)の一部は業務その他

部門に計上されている。なお、工業プロセス由来は当

該部門の排出量として計上していない。

(注4)業務その他部門には、事務所、商業施設等、通

常の概念でいう業務に加え、中小製造業(工場)の一部

や、一部の移動発生源が含まれる。

参考文献

日本国温室効果ガスインベントリ(2004年提出版)

環境省「2002年度(平成14年度)の温室効果ガス排出量

について」

環境省「2002年度(平成14年度)の温室効果ガス排出量

増減の要因について」
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部門　2002年度排出量の伸び
（1990年度比）

エネルギー転換
　　　82百万ｔ→ 82百万ｔ（0.3％減）

運輸　217百万ｔ→ 261百万ｔ（20.4％増）

家庭　129百万ｔ→ 166百万ｔ（28.8％増）

工業プロセス
　　　57百万ｔ→ 49百万ｔ（14.0％減）
廃棄物　17百万ｔ→ 24百万ｔ（43.2％増）

業務その他　144百万ｔ→ 197百万ｔ（36.7％増）

産業　476百万ｔ→ 468百万ｔ（1.7％減）

図1 2002年度部門別排出量の伸び(1990年度比)

https://www-gio.nies.go.jp/gio/db-j.html
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グローバル炭素循環の権威である元IGBP(地球圏-生

物圏国際協同研究計画)科学委員会委員長ベリアン・

ムーア博士をお迎えし、4月22日に国立環境研究所セ

ミナーを開催しました。以下は、その講演内容の要約

です。

まず、本日ここでお話でき、とても嬉しく思っ

ていることをお伝えしたいと思います。

地球、これが私たちの関心の対象です。世界中

の科学者が研究していますが、国立環境研究所で

は特にグローバルな生態系分野で優れた研究がな

されています。炭素循環は地球規模のサイクルで

すから、惑星全体の視点から見る必要があります。

1. 二酸化炭素濃度と人間活動

マウナロア観測所でキーリング博士が1958年か

らCO2濃度を観測した記録を見ると、興味深いこ

とがわかります。まず、産業活動による増加を見

ることができます。春と夏の吸収期、秋と冬の放

出期というCO2濃度の季節的サイクルもわかりま

す。注意深く見ると、季節変動を除いた部分が微

妙に直線からずれています。その微分値をとって

みると、ずっと大きな年々変動をしていることが

より明確に分かります。これは大変重要なことで、

また後で触れます。

上図は南極の氷床コア･データで、18世紀までは

5～10ppm程度の幅で変動しています。1750年あた

りでこの偏差の枠からはみ出し、急上昇しています。

これも産業活動の影響の裏づけと言えるでしょう。

まるでタイムマシーンが過去に連れて行ってくれ

るかのように、氷床コア･データが過去を教えてく

れます。私は、これら二つのデータセットが、人

間が全球炭素循環を変えている現実を明確に示し

ていると思います。疑いの余地はないでしょう。

2. 二酸化炭素濃度と気温

しかし、これより以前に目を向けると科学的に

興味深いことがわかります。ヴォストークコアに

よる気温変化の記録とCO2濃度の変動記録と

はぴったり一致しています。とても興味深い、

科学的な疑問についてお話しましょう。どう

して、最小値は180 ppm程度で止まっている

のでしょう。何か理由がありそうです。180

ppmとはいったい何を意味するのでしょう。

これ以下になると光合成に何らかの問題が生

じるのでしょうか。一方、最高値はだいたい

280 ppmです。4回の氷期が繰り返されるたび

に、同じ最低値レベルに戻るのですから、と

てもおもしろいと思います。これが何を意味

するかと言うと、私は、アクティブな炭素プ

国立環境研究所セミナー報告

地球温暖化と炭素循環

ニューハンプシャー大学　教授 (元IGBP科学委員会委員長) ベリアン・ムーア

図1 大気中二酸化炭素の変化

図2 過去1000年間の大気中二酸化炭素濃度変化



ール、つまり、油井の炭素は別にして炭酸

塩の炭素のプールが、氷期に入るときちん

とした規則性をもって再編成されているの

だと思います。最高値から最低値に行く間

に一体何が起こるのか考えてみてくださ

い。大量の炭素が、ほぼ間違いなく大気か

ら海洋に入っていきます。この時、同時に、

氷期の氷が、現在は寒冷帯の森林や温帯北

部の森林で覆われているエリアに侵入し、

森林が死んで消滅し、分解されるからです。

要するに、事実上森林の炭素がそっくり大

気に移動する形になります。つまり、大気

圏から大量の炭素が海洋に溶け込むのに加

え、陸も大気を通して大量の炭素を海洋に送りこ

みます。陸から大気、大気から海洋という具合に

炭素が移動し、大気の炭素が減って、海洋の炭素

が増えます。

この計算は誰かが考察する価値があります。陸

域、海洋、大気を示すとてもシンプルなボックス･

モデルを作ってみて下さい。それらの簡単な微分

方程式のセットを作ります。三つのボックスと、

陸地、表層水、深層水を用意して、そのモデルを

10万倍の時間スケールで作動させ、その結果を調

べます。ここで、海洋の炭素溶解度を考えなけれ

ばなりません。しかし、このモデル実験を実施す

れば、おそらくこれだけではモデルが機能しない

ことに気がつくでしょう。海洋の生物が足りない

からです。単に気温が下がっただけでは、これだ

けの量の炭素が海洋に溶けこめるはずがないので、

たぶん生物が関係しているはずです。例えば、大

陸が乾燥して大量の鉄分が海に流れ込み、生物が

それを受け取り増殖することが考えられます。私

が知る限り、このような微細の過程を示すような

モデルを作った人はいません。そのような良いモ

デルができれば、それを使って温度とCO2濃度の

相関関係を調べてみると興味深いと思います。氷

期サイクルを通し、CO2濃度と気温がこんなにぴ

ったり一致するのは驚くべきことなので、その仕

組みを知ることには大きな意義があります。炭素

循環が過去40万年間、どのように機能してきたか

を解明することは非常に重要で、私は、若手の科

学者や学生が取り組んでくれることを期待してい

ます。

3. 地球の炭素循環

炭素循環について少し触れます。1980年代、一

人当たりの平均排出量は1トン、地球の人口は50億

人でした。ところで、実際の地球については興味

深い情報があります。大気中には、生きている植

生に含まれるよりも多量の炭素が存在します。要

するに、地上の森林を全部刈り取り、植生を焼き

払っても、CO2総量は2倍にはなりません。もうひ

とつ、認識しておくべき重要なことは、1980年代、

私たちは、毎年大気中に6～7ギガトンの炭素を放

出し、大気中に約3ギガトンずつ蓄積されました。

ですから、「一人当たりの炭素量の約半分が大気中

に存在し、残りの半分が大気外に出て、生物圏に

戻ったり、海洋に吸収されている。」と説明すると、

学生にはわかりやすいでしょう。半分残って、半

分どこかに行ってしまいます。でなければ増加量

はもっと多くなります。

さらに、私が指摘しておきたいことがあります。

主に、炭素の海への流入は冷たい海で起こり、海

からの放出は暖かい海で起こると言われています。

しかし例外もあります。北太平洋の海水温は低い

のですが、放出も発生しています。これには、水

の湧昇流など様々な要因が関連しています。

また、海洋の生物相が蓄積している炭素は陸域

と比べて少なく、たった3ギガトンです。海洋は陸

域よりも多くの炭素を含んでいますが、その生物

相にはほとんどないのです。海洋でのフラックス

が陸域と同じ比率を保つなら、10倍して、このフ

ラックスは5,000、または10,000になります。つま

り、何が起こっているかというと、海洋中の動植
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図3 ヴォストークコアによる二酸化炭素濃度と気温変化
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物相は小さなギア

で、非常に速く動く

車輪のような働きを

しているのです。陸

域では大きな車輪で

ゆっくり動きます。

ご存知のように、

マウナロアでCO2の

測定を始めたのは、

今は70歳代半ばになった、スクリプツ海洋研究所

のデイビッド・キーリング博士です。私たち多く

の科学者が確信していることに、自分の子供は科

学の道には進まないだろうということがあります。

しかし、キーリング家は例外でした。デイビッ

ド・キーリングの息子、ラルフ・キーリングは科

学の道に進み、炭素循環を研究テーマに選びまし

た。そして、父親にこう言いました。「お父さんは

間違った気体を測定している。測定すべきは酸素

だ。化石燃料を燃焼すれば、酸素が消費されるの

だから。」もちろん、酸素の変化を測定するのは難

しいことです。変化をもともと大気中に大量にあ

る酸素で測定するよりも、変化によって生成され

る微量気体を通して測定する方が簡単です。しか

しラルフ・キーリングはこの研究を行い、同研究

所の人々はこれを継続して実施しています。ここ

から、とても重要なデータが生まれました。彼は

1990年代を通して毎年酸素量の減少を測定

しました。その間、父親はこれまでどおり

CO2増加の測定を続けました。

右の図は1990年からの10年間にCO2が増

加し、酸素が減少したことを示しています

(図☆からb)。この間に人類が使った化石

燃料の量や種類は分かっているので、その

統計からCO2の放出量と酸素の消費量を計

算することができます。図のaは1990年を起

点に化石燃料の影響のみを考えた場合の大

気中のCO2濃度増加と酸素の減少量を表し

ています。このａとbの差は主に海洋への

CO2の吸収(酸素濃度は変化しない)①と、

陸域植物のCO2吸収と酸素放出②によるも

のです。陸域植物がCO2を吸収する場合、

一定の割合で酸素を大気中に放出するた

め、矢印②の傾きは決まっています。した

がって、矢印①と②を使ってaとbを結んだ時、そ

れぞれの矢印のＸ軸の長さがCO2の海洋吸収と陸

域吸収に相当します。ところが、最近の研究で海

洋から酸素が放出されている可能性が指摘される

ようになってきました。もし、海洋から大気に大

量の酸素が放出されているとすれば、新たに③の

矢印を付け加える必要があり、そのため陸域吸収

が少なくなってしまいます。これまで、海洋から

大気へのわずかな酸素放出が前提としてあったの

ですが、これからはこの問題について詳細に調べ

る必要があります。ここに来るまで、私はそんな

風に考えたことがありませんでした。今日は本当

に有意義な時を過ごしています。

さて、最初に、マウナロアのデータを注意深く

見るとその微分値は変化していることが分かると

申し上げました。変化を駆動する力(化石燃料消

費)はあまり動かず、ほぼ一定していますが、その

応答はかなりまちまちです。もし、陸域システム

でも海洋システムでも変化が起こらないと考える

なら、このような結果は生じないでしょう。そし

て、実際、数年間は増加が外からの駆動力を上回

りました。また、駆動力があるのに増加がほとん

どなかった年もあります。全く増加しなかった年

のあと、突然、急激に増加したこともあります。

とてもおもしろい現象です。歴史を振り返り、こ

のパターンと気候学を結び付けてみると、エルニ

図3 酸素濃度と二酸化炭素濃度を用いた炭素収支解析

講演するベリアン・ムーア氏
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ーニョの年には増加が大きいことに気がつきます。

また、1991年にピナツボ火山の大噴火がありまし

たので、その影響があるかもしれません。この事

の解明はいい研究対象でしょう。確かに、ある面

で気候パターンと結びついているはずですから。

これで全体システムの一部がわかるでしょう。シ

ステムレベルの問題であり、私は、非常に重要な

課題だと思っています。

4. 観測とモデルを利用して

タワー観測と航空機モニタリングは大切です。

貴研究所はこの分野で素晴しい仕事をなさってい

ると思います。地表面でのタワー測定は陸域シス

テムでどんな変化が起こっているのかなどを知る

上で不可欠です。タワー測定値とリモートセンシ

ング(以下、リモセン)による情報を組み合わせ、

該当エリアのモデルをつくります。そして、その

モデルが機能するかどうか見るのです。最初にタ

ワー測定値を調べて、モデルをつくることはでき

ません。まず、モデルをつくって、チェックする

ためにタワー測定値を利用するのです。タワーと

リモセンのおかげで私たちの研究が大きく進み始

めました。最初、私の研究所がシベリアのサイト

で行ったタワー観測が、ブラジルなど別の場所で

も実施されるようになり、15のサイトでモデル利

用研究が行われています。そこから全球モデルを

つくることができます。リモセン情報、モデル、

タワーサイトでの確認、全球での計算というプロ

セスができあがります。科学的に優れたプロセス

ですが、問題が一つあります。最終チェックがで

きないということです。そのためには「地球用の

タワー」が必要ですから。たとえ20地点でタワー

観測をし、モデルがどんなに優れていても、20カ

所程度の地点を見たにすぎず、広大な地球全体と

は比べられません。「地球用のタワー」というのは

後で述べる大気観測のことです。

最初に氷期サイクルの問題についてお話したこ

とを思い出してください。CO2の上昇や下降には

生物の役割が大きいと申し上げました。もし、海

が生物のいない、単なる化学的、物理的システム

ならば、産業革命前の280 ppmという数字は440 ppm

のはずです。つまり、海洋の生物は産業革命以前

の280 ppmという数値に重要な意味を与えているの

です。逆に、生物のいない状態では、海はCO2に

どんな影響を与えるのでしょう？ここでのキーポ

イントはCO2溶解度です。水温が低いとCO2は溶け

易いです。モデルから生物を取り除き、炭素反応

だけとし、冷水、温水を入れて混ぜ合わせます。

これと似たようなことが海でも起こります。こう

して、最終的な計算で440 ppmという数値にたどり

着くのです。しかし、もし、生物システムを加え、

この生物の栄養分が不足するなどということがな

く最大速度で機能するなら、産業革命前の数値は

160 ppmになります。ですから、この二つの数字の

間のどこかということで、280が出てきました。私

は、これは氷期から間氷期へのサイクルを理解す

るためや、将来予測にとっても重要だと思います。

地球を加熱すると、これはどんな影響を受けるの

でしょう？加熱によってこの循環はストップして

しまうのでしょうか？変化するでしょうか？そし

て、それはCO 2にどんな影響を及ぼすでしょう。

重要な課題です。

これに関連して、もう一つコメントします。

Argo Floatsはすばらしいものですが、現実には塩

分濃度と温度を測定しているにすぎません。私た

ちに必要なのはBio-ArgoやCarbon-Argo Floatシステ

ムでしょう。安価な技術を開発し、これらのfloats

とともに炭素も測定すべきです。これが実現すれ

ば、研究が大きく躍進するでしょう。日本のロボ

ット技術が問題解決の役に立つかもしれませんね。

5. 観測衛星に期待

衛星についてお話します。二つの衛星のおかげ

で、今後、5、6年で大きな転機が来ると期待され

ています。アメリカのジェット推進研究所JPL(Jet

Propulsion Laboratories)がつくった二酸化炭素観測

衛星OCO(Orbiting Carbon Observatory)と、日本が

開発している温室効果ガス観測技術衛星GOSAT

(Greenhouse gases Observing SATellite)です。この2

基の衛星は大気中のCO2濃度を測定します。太陽

の光が地球上に届き、また宇宙空間に反射します。

もし、この作用がなければ、誰も地球を見ること

はできません。そこで、反射された太陽光線が大

気から出るとき、衛星がそれをとらえることがで

きるのです。ご存知のように、光線の一部は地表

で吸収され、このため色がつくのですが、また大

地球環境研究センターニュース Vol.15 No.3 (2004年6月)
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気にも吸収されます。

ある波長で、特に赤外

や近赤外でCO2が光を

吸収します。そこで、

波長別の光の強さを見

ることによって、光が

弱くなる波長を知り、

光がどれだけ吸収され

たかを知ることができ

ます。そこから、大気

中にCO2がどれだけあ

ったかを推測します。

すばらしいアイデアで

す。どちらの衛星も基

本的に同じ技術を利用

しますが、少し違うと

ころもあります。両方とも測定に太陽光線を使い

ます。でも、なぜこんなことをする必要があるの

でしょう。大気中のCO2量が増加していることを

示すために宇宙空間からCO2を測定する理由は、

CO2濃度が大気中で一様ではないということです。

場所によって微妙に違います。最も大きな差は、

北半球と南半球で、産業活動の大半が北半球で起

こっているため、北半球の大気中CO2は南より多

く、北半球と南半球の大気が混ざり合うには時間

がかかります。だいたい1年から1年半くらいかか

ります。ですから、北半球の大気中の方にCO2が

多く存在します。

もしそれだけが問題なら、衛星はやはり必要な

いでしょう。地表での観測で十分わかりますから。

衛星が必要な理由は、大気圏高層の測定と東と西

の微妙な違いを測るためなのです。そして、大気

全体の動きを捉えたあとで、循環という映画を逆

方向に動かしてみます。まず大気中のどこに集中

してCO2があるのかを見て、大気循環がどのよう

にCO2を動かすかを見ます。その後で、この一連

の動きを巻き戻すと、CO2がどこから来るのかが

わかります。これが、私たちが必要とする全球レ

ベルでのチェックになるのです。発生源と吸収源

がどこかを突き止める方法になり、私たちの疑問

の答えになります。劇的な転機がくるのです。こ

れから何が分かるか想像すると、わくわくします。

その後、将来どうなるかについて私の考えをお

話して、私の発表を終わることにします。OCOと

GOSATにはそれぞれ一つずつ問題があります。測

定に太陽光線を利用するので、どちらも太陽の光

に照らされた場所しか観測できません。これが問

題です。つまり、光合成反応が盛んな場所でだけ

大気の観測をすることになります。夜の状況や冬

季の高緯度地方は見ることができません。そうす

ると、当然、測定値は偏ったものになってしまい

ます。貴重なデータには違いありませんが、問題

もあるということです。ですから、この測定が衛

星からのCO2観測の次のステップになると私は思

います。測定用に自前の太陽に相当する光源を用

意します。レーザを使って、例えば三つの波長で

地表を照らします。CO2吸収線の中央、そこから

少しずれた波長位置、そして、もっと離れた波長

位置の三つです。この三つのレーザで照射したあ

と、望遠鏡を使って反射された光を捉えます。そ

して、これら三つの波長間の差がCO2によるもの

であると仮定します。塵、エアロゾル、地表面で

の散乱があるでしょうが、この三つの波長はお互

いに近いので、条件は同じと考えます。唯一の違

いがCO2です。これも衝撃的に高精度な測定にな

るでしょう。

もう一つ、観測位置の問題があります。つまり、

衛星は極軌道を回っているからです。90分に一度

北極にきますから、高緯度地方での測定が密にな

ります。赤道に近づくにつれて前後の衛星軌道は

離れ、測定位置が稀になります。ここにも問題が

あります。

GOSATは今のところ傾斜軌道、OCOは極軌道を

取る可能性が高いと聞いています。二つの異なる

軌道で二つの衛星を機能させることができるので

す。北極を通過しない衛星は低緯度地方の測定を

充実させることができるので、二つ揃えば非常に

すばらしいことです。北極は炭素測定の観点から

はあまりおもしろくない地点ですが、共同プロジ

ェクトという意味では意義があります。

最後に、炭素やその他のテーマでこちらの研究

所で実施されている研究内容を知り、大変感心し

たことをお伝えしておきます。あらゆるスケール

での研究が行われているようです。衛星やジャン

ボジェット、ボーイング777も利用されているので

すね。JALが研究に参加すると聞いたので、私は

OCO

GOSAT
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環境省平成16年度石油特別会計

「建築物における空調・照明等自動コントロールシステム技術開発」

研究概要について(2)

地球環境研究センター　NIESアシスタントフェロー　　吉田 友紀子

2. 平成16年度研究概要について

(1)研究開発の目的・ポイント

①すでに科学的に原理が解明・確立していること

わが国の温室効果ガスインベントリ上における

CO2排出量のうち、民生(業務)分野からの排出量

の占める割合は15.8%で、1990年度から2002年度ま

での増加率は36.7％となっており(参考；温室効果

ガスインベントリオフィス(GIO);http://www-gio.

nies.go.jp)、急激な増加を続ける民生(業務)分野で

の抑制は緊急の課題となっている。

これまで取り組まれている建築物のESCO事業(注1)

による省エネ対策のCO2排出量の削減ポテンシャ

ルは約20％である。国土交通省が主に取り組む断

熱材等を利用した建物性能向上による新築建物に

おける導入効果は約5％であり、これらを合わせて

も25％で、36.7％には届かない。

このギャップを埋めるためには、これまで

に確立されている建築物理の知見やその関連

技術の適用とともに、地域別の外気温とエネ

ルギー消費量との相関が大きいことを踏まえ

て、建物・部屋の仕様や内装、通風、居住者

数や使用状況により、時間に応じて変化する

熱負荷に対応した空調や照明の制御が有効で

ある(図1)。

ビル制御に必要なデータ収集と制御につい

て、通信の総合化はBAC-net等の通信技術によ

って可能になっているが、機器の省エネ制御

への一律な制御インプットデータを与える方式が

主流である。

また、TRNSYS等の精密な室内環境・建物性能

シミュレーションソフトが、性能向上の著しいパ

ソコンで駆動する。これらを総合化することによ

り建物性能を総合的に活用した、省エネ対策と居

住者の様々な要求が両立できる実用化制御技術が

可能になる。

②研究体制の紹介

課題代表者として地球環境研究センター(併任)

中根英昭が務める。

サブテーマ1 自動コントロールシステムにおけ

る建物熱負荷シミュレーション技術開発：建物の

熱的性能を把握するための建物熱負荷および換気

シミュレーションツールとして世界標準となって

スケール

開発技術導入

コスト

対策技術導入
及び効果

大

地域

大

建物省エネ診断

地域制御技術
（類似事例 GEM-net；カリフォルニア州）

建築物における空調・照明等
自動コントロール技術開発

建物

小

スケール

開発技術導入

コスト

対策技術導入
及び効果

大

地域

大

建物省エネ診断

地域制御技術
（類似事例 GEM-net；

建築物における空調・照明等
自動コントロール技術開発

建物

小

スケール

開発技術導入

コスト

対策技術導入
及び効果

大

地域

大

建物省エネ診断

地域制御技術
（類似事例 GEM-net；カリフォルニア州）

建築物における空調・照明等
自動コントロール技術開発

建物

小

スケール

開発技術導入

コスト

対策技術導入
及び効果

大

地域

大

建物省エネ診断

地域制御技術
（類似事例 GEM-net；

建築物における空調・照明等
自動コントロール技術開発

建物

小

図1 課題コンセプト・開発技術とコスト及び技術導入及び

効果の関係

JALの株を買おうかと思っています。貨物船も利

用していますね。貴研究所が、いろいろなスケー

ルで研究を進めているということは、とても大切

なことだと私は思うのです。地球レベルの問題は

一つのレベルでの取り組みでは解決できません。

地域だけでなく、地方だけでなく、地球全体だけ

でなく、すべてのレベルでの取り組みを総合する

必要があります。

本日みなさんとお話できて、どんなに楽しませ

ていただいたか、うまく表現できないくらいです。

私のようなシニアの科学者にとって、多くの若い

優秀な科学者に会えることはとてもエキサイティ

ングです。ここでたくさんの方にお会いできて、

嬉しく思っています。

http://www-gio.nies.go.jp
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いるTRNSYS with IISiBat、ならびにCOMISを使用

する。IEA SHC TASK 34 ECBCS ANNEX 43では、

宮城工業高等専門学校 内海康雄教授・横浜国立大

学 三田村輝章講師らを中心に実施し、筆者らによ

る国立環境研究所地球温暖化研究棟の実測データ

がシミュレーション技術の検証用データとして使

用されることになっている。

サブテーマ2 自動コントロールシステムにおけ

る建物制御システム開発：建物のHVAC制御部分

については、日本で最大手のビル空調等の制御シ

ステムを扱う企業である㈱山武の研究開発本部環

境技術センター長 神村一幸博士らを中心に共同研

究という形で実施する。

サブテーマ3 建築物における省エネ・業務効率

の観点による自動コントロールシステムの総合評

価：技術開発における最大の課題である省エネ削

減目標について、国立環境研究所が主体となり、

筆者を中心に今回の開発技術の評価における総合

とりまとめを行う。

開発にあたっては、平成13年度から平成15年度

において環境省地球環境研究総合推進費B-56課題

「環境低負荷型オフィスビルにおける地球・地域環

境負荷低減効果の検証(CCRH)」でご尽力をいた

だいた東京理科大学 井上隆教授らが引き続き参画

する。

サブテーマ4 自動コントロールシステムを含む

省エネ建築物の地域レベルにおける評価：温室効

果ガスインベントリオフィス(GIO)とも関係の深

い民生(業務)分野における日本全体の対策技術削

減評価、及び地域レベルの評価とともに、今回開

発する技術の検討を埼玉大学 外岡豊教授及び藤野

毅助教授らが実施する。

(2)技術開発事業の内容及び事業計画

省エネ技術の実用化研究のために、省エネ技術

開発の基盤を有する国立環境研究所地球温暖化研

究棟を使用し、建物の詳細なデータ把握を行い、

技術開発を進めることで、省エネ技術が導入され

ていない既存建物への導入可能性について実験的

に検証を行う。

ここで開発される技術は、制御技術を有しない

サービスとしては建物ごとの省エネ診断となるが、

最終的な開発技術は制御技術を有するものとする。

住宅対策評価への応用－ソフトウェア開発、それ

を応用した省エネ設計支援、自治体行政施策評価

などへの応用が期待される。

特に、建物ごとにエネルギー特性と建物性能が

違うことに注目し、建物ごとのエネルギー削減目

標値に応じて適用可能となるツールを選択した制

御機能を有するものを作成する。

建物レベルの対策モデルの開発

地域レベルの対策モデルの開発

2004（初年度） 2005 2006（３年目） 2007 2008 2009

Ｉ
Ｔ
技
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モニタリングシステム

エネルギー消費量、室内環境
気象条件、建物使用条件

シミュレーションシステム

計算値・予測値
消費エネルギー、快適性評価等

建物外皮条件

コントロールシステム

機器のコントロール
制御情報の処理等

建築物における空調等
自動コントロールシステムの開発

・既存建物制御システムの改良
オフィスの例として（ビル管理システムの開発）
地球温暖化研究棟での計測研究

・建物毎省エネ標準モデルの開発
オフィス等

建物レベルの対策モデルの開発

地域レベルの対策モデルの開発
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機器のコントロール
制御情報の処理等

建築物における空調等
自動コントロールシステムの開発

建築物における空調等
自動コントロールシステムの開発

・既存建物制御システムの改良
オフィスの例として（ビル管理システムの開発）
地球温暖化研究棟での計測研究

・建物毎省エネ標準モデルの開発
オフィス等

図2 本課題（赤枠内）と将来展望
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開発する技術の説明を簡略化すると、以下の通り

今回の研究予算範囲では、平成16年度(2004年

度)から平成18年度(2006年度)に、提案全体像(図

2)の中で赤枠内の部分のみの基盤システムを構築

する予定である。

筆者は、引き続き本プロジェクト全体システム

の構築が自治体向け対策や分散型エネルギー技術

との連携においても必須の技術開発であることを

主張し続ける。

＊2002年度温室効果ガスインベントリより「民生(業

務)分野」は「業務・その他部門」に変更となった。

＊『環境省平成16年度石油特別会計「建築物における

空調・照明等自動コントロールシステム技術開発」研

究概要( 1)』は、地球環境研究センターニュース

Vol.15 No.2 (2004年5月号)に掲載されています。地球

環境研究センターホームページには、(1)、(2)をまと

めて掲載する予定です。

------------------------------------------------------------------------

(注1)ESCO(Energy Service COmpany)事業：工場やビ

ルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供

し、それまでの環境を損なうことなく省エネルギーを

実現し、さらにはその結果得られる省エネルギー効果

を保証する事業のこと。(EICネットより引用)

地球環境モニタリングに関する国際シンポジウム

地球環境研究センター

研究管理官 藤沼 康実

○民生部門は建物用途別に対策提案をすること

が急務

○機器個別による制御ではできない制御技術開

発へのチャレンジ

○建物のモニタリング、シミュレーション、最

適化された運転制御を行うシステム

○第三者によるエネルギー管理もできる

○快適性の確保

○CO2排出量の削減目標への手段を考える

2004年4月25日(日)東京で第2回地球観測サミッ

トが開催されました。本会議では、世界の関係諸

国や国際機関から350名の参加を得て、今後10年間

で目指すべき地球観測システムの枠組みについて

協議されました。そのサイドイベントとして、国

立環境研究所が主催して日本科学未来館(東京都江

東区青海)で、地球環境モニタリングに関する国際

シンポジウム(4月24日)とポスター展示(4月23～24

日)を行いました。

シンポジウムでは、ホールがほぼ満員になる聴

衆(約270名)を得て、地球環境研究センターが推進

する地球環境モニタリングプロジェクトや黄砂、

熱帯林等の長期観測研究についての最新の研究成

果が紹介されました。

[プログラム]

1.国立環境研究所の地球環境モニタリングの概要

地球環境研究センター　　藤沼康実

2.地上ネットワーク及び衛星によるオゾン層の監視

大気圏環境研究領域　　中根 英昭

3.海洋二酸化炭素吸収観測と国際協力

地球温暖化研究プロジェクト　　野尻幸宏

4.大気中自然起源ハロカーボンの観測

～大気－生物圏相互作用の理解に向けて～

化学環境研究領域　　横内陽子

5.北東アジア地域における黄砂モニタリングネッ

トワークの重要性

環境研究基盤技術ラボラトリー　　西川雅高

6.熱帯林のエコロジカルサービスに関する長期観測

生物圏環境研究領域　　奥田敏統

写真　国際シンポジウム会場
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GISカンファレンス2004に出展

今年で3回目の開催を迎える「GISカンファレンス2004」は、「GISを中心として幅

広い分野の連合体で社会にアピールする」を基本理念として下記の要領で開催され

ます。地球環境研究センターでは、特別企画されている地球環境研究に関する展示
ゾーンに協力し、当センターのGISにかかわりのある活動の一端を紹介いたします。ご関心をおもち

のかたの来場をお待ちしています。

「GISカンファレンス2004」の情報及び参加登録は、http://www.gis-conference.comまで。

【開催テーマ】 GISプラス人と人、地域へ、地球へ

【会期】 2004年７月15日(木)・16日(金) 10:00～17:00

【会場】六本木アカデミーヒルズ４０（アクセス：http://www.gis-conference.com/access/index.html）

【主催】 GISカンファレンス実行委員会、地理情報システム学会

【共催】ｇコンテンツ流通推進協議会

【参加】無料 ※GISカンファレンスサイトでの参加登録にご協力お願いいたします。

■お問い合わせ先

国立環境研究所　総務課　TEL. 029-850-2318

(http://www.nies.go.jp/index-j.html)

http://www.nies.go.jp/index-j.html
http://www.gis-conference.com
http://www.gis-conference.com/access/index.html
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地球環境研究センター( )活動報告( 年 月)CGER 2002 5地球環境研究センター(CGER)活動報告(2004年5月)

見学等

2004. 5.10 東京バイオテクノロジー専門学校1年生一行(41名)

27 千葉県立沼南高柳高等学校1年生一行(36名)
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今、瀬戸内海に浮かぶ風光明媚な小島のひとつ、笠戸島でこの記事を書
いています。地球環境研究センター海洋モニタリング協力船の一隻である

PYXIS号がこの島にあるドックに入っているところなのです。船も自動車

の車検と同様に、定期的にドックで検査や補修を受けなければなりません。
200メートルもある船体が陸に揚げられた姿はなかなか壮観なものがあり

ます。陸に揚げるといっても、実際に何万トンもある船を陸に揚げるのは

無理なので、プールのようになっているところに船を導き入れ、その後隔
壁を閉じて海水をポンプで抜くといった作業を行います。

ドックは一週間程度かかるので、我々観測維持者にとって、普段

できないような時間がかかる観測測器の交換・修理をするにはとて
もよい機会です。1年間、ほとんど止まることなく海水を汲み上げ

るポンプや配管、また波しぶきにさらされる甲板上の測器などは相

当に痛んでいます。それらの機器をドック中に交換するようにして
います。

このドック中の集中メンテナンスと毎回の日本寄港時の通常メン

テナンスにより測器の健全が保たれ、地球温暖化の将来を占う二酸
化炭素の詳細なデータが得られています。

財団法人地球・人間環境フォーラム　調査研究主任　　刈谷滋

“PYXIS号”だより(1)

ドック入りしたPYXIS号
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