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環境問題の科学的解明に貢献してきた国立環境研

究所

井上：国立環境研究所は昭和49年(1974年)3月に創

設され、今年創立30周年を迎えました。また地球

環境研究センターは来年10月で設立15周年を迎え

ます。そこで、地球環境研究が始まった頃のこと

などをいろいろな方に伺い、これからの参考にし

ていきたいと思います。近藤先生は、昭和52年

(1977年)から60年(1985年)までの8年間、国立公害

研究所(現国立環境研究所、以下、国環研)に副所

長、所長として在職されましたし、日本学術会議

の会長も務められました。日本全体で環境という

ものが大きな存在になったのは、近藤先生のご尽

力が大きかったのではないかと思います。

近藤：私はたまたまそういう場に居合わせたと言

えます。実際に汗を流して研究をしていたのは、

井上さんたち研究者です。井上さんのシベリアで

の調査は、蚊に刺されながら二酸化炭素濃度を観

測し、垂直分布を調べていましたね。蚊の大量発

生は、地球温暖化の影響でシベリアの永久凍土が

融けているせいでしょうか。

井上：温暖化してきて、シベリアでは今までにな

かった害虫が見られるようになりました。害虫が

北に移動してきて定着するようになったのは、冬

の最低温度が上がり、卵が生き残るようになった

からです。

近藤：気候変動が原因で地球上にいろいろな現象

が起こります。生物、動物に影響が広がり、現在

でもすでに影響が出ていますが、放置していると

人間に対する影響は大きくなっていくでしょう。

まだ日本ではマラリアやデング熱に感染した人は

おりませんが、決して油断はできません。ところ

で、井上さんのシベリアでの調査はいつ頃から始

まったのでしょうか。

井上：1992年7月に最初の航空機観測を行いまし

た。1990年に共産党書記長から大統領となったゴ

ルバチョフが開放政策を進めて、ロシアで観測で

きる可能性が出てきたことと、国環研で地球環境

研究を進めていく方針とがちょうど重なりました。

これから始めるなら、まだ誰もやってないフィー

ルドをということで開始しました。それから15年

近く経ったわけです。

初めに申し上げましたが、国環研は3月で創立30

年を迎えました。30年前に大学の博士課程を修了

して入所した研究者がそろそろ定年を迎えて退官

する時期になってきました。

近藤：昨年9月に急逝された森田恒幸さんも国環研

が創設された翌年に入所されました。私は財団法

人地球・人間環境フォーラムの会長もしておりま

すが、フォーラムでは、森田さんを表彰いたしま

した。

井上：地球温暖化の問題を解明するのには自然科

学だけでは無理で、社会科学が重要視されてきま

した。特に温暖化と経済との関係を明らかにする

という点において、森田さんの貢献は大きかった

と思います。

近藤：私が国環研の副所長として着任した時、総

合解析部という部門がありました。森田さんは総

合解析部に配属になりました。総合解析部は他の

部門と違い、大きな実験装置を持たない特殊な部

門でした。これは茅先生、武見先生、初代所長の

大山先生のビジョンで、大気、水質、土壌など

個々のテーマではなく、全体として環境を取り上

げる必要があるという発想で創られたと聞きまし

た。当時は水俣病や四日市ぜんそくなどの公害病

が盛んに取り沙汰されていた頃でした。比較的新

しい分野は光化学スモッグで、鷲田さん、秋元さ

んが取り組んでいましたね。光化学チャンバー(注

1)で大気の状態をシミュレートし、ガス状の物質

の中で化学変化が起こることを初めて定量的に実

元国立環境研究所長：近藤 次郎氏

インタビュアー：井上元(地球環境研究センター総括研究管理官)

地球環境研究 インタビュー 第 ５ 回up-to-date 第 16 回
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証し、スモッグ発生の研究に非常に役に立ちまし

た。基礎的な研究で光化学反応を実証するという

始まりではないでしょうか。いいデータを残すこ

とができました。それ以外にもズートロン(注2)や

ファイトトロン(注3)など他の研究所にはない大型

の実験施設があり、環境問題を科学的に解決する

ことに力を入れていました。当時感じていたので

すが、研究所が研究報告書を作成すると、研究者

は報告書を仕上げることで仕事が終わってしまい

ます。ですから、研究所の報告書は出さないで、

国際的なジャーナル等に投稿することを勧めまし

た。今考えると、いい研究はされていましたから、

そういう面をもっと強く推し進めるべきだったと

思っています。

環境問題は現場主義

井上：先生は当時、ご自分から研究施設に足を運

んで研究内容などをお聞きになっていましたね。

近藤：水俣病の原因について研究していた安野さ

んからは食物連鎖の話などを聞きました。とにか

く、研究者は皆、親切に教えてくれましたし、国

環研で研究されている内容はすべて大変新鮮で興

味深いものでした。何よりも研究していることが

世の中の役に立つものですから。また、環境の問

題は現場主義なので、私は在職中、いろいろなと

ころに出かけて行きました。水俣を見ないで水俣

病を論ずることはできませんから水俣に行ってき

ましたし、環境庁(当時)のレンジャーの人に教え

ていただき、屋久島にも行きました。屋久島には

高い山があり、麓はシュロが生え、上にいくと針

葉樹や屋久杉、さらに上では残雪があり、3月にス

キーができるんですよ。水の分析や透明度を計測

する北海道の摩周湖の調査にも参加しました。私

が行った時の透明度は21mくらいだったと記憶し

ています。

井上：摩周湖の水質のモニタリングは現在も行わ

れており、BHC(Benzene Hexachloride：ベンゼン

ヘキサクロライド)が減っていることが分かりまし

た。BHCは大気から入ってくるので、日本で禁止

されても中国から入ってきていたのですが、最近

は減っていることがはっきりと分かりました。長

い間モニタリングを続けていると環境の変化が分

かりますね。

近藤：大きな変化はなくても永年のデータを蓄積

すると変化が出てきます。これはとても意味のあ

ることです。

ところで、私の国環研在職当時は、まだ地球規

模の環境問題という認識がなく、ある日向坊さん

から電話があり、国環研では二酸化炭素を測って

いるかと聞かれた時、有害物質ではないから計測

してないとお答えしました。私は知らなかったの

ですが、ハワイのマウナロアでは20年以上前から

二酸化炭素を計測していて、濃度変化が問題にな

り始めていたんですね。

井上：マウナロアで大気中の二酸化炭素濃度の連

続測定を開始したのは1958年ですから、20年くら

い経っていたわけです。

近藤次郎(こんどう じろう)先生プロフィール xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

東京大学名誉教授

NPO環境テクノロジーセンター会長

1917年生まれ。工学博士。

1940年3月 京都帝国大学理学部数学科卒業。1945年9月 東京帝国大学工学

部航空学科卒業。1958年5月から1977年4月まで東京大学工学部教授、工学

部部長として勤務し、東京大学名誉教授となる。1977年10月から国立公害

研究所(現国立環境研究所)副所長、1980年2月から1985年9月まで同研究所

所長。1985年7月から1994年7月まで日本学術会議会長を3期務める。2002

年11月から現職、その他国際科学技術財団理事長、地球・人間環境フォーラム会長など数々の要職を務める。そ

れらの間、中央環境審議会会長などの要職を歴任。1982年 紫綬褒賞、1990年 勲一等瑞宝章、2001年 国連環境計

画グローバル500賞、2002年には文化勲章を受章。著書には、「積分方程式」「応用確率論」「飛行機はなぜ飛ぶか」

「環境科学読本」など多数。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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研究成果の積極的な公開を

近藤：茅先生のバックアップ、向坊さんのサポー

トがあり、国環研での8年間は楽しい思い出がたく

さんあります。在職中、日本だけではなく諸外国

から要人が国環研を視察に見え、そのご案内をし

たことも大変印象に残っています。昭和58年11月

には中国共産党の胡耀邦総書記がいらっしゃいま

した。私は歓迎の挨拶を中国語でいたしましたが、

中国の人民日報ではそのことが記事で書かれてい

ました。ミッテラン大統領がお見えになった時に

は、もちろんフランス語で挨拶をいたしました。

井上：いつも思っていたのですが、先生はそうい

う努力をされる方ですね。

近藤：お金はかかりませんし、顕微鏡を見たり化

学分析するなどということができるわけではあり

ませんから、私は所長の役割だと思っていました。

胡耀邦総書記のご視察と同じ昭和58年6月には、皇

太子殿下、同妃殿下並びに浩宮殿下が行啓されま

した。戦後、東京大学の航空学科がマッカーサー

命令で廃止され、私は、一時、妃殿下が学ばれた

聖心女子大学で数学の教官として勤務しておりま

した。妃殿下にはご卒業以来初めてお目にかかる

ことができましたが、妃殿下も私のことを覚えて

いて下さいました。つくばで科学万博が開催され

た昭和60年には、昭和天皇が行幸されました。フ

ァイトトロンで大気汚染によって植物の葉が枯れ

る実験をご覧になると、「植物は枯れて、空気を浄

化するのだね。」とおっしゃいました。陛下は生物

がご専門でいらっしゃいましたし、環境問題にご

関心があったようで、いろいろな施設を大変興味

深くご覧になっておられました。約1時間のご視察

を終えてお帰りになる時に、「いろいろ教えてくれ

てありがとう。」とのお言葉がありました。私は環

境庁長官をはじめ国内外の要人などのご視察の際

にはいつもご説明役を務めましたが、このような

お言葉をいただいたのは天皇陛下が初めてで、本

当に感激しました。要人だけではなく、国立の機

関で研究しているわけですから、環境問題に対す

る研究所の取り組みを宣伝するのは国民サービス

だという考えをもっており、科学技術週間には積

極的に一般公開をいたしました。私の後に所長に

なられた方々にもそうお話しております。

井上：現在は科学技術週間と環境月間を利用し、

年に2回一般公開していますし、環境月間の6月に

は、東京と京都で公開シンポジウムを開催してお

ります。公害問題は患者が出るなど分かりやすか

ったのですが、地球環境問題は直接体験すること

があまりないので、国民に理解してもらい合意を

得るためには、マスコミ等を利用して積極的に成

果を出していく必要があると感じています。

近藤：確かに、地球環境問題を理解してもらうの

は難しい面がありますね。地球が温暖化して冬に

暖かくなるのはいいことでは？という意見もある

でしょうから、地球温暖化の話は冬にはやりにく

いです。生物多様性の重要性を理解してもらうの

も困難でしょう。トキが絶滅するというなら分か

りやすいのですが、なかには、カラスがいなくな

っていいと思う人もいるでしょう。しかし、環境

の影響でカラスが減るというのは、毒性物質が増

えているわけですから、人間にも当然影響が出ま

す。公害病や霞ヶ浦の水の汚染などは注目されて

いましたが、直接生活に関係してこない地球環境

問題は関心が薄いようです。現在、環境ホルモン

の問題は関心が持たれていますが、危機感がない

と環境が大切だということを一般の人に真剣に考

えてもらうのはなかなか難しいことです。

井上：工夫と努力が必要です。地球環境研究セン

ターでは、大学1、2年生を対象に、地球温暖化を

グラフや図表で示し、わかりやすく解説するCD

Bookを作成中です。先生が国環研在職中に書かれ

た「環境科学読本」も図表を多用し、国環研の活

動を非常に分かりやすく紹介した内容でしたね。

近藤：文章ばかりではだめです。私は数学の教師

ですが、式を書かないで理解できるように工夫し

ました。実は本を書くのは好きなんです。東京大

学で教鞭をとっていた頃は、やさしいものから専

門的なものまで40冊以上書きました。本を書くよ

うになったきっかけは、恩師の先生から大学の講

義の前に原稿を作るよう言われ、それをそのまま

出版できるように作成しました。国環研に在職し

た8年間には「環境科学読本」1冊だけですが、私

の専門である数学の書籍より好評で、よく売れま

した。
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相互作用を重視した学際的研究を

井上：先生はよく学際的に研究を進めていく必要

があるとおっしゃっていましたが、現在ようやく

そのようになってきています。地球環境研究の時

代になって、相互作用が大切になってきました。

例えば生物と二酸化炭素は相互に影響し合ってい

ますから、いっしょに研究しなければなりません。

近藤：フロンによるオゾン層破壊という重要なテ

ーマは化学と大気の両方を理解しなければなりま

せん。先ほど、研究者は研究成果を国民に伝える

必要があると申し上げましたが、もう一つ大切な

ことは、研究者には前もって警告を発する使命が

あると思います。

井上：国立環境研究所ができて30年経ち、かつて

できなかったことが実現できている部分もありま

すが、実現できていない部分もまだあります。現

在は問題が複雑化してきて難しくなっていますか

ら。

近藤：地球環境問題は大きな課題です。日本にい

ると砂漠化の問題はあまりピンと来ないかも知れ

ませんが、砂漠化は植生と酸性雨との相互作用が

重要ですから、研究者としてはいろいろなことを

研究すべきです。

井上：砂漠化は自然の要因ばかりではなく、家畜

の過放牧など人間の影響で起きているという自覚

が必要です。

近藤：コイヘルペスや鳥インフルエンザなどが起

こりましたが、人間の食生活のためだけに過密に

飼育するのは問題でしょう。自然を人工的に変化

させるのではなく、自然を研究してうまく利用す

るべきです。シビルエンジニアリングは人間のた

めのものでしたが、やりすぎたため、大きな悪い

影響が起きてしまいました。

井上：総合科学技術会議でも自然との共生は重要

視され、研究イニシャティブの一つになっていま

す。日本人は本来自然とうまく共生してきた民族

だったのに、経済発展のなかで失ってしまいまし

た。それをどうやって取り戻すかです。途上国も

日本と同じような道を歩もうとしていますから、

日本がアピールしていく必要がありますね。

さて、今日は近藤先生が国環研在職中にご経験

されたことや、国環研、特に研究者への期待など

をお聞きすることができました。ありがとうござ

いました。

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

(注1)光化学チャンバー：大気中の一次汚染物質が

光化学的に二次汚染物質に変質するメカニズムを、

室内の大きな反応容器を使い、実験的に研究し、

都市域における光化学スモッグ、対流圏バックグ

ラウンド・成層圏等の大気光化学反応を解明する

ことを主目的としている。(国立環境研究所ホーム

ページより引用)

(注2)ズートロン：環境汚染物質が人の健康に及ぼ

す影響を、Biomedial Scienceの立場から、動物を用

いて実験的に研究することを目的とした研究施設。

(国立環境研究所ホームページより引用)

(注3)ファイトトロン：地球環境問題や自然保護な

どに関連して、植物および陸上生態系に及ぼす

種々の環境ストレスの影響について、制御された

環境下で研究をすることを目的とした試験研究施

設。(国立環境研究所ホームページより引用)
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IPCCが重要論点の議論を開始！
―「UNFCCC第２条の鍵となる脆弱性に関連する科学」専門家会合の報告

茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター

教授　　三村 信男

1. 本格化するIPCC第4次評価報告書の動き

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は4月末

のビューロー会合で、第4次評価報告書(AR4)の3

つの作業部会報告の構成と責任執筆者などを決め

た。これで、2007年に発表予定のAR4の準備のた

めの態勢がいよいよ整った。それと並行して、

AR4の共通テーマに関する議論を始めている。そ

のひとつとして、2004年5月18～21日の3日間、ア

ルゼンチンのブエノスアイレスで「気候変動枠組

条約第2条の鍵となる脆弱性に関連する科学」に関

する専門家会合が開催

された。この会合に、

国立環境研究所 甲斐沼

美紀子室長とともに参

加したので、その報告

をしたい。

AR4では7つの共通

テーマが設定されてい

る。この中で、「鍵と

なる脆弱性」は、京都

議定書の第1約束期間

(2008～2012年)以降

の、いわゆるBeyond

Kyotoにおける温暖化

対策を検討するための土台となるものである。そ

のため、IPCCはAR4の焦点の課題としてこのテー

マを設定した。今回のブエノスアイレス専門家会

合は、「条約第2条の鍵となる脆弱性に関連する科

学」について研究現況を交換し、AR4の準備を進

めることを目標にしたもので、Pachauri IPCC議長、

Canziani, Parry 第2作業部会共同議長をはじめ、全

てのWGからの専門家約50人が参加して、3日間熱

心な討論が行われた。

2. UNFCCC第2条の内容

最初に、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の目

的を再確認しておこう。条約第2条は、「気候系に

対して、危険な人為的干渉をおよぼすこととなら

ない水準において、大気中の温室効果ガスの濃度

を安定化することを究極的な目標とする。そのよ

うな水準は、生態系が気候変動に適応し、食料の

生産が脅かされず、かつ、経済開発が持続可能な

態様で進行できる期間内に達成されるべきであ

る。」と目標を定めている。この条文は、究極の目

標と3つの事項が保障される期間内に達成されるこ

とが必要という条件から構成されている。

条約第2条が規定す

る目標は明確だが、

「危険な人為的干渉」

や目標期間などの具体

的な内容は書かれてい

ない。気候政策を立

案・実施するために

は、これらの内容を明

確にする必要がある。

アルゼンチン外務省の

エストラーダ大使や

Tirpak UNFCCC事務局

長は、これまで条約締

約国会議(COP)や、科

学上及び技術の助言に関する補助機関会合

(SBSTA)でこの問題を議論したことはないと指摘

していた。そのため、今後の気候政策を議論する

上で、IPCCが条約第2条関連の科学情報をレビュ

ーすることは極めて重要になると感じさせた。

3. 温暖化の危険な水準のとらえ方

温暖化問題の構造をごく単純化すると、人為的

活動→GHG排出→大気中でのGHG蓄積→気温上昇

→気候変動→影響→緩和策・適応策のようになり、

ステップごとにそれぞれの閾値(critical limit, CLま

たはthreshold)が考えられる。

写真1 会場のアルゼンチン外務省
（Palacio San Martin）
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条約第2条のいう危険な水準は、明らかに大気濃

度閾値(CL-GHG)を指している。しかし、危険で

あるかどうかの判断には影響閾値(CL-Impact)の把

握が必要であり、対策のためには排出閾値(CL-

Emission)あるいは排出シナリオが描かれなければ

ならない。すなわち、条約第2条の内容を具体化す

るためには、現象の発現経路を逆にたどって、影

響閾値→それをもたらす気温上昇・気候変動閾値

→大気濃度閾値→排出シナリオ→それを達成する

ための緩和策・適応策という順番で明確にする必

要がある。今回の会合では、主要メンバーはこの

ような認識に立っていた様に見えた。

4. 鍵となる脆弱性(影響閾値)をめぐる論点

第1に、取り上げるべき影響分野について議論が

あった。既にIPCC第3次評価報告書(TAR)では5つ

の懸念分野という形で示されている。TARが特定

した5分野は、1)Unique and threatened systems、2)

Extreme events、3) Distribution of impacts、4)

Aggregated impacts、5) Large scale eventsである。

この5つの中でも、気候変動の危険性をはっきり示

唆するExtreme events(極端な気象現象)と海洋大循

環の停止や西南極氷床の崩壊といったLarge scale

eventsに注目した発表が多かった。海洋大循環の停

止によるヨーロッパの寒冷化についてはモデル予

測結果が出ており、また、映画“The Day After

Tomorrow”の封切りを控えていたこともあって、

注目を浴びた。

第2に、鍵分野が定まったとして、危険性をどう

定量化するかが問題になった。閾値を決めるため

には危険性の程度を定量的に示す必要があるため

である。具体的な提案は少なかったが、米国

Stanford大学のSchneiderが、影響については貨幣換

算できるものとできないものがあるとした上で、

1)市場的影響〈$ per ton C〉、2)人命の損失〈per-

sons per ton C〉、3)生物多様性の損害〈species per

ton C〉、4)分布のある影響〈Income redistribution

per ton C〉、5)生活質〈loss of heritage sites; forced

migration; disturbed cultural amenities; etc. per ton C〉

という5つの指標を示したのが注目された。また、

P a r r yは英国において影響評価プロジェクト

(Millions at Risk)が世界規模の影響量の予測結果を

出していることを報告した。こうした成果が今後

の議論の土台になろう。

その他に、危険な水準の判定は価値判断を伴う

問題であり、価値判断を含む問題の科学的取り扱

い、影響閾値と適応策の関係、影響閾値の国・地

域への依存性などが議論された。これらも、今後

さらに明確にするべき課題である。

5. 気候予測と安定化目標

影響閾値が決まると、それを安定化濃度や排出

経路に翻訳することが必要になる。そのためのツ

ールは気候モデルと統合モデルである。気候モデ

ルに関する議論の第1のポイントは不確実性につい

てであった。不確実性の原因には、排出シナリオ

と物理過程の理解・モデルの不十分性がある。後

者への対応として、米国大気研究センター

(NCAR)のWigleyは、緩和策を含む将来シナリオ

に基づいて確率的な温暖化範囲を計算し、適応策

と非CO2ガス対策の効果が大きいといった結果を

示していた。しかし、確率的に結果を示すのでは

政策決定者には分かりにくいといった意見も出た。

さらに、Wigleyは以下の結論を示した。1)温暖

化対策なしの場合、21世紀の昇温は20世紀のそれ

の2～8倍、2)オーバーシュート経路(一旦過大に上

昇して安定化レベルに戻る)は単調な経路よりコス

ト面でメリットがある、3)オーバーシュート経路

は単調な経路に比べて気温上昇速度が相当大きい、

4)気温上昇速度が問題であれば安定化レベルの早

期の決定(今後10年程度)が重要。また、国際応用

システム分析研究所(IIASA)のO'Neilは、目標と安

写真2 エストラーダ大使を迎えた開会セッション
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定化経路の種類(slow, rapid, overshoot)を示し、長

期目標での合意が難しい場合、当面の目標(Interim

target)で合意しておき、将来再度検討するといっ

たアイデアを示した。

研究状況としては、CO2濃度安定化の文献は増

えてきており、最近は複数ガスの削減に焦点が当

たっている。米国電力研究所のRichesは、各種モ

デルによる排出削減費用予測の比較を紹介し、

CO2のみと比較して複数ガスの削減コストが1/2程

度になるという結果を示していた。

6. 緩和策と適応策のベストミックス

今回の会合の特徴は、鍵となる脆弱性や安定化

経路の議論で適応策の役割が強く意識されたこと

である。三村は、適応策は影響閾値を上方にシフ

トさせ、総対策費用の抑制効果を持つ可能性があ

るので、対策は適応策と緩和策との総合効果で評

価する必要があると指摘した。しかし、とくに脆

弱な途上国で、タイムリーに適応策が打てるかど

うかは問題である。米国Oakridge National Labの

Wibanksも同様な認識から、気候政策として緩和策

と適応策のベストミックスが有効と主張した。緩

和策の効果は長期的に発生するのに対して、適応

策のそれは短期的に発生するといった両者の違い

を指摘し、両者をあわせることでともに利益を生

むような対策が打てる可能性を示唆した。適応策

は今後の気候政策において一層重要な論点になる

と思われる。

7. おわりに－第4次評価報告書での取り扱いなど

最後に、Parry共同議長が非常に有益な会合であ

ったとしてブエノスアイレス会合を締めくくった。

共通テーマ「鍵となる脆弱性 」は当然全てのWG

に関連するが、WGIIでは、1)鍵となる脆弱性は全

てのセクター・地域の章で扱い、19章で「鍵とな

る脆弱性(温暖化の危険な水準)と気候変動のリス

ク」としてまとめる事になっている。

会合では、IPCCの報告書は査読を受けて出版さ

れた論文を材料にすることが何度も強調されてい

た。また、Schneiderは、執筆者(LA)、査読編集者

(RE)、査読者(Reviewer)などの独立性を確保する

ことが重要と指摘した。政策との距離の近いこの

テーマでは、特に科学的なプロセスを踏んでレビ

ューを進めることが意識されていると感じた。

振り返って見ると、わが国でも総合科学技術会

議の「地球温暖化研究イニシャティブ」において

観測、モデル、影響・リスク、対策技術、対応政

策分野の研究推進が図られている。地球温暖化研

究イニシャティブの目標は、上に述べた「鍵とな

る脆弱性」共通テーマの問題意識と重なる部分が

多い。その意味では、わが国は問題を先取りして

研究の枠組みを作ったといえる。しかし、今回ブ

エノスアイレス会合で話題となった多くのテーマ、

すなわち、影響閾値の定量化や影響閾値と適応策

の関係、緩和策と適応策の統合評価、安定化濃度、

排出経路等について必ずしも世界に主張しうる研

究成果が出ている訳ではない。IPCCへの貢献を意

識しながら、今後一層こうした大きな論点での成

果が発信できるように研究が推進されることを期

待したい。

5月のブエノスアイレスは丁度初秋の季節であ

り、肌寒い日もあったが美しい時期だった。日本

から行くのに合計30時間もかかったが、ヨーロッ

パを思わせる美しい町並みと美しい季節、会議の

充実ぶりがあいまって、行く価値のある会合であ

ったと思う。

写真3 会合の様子
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1. ボールダー

NOAA/CMDL(National Oceanic and Atmospheric

Administration/ Climate Monitoring and Diagnostics

Laboratory：米国大気海洋庁、気候監視診断研究

所)の2004年年会が5月26日から27日にかけて米国

コロラド州ボールダーで開催された(写真1, 2)。会

議ではNOAA/CMDLを始め米国、日本、オースト

ラリア、ドイツ、モンゴルそしてケニアの研究者

によって32の口頭発表と36のポスター発表がなさ

れた。日本からは(財)地球・人間環境フォーラム

の曽と国立環境研究所(以下、国環研)の町田が参

加した。

ボールダーはコロラド大学、NOAA、NCAR(米

国大気研究センター)、NIST(米国標準技術研究

所)等の国環研とも関係の深い研究機関が置かれて

いる、ロッキー山脈入口に位置する都市である。

我々2人は初めての訪問であったが、多くの方から

様々な情報をもらっていたので、違和感なく現地

に入ることができた。当日は気温23度ほどで快晴、

青い空に映えるレンガ色のFlat Ironsがとても印象

的だった(写真1)。湿度も低く非常に快適な気候で

あるにもかかわらず建物の中には冷房が入ってい

て、いつもながら西洋人との体感温度の違いを感

じさせられた。

2. NOAA/CMDL年会

年会はまず、新しくNOAAのOffice of Climate

Programの部長に就任したC.J. Koblinskyによる

NOAAの今後の気候研究についての特別講演で始

まった。Koblinsky氏に限らずNOAAのメンバーか

ら発せられる言葉から、NOAAが近年モニタリン

グネットワークを拡大していこうとしている姿勢

が伝わってきた。さらにKoblinsky氏は、まずはデ

ータを得ることが気候変動の理解にとって重要な

ことであるが、それらを包括的に解析し、その結

果を広く普及し、社会への利用を推進することが

科学的知見の発信とともに社会や政府からのサポ

ートを得る上で不可欠であると述べた。

一般講演は、CMDL内各グループのハイライト、

炭素循環と温室効果気体、オゾンと水蒸気、エア

ロゾルと放射、全球観測と関連話題、ハロカーボ

ンとN2Oの各セッションに分けて行われた。本報

告では温室効果気体に関する発表を中心に印象的

であった講演をいくつか抜粋して紹介する。

ハイライトセッションでは、炭素循環グループ

のPeter Tansから、全球平均CO2濃度の増加率と全

球気温の平年からの偏差について講演があった。

一般にCO2濃度の増加率は全球気温の変動と良い

相関があると以前から言われているが、それはど

のような周期の変動に注目するかによって違って

くる。2～3年周期の変動において両者は位相差も

ほとんどなく相関係数も大きいが、より長い周期

に着目するとCO2の変動が気温の変動に先んじて

いる現象も見えてくる。メカニズムの説明にまで

は至らなかったが、CO2の研究の世界ではモデル

によるフラックス計算に注目が集まる昨今にあっ

て、CO2濃度と気温という非常にプリミティブな

パラメータの解析だけでまだまだ面白い現象が見

写真1(左), 写真2(右) NOAAのDavid Skaggs Research Building

2004年NOAA/CMDL年会に出席して

国立環境研究所 大気圏環境研究領域大気動態研究室　主任研究員　　町田 敏暢

(財)地球・人間環境フォーラム　主任研究員　　曽 継業
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つかることを示してくれた発表であった。

以前のマウナロア観測所長であったR.C. Schnell

はCMDLの今後の観測計画について講演を行った。

彼らのフラスコサンプリングネットワークは急速

に拡大しており、最近になってケニア、インドネ

シア、ロシアでの観測が始まり、今後さらに韓国、

中国、メキシコ、南アフリカ、ブラジルといった

データ空白域での観測を随時開始していくそうで

ある。新しい船舶を利用した観測計画に、国環研

の日本－ニュージーランド航路での定期観測船に

よる協力も含まれていた。最も注目すべきは航空

機を利用したサンプリングを大幅に拡大すること

である。多くはアメリカの領土内(アラスカやハワ

イも含む)であるが、モンゴルにおいて既にテスト

飛行に成功したことや近い将来の中国や韓国での

飛行にも言及していた。Schnell氏はその日の夕方

に彼らの実験室にある航空機用フラスコサンプリ

ング装置を見学させてくれた。彼らのモーター駆

動式サンプリング装置は以前より小型化しており、

ひとつのプラスチックケースに入るフラスコの数

も12本と少なくして一層軽量化されていた(写真

3)。来年までに同じものを100ケースまで増やすそ

うだ。CMDLが本気で航空機観測を重要視してい

ることが実感でき、いい意味で刺激になった。

温室効果気体のセッションでは、まず、NOAA/

CMDLのE.J. Dlugokenckyから全球CH4濃度の増加

率についての発表があった。1992年と98年の濃度

増加についてピナツボ火山の噴火や気温・降水量

の変動と関連付けた解釈をしていたが、2003年の

増加については説明がつかないそうである。アラ

スカ大学のK.M. Walterはシベリアの湖や池から発

生するCH4の観測を紹介した。彼女自身が何度も

シベリアに足を運んでいることや、ロシア語が堪

能なことなどで、参加者から好感を持たれていた。

世界にはいろいろなシベリア関係の研究者がいる

ものだ。町田はこのセッションで西シベリアの森

林地帯で行っているタワーと小型航空機を使った

CO2濃度の高頻度観測の結果を紹介した。高頻度

の観測によって大気境界層内とその上空(自由対流

圏)におけるCO2変動の違いを明らかにしたこと

と、タワー観測と航空機観測の詳細な比較ができ

たことを評価してもらい、この観測の方向性が正

しかったことを確認できた。

曽は全球観測と関連話題のセッションにおいて

CGER/NIESで開発した空気の流跡線解析プログラ

ムであるMETEX(Meteorological Data Explorer)につ

いての講演を行った。METEXは複数の気象データ

を使って高速にかつ簡便に流跡線解析ができるプ

ログラムである。講演ではCGERの波照間ステー

ションで観測されたC H 4濃度の変動に対する

METEXを利用した解析例を示すとともに、このプ

ログラムがフリーで誰でも利用可能であるとの紹

介を行った。講演後のコメントの中で前出の

Schnell氏から、「世界には多くのモニタリングステ

ーションがあるが、波照間のように無人で動いて

いる観測所は非常に珍しい。私も訪問して大変感

銘を受けた。皆さんも機会があったら波照間を見

学に行くべきだ」とのサービス発言があった。そ

の他、ケニア気象局のJ.K. Rotichによる荷物を担い

で登らねばならない赤道直下のケニア山中腹にあ

る観測所の話や、ロシア・オブホフ大気物理研究

所のN.F. Elanskyによるシベリア鉄道を使った大陸

横断観測であるTROICA-8の話を聞き、改めて

CMDLによる観測の幅広さを感じた。

3. NCARとCMDLの見学

2日間の年会の後、5月28日にはNCARとCMDL

の研究所見学を行った。午前中はNCARのBritton

Stephensが観測用航空機を紹介してくれた(写真4)。

ボールダー郊外の飛行場の脇にNCARは小さなオ

フィスを構えており、何人かの研究者は居室や実

験室をそこに置いている。従って観測装置の開発、

チューニング、搭載、修理まで全てが1箇所ででき

てしまう、非常に効率の良い理想的な実験環境に

なっている。我々が訪れた当日はボールダー周辺

のCO2濃度とフラックスを観測するキャンペーン

の期間中とのことであった。午前中はフライトが
写真3 CMDLのフラスコサンプリング装置

(ここに写っているだけで13ケース)
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なかったので観測機の中まで見学することができ

た。機内は非常に広く、多くの観測装置やサンプ

リング装置が置かれていたが、装置自体は日本と

特別にレベルが違っていなかった。それより航空

機に多くの気象測器等の観測補助装置が積まれて

いることや居住性の良さが日本の航空機との差と

して目についた。最も感心したことは、コックピ

ットの中にチーフサイエンティスト専用席があっ

て、全ての観測装置の情報をここからリアルタイ

ムで把握することができ、それを基にパイロット

に直接飛行の指示を出せるという非常に良く体系

化された観測態勢である。さすが航空機観測先進

国である。日本はいつになったらこのような観測

専用機を持つことができるのであろう。

Stephens氏はこのラボで航空機観測だけではな

く、船舶用O2/N2観測装置やその標準ガス検定装置、

さらにはタワー用CO2観測装置の開発も行ってい

た。装置を制御するプログラムまで自作しており、

「自分で試作して中身まで把握しないといいものは

作れない」という言葉に我々も全く同じ意見であ

った。最後に彼の最近のモデルによる研究成果を

説明してもらった。この日の午後、彼はチーフサ

イエンティストとして観測機に乗ったそうだ。こ

のように何でもできるStephens氏がポスドクであ

る。アメリカにいる研究者の層の厚さを感じる。

(余談ではあるが、「自分の体がもう1つか2つほし

い」という彼の言葉にも町田は再び共感した)

午後はCMDLに戻り、炭素循環グループのリー

ダーである Peter Tans、データ解析担当のKen

Masarie、CH4観測担当のEd Dlugokencky、CO、H2

観測担当のPaul Novelliと相次いで話し合いを行う

とともに実験施設を見学した。フラスコ空気の分

析装置は想像していたよりもコンパクトで小さな

実験室に設置されていた(写真5)。ここから世界的

に有名な数々のデータが生み出されていると思う

と感慨深いものがあった。分析項目はCO2、CH4、

CO、H2、N2O、およびSF6であり国環研と同様であ

る。フラスコの接続部分は未だにガラステーパー

を使っているのには驚いた。一方標準ガスの検定

装置は“CO2の世界標準”を任されているだけあ

って細心の注意が払われていた。しかしながら彼

らの標準が絶対であるとはまだ言い切れないと思

われるところもあった。見学後は新しい観測計画、

分析装置、そしてデータ解析方法にいたるまで

様々な意見の交換を行った。最後に、お互い独自

の方法で作成したCO2の標準ガスを比較検定する

約束をしてCMDLを後にした。

3日間ずっと張り詰めていたのでここでどっと疲

れが出たが、Ken Masarieに夕食に招待されていた

ので、最後の気力をふりしぼってご自宅に伺った。

楽しく夕食をいただいた後にMasarie氏と曽は

Masarie氏が開発したCMDLのオンラインデータ処

理プログラムの話になり、自宅のパソコンから

CMDLに接続をして詳細な説明をしていただいた。

非常に良くできたプログラムであり、CGERのデ

ータ処理にも参考になる話を聞くことができた。

以上のように最後の最後まで充実した3日間であ

った。全体を通じて感じたことは、1)温室効果気

体の観測はまだまだ大事で、データは絶対的に不

足していること、2)モデルを使わなくてもデータ

自身の中から重要な情報を引き出せる可能性が十

分あること、3)データの質を保つ努力は地味であ

るが不可欠な仕事であり、日本はこれに貢献する

実力があるしチャンスでもあると再確認したこと

などであろうか。

地球環境研究センターニュース Vol.15 No.4 (2004年7月)

写真4 NSFの観測用航空機C130。右がStephens氏

写真5 CMDL炭素循環グループのフラスコ空気分析装置
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地球環境研究総合推進費平成16年度新規課題の決定について

環境省地球環境局研究調査室

室長補佐　　渡辺　且之

地球環境研究総合推進費(以下、推進費)は、地

球環境保全政策を科学的な側面から支援すること

を目的とした研究資金である。研究の推進に当た

り、競争的研究資金として運用しており、平成16

年度は当初予算額30.15億円で、継続課題として戦

略的研究開発領域2プロジェクト、地球環境問題対

応型研究領域33課題、フィジビリティスタディ

(FS)1課題を実施している。

先般、平成16年度新規研究課題が決定したので、

以下、募集から採択までの状況を記す。

1. 応募状況

公募は平成15年11月11日から12月22日まで約1カ

月半実施した。昨年度以降、応募書類を電子メー

ルの添付ファイルとして受け付けており、応募者

側の書類送付に関する負担軽減を図った。

応募課題数は、平成15年度新規課題応募数、

126(エコフロンティア・フェローシップ(EFF)を

除く)に比べ、今回は154(EFFを除く)と大幅に増

加した。

推進費では、FSやEFFを除いて、制度創設以来、

「複数の研究者による共同研究」を要件としてきた

が、研究者個人の優れた発想を活用する上で必ず

しも共同研究という枠に限る必要はないとの総合

科学技術会議からの指摘等により、平成15年度よ

り共同研究の要件を外している。

共同研究に関連して、一部の研究者より、「なる

べく多くの研究機関を研究チームに加えた方が審

査に有利か？」等の問い合わせがあるが、審査に

当たっての視点は、第一に地球環境政策への貢献

が期待できる課題か否かである。体制についての

評価基準は、提案研究を実施する体制として適切

かどうかである。提案研究内容に応じて複数研究

機関による共同研究の方が有利な場合もあれば、

単独研究機関の方が効率的な場合もあると考えら

れる。地球環境政策への貢献の位置付けを不明確

にしたまま、必要性が低いにもかかわらず、「とり

あえず他省庁機関も入れておく、とりあえず大学

もいれておく。」といった無闇に共同研究機関数を

増やす行為は決して審査にプラスに働くことはな

いので注意されたい。

2. 審査方法

透明性の確保のため、審査の方法及び評価基準

等をあらかじめ評価者及び応募者に通知し、また、

評価における利害関係者の排除規定も明確化して

いる。評価項目・観点については、「国の研究開発

評価に関する大綱的指針」を参考とした。評価者

は、地球環境研究企画委員会第1～4研究分科会の

委員、並びに、事前評価専門部会(書面審査のみに

参加する評価委員)の委員とした。基本的な審査の

流れは、次のとおり。

①プレ審査

資格要件審査として事務局が実施。募集対象

に含まれない組織に所属する者からの提案、推

進費の趣旨になじまない課題のチェックを実施。

②第1次(書面)審査

メールレビュー形式にて実施。評価者は、各

分科会委員及び事前評価専門部会委員の計75名

の中から、研究課題の内容と評価者の専門性の

高さと広さ、所属機関の種別等のバランスを考

慮し、委員の属する研究分科会の担当分野にこ

だわらずに選定した。評価者数は、地球環境問

題対応型研究領域・FSの場合、応募課題当たり

最低5名、戦略的研究開発領域の場合、同7名、

EFFの場合、同3名とした。

③第2次(ヒアリング)審査

パネル形式にて実施。評価者は、各研究分科

会への出席委員及び省内関係部局員。また、戦

略研究プロジェクトについては、温暖化分野と

社会科学分野との複合分野であることから、第1

及び第4研究分科会の合同研究分科会を開催し審

査を行った。

・ 2月 3日　第4研究分科会 (地球環境問題対応型研

究領域、FS)…地球環境保全のための社会・政策研究

・ 2月 9日　第2研究分科会 (地球環境問題対応型研

究領域、FS)…酸性雨等越境大気汚染、海洋汚染

・ 2月23日　第3研究分科会 (地球環境問題対応型研
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究領域、FS)…自然資源の劣化

・ 2月24日　第1研究分科会 (地球環境問題対応型研

究領域、FS)…オゾン層の破壊、地球の温暖化

・ 3月 5日　第1・第4合同研究分科会 (戦略的研究開

発領域)

評価結果は、ヒアリング終了後直ちに集計し、

集計結果をその場で配布した上で研究分科会委

員による討論を行った。

3. 審査結果

(1)プレ審査

戦略的研究開発領域10課題、地球環境問題対応

型研究領域91課題、課題検討調査研究53課題、計

154課題に対し実施(昨年度は計126課題)。事前審

査の段階では、明らかに推進費の性格に合致しな

いもの、例えば産業廃棄物対策の技術開発、自然

公園の適正収容力設計等の提案課題については、

環境省の他制度に当該研究内容に合致した競争的

資金があることを提案者に通知した。これらの課

題のなかには、他制度と重複して提案しているも

のもあり、「とりあえず提案しておけば、もしかす

ると採択の可能性があるかもしれない。」との判断

により提案されたものと思料されるが、地球環境

研究といえるか疑問があるような研究については、

そもそも対象となり得ないので、研究者の良識に

従って提案されるよう、ご理解、ご協力をお願い

する。

また、要件を満たさない研究者による提案(例：

高等学校の教員、外国の研究機関に所属している

研究者等が研究費の配分対象となっている提案課

題)についても除外対象となり、前述の推進費の性

格に合致しないものと合わせて、プレ審査で除外

された課題は19課題であった。

(2)第1次(書面)審査

プレ審査を通過した、応募154課題中135課題に

対し実施した。応募課題ごとに委員による評価点

を集計し、その平均点より順位付けした。なお、

集計に当たっては、評価者により平均点や採点の

ばらつきの幅が大きく異なるため、各評価者ごと

の平均値とばらつきの幅を統計的に調整(平均値0、

標準偏差1に基準化)した上で集計を行った。また、

評価者による評価コメントを取りまとめ、評価点

による順位付けを補足する重要な参考データとし

た。第1次審査の通過・不通過の結果及び評価コメ

ント(評価者の氏名は非開示)を第2次審査の前に、

全応募者へ通知した。

(3)第2次(ヒアリング)審査

第1次審査を通過した、戦略的研究開発領域7課

題、地球環境問題対応型研究領域23課題、課題検

討調査研究10課題について審査を実施。研究課題

ごとの評価点については、研究分科会において即

時集計し評価点による順位付けを行い、その結果

を提示した上で総合討論を行った。また、評価コ

メントを取りまとめ、研究課題の予算額・研究計

画の絞り込み等を検討する上で重要な参考資料と

した。第2次審査の通過・不通過の結果、及び評価

コメント(評価者の氏名は非開示)については、課

題内定後、第2次審査対象課題の応募者へ通知し

た。

4. 内定課題及びその傾向

地球環境研究企画委員会(委員長：近藤次郎

(財)国際科学技術財団理事長、3月15日開催)にて、

第2次審査までの結果を踏まえ、採択内定課題の審

議を行った。その結果、戦略的研究開発プロジェ

クトを構成する研究5課題、地球環境問題対応型研

究領域8課題、及び課題検討調査研究3課題(合計16

課題)を、推進費の平成16年度新規研究課題として

内定した。

応募課題数及び内定課題数は上表のとおり。

個々の採択課題及び代表者については、別紙一

覧表のとおり。各研究課題の概要については推進

地球環境研究センターニュース Vol.15 No.4 (2004年7月)

研 究 対 象 分 野 応募課題数 採択内定課題数
10 5◎戦略的研究開発領域

（ 課題を戦略研究としてﾌﾟ○脱温暖化社会に向けた中長期政策オプションの多面的かつ総合的な評価・予 5

ﾛｼﾞｪｸﾄ化）測・立案手法の確立に関する総合研究プロジェクト

91 8◎地球環境問題対応型研究領域
( ) ( )○オゾン層の破壊・地球の温暖化 42 3
( ) ( )○酸性雨等越境大気汚染・海洋汚染 17 1
( ) ( )○自然資源の劣化（熱帯林の減少、生物多様性の減少、砂漠化等） 19 2
( ) ( )○地球環境保全のための社会・政策研究 13 2

53 3◎課題検討調査研究
154 16合 計
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別紙：地球環境研究総合推進費　平成１６年度新規採択課題一覧

戦略的研究開発領域

研究区分 研究分野 課題名 研究課題代表者 所属 研究期間 H16研究費
（百万円）

戦略的研究
開発領域

温暖化等
社会・政策

脱温暖化社会に向けた中長期的政策オプションの
多面的かつ総合的な評価・予測・立案手法の確立
に関する総合研究プロジェクト

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ
西岡 秀三

独立行政法人国立環境研究所理事 H16～H20 148

中長期温暖化対策シナリオの構築に関する研究
ﾃｰﾏﾘｰﾀﾞｰ

甲斐沼美紀子

独立行政法人国立環境研究所社会
環境システム研究領域統合評価モ
デル研究室長

都市に対する中長期的な二酸化炭素排出削減策導
入効果の評価

ﾃｰﾏﾘｰﾀﾞｰ

花木　啓祐

東京大学大学院工学系研究科教授

温暖化対策の多面的評価クライテリア設定に関す
る研究 ﾃｰﾏﾘｰﾀﾞｰ

蟹江　憲史

東京工業大学大学院社会理工学研
究科助教授

温暖化対策のための、技術、ライフスタイル、社
会システムの統合的対策の研究－IT社会のエコデ
ザイン－

ﾃｰﾏﾘｰﾀﾞｰ

藤本　淳

東京大学先端科学技術研究セン
ター特任教授

技術革新と需要変化を見据えた交通部門のCO2削減
中長期戦略に関する研究

ﾃｰﾏﾘｰﾀﾞｰ

森口　祐一

独立行政法人国立環境研究所社会
環境システム研究領域資源管理研
究室長

地球環境問題対応型研究領域　

研究区分 研究分野 課題名 研究課題代表者 所属 研究期間 H16研究費
（百万円）

問題対応型 温暖化等 温室効果ガス観測衛星データの解析手法高度化と
利用に関する研究

横田 達也 独立行政法人国立環境研究所社会
環境システム研究領域情報解析研
究室長

H16～H18 81

問題対応型 温暖化等 極端な気象現象を含む高解像度気候変化シナリオ
を用いた温暖化影響評価研究

江守 正多 独立行政法人国立環境研究所・大
気圏環境研究領域大気物理研究室
主任研究員

H16～H18 40

問題対応型 温暖化等 衛星観測データを利用した極域オゾン層破壊の機
構解明に関する研究

中島 英彰 独立行政法人国立環境研究所成層
圏オゾン層変動研究プロジェクト
衛星観測研究チーム総合研究官

H16～H18 56

問題対応型 海洋汚染 大型船舶のバラスト水・船体付着により越境移動
する海洋生物がもたらす生態系攪乱の動態把握と
リスク管理に関する研究

川井 浩史 神戸大学内海域環境教育研究セン
ター教授

H16～H18 62

問題対応型 砂漠化 北東アジアにおける砂漠化アセスメント及び早期
警戒体制(EWS)構築のためのパイロットスタディ

武内 和彦 東京大学大学院農学生命科学研究
科教授

H16～H18 71

問題対応型 生物多様
性

侵入種生態リスクの評価手法と対策に関する研究 五箇 公一 独立行政法人国立環境研究所生物
多様性研究プロジェクト進入生物
研究チーム総合研究官

H16～H18 60

問題対応型 社会・政策 物質フローモデルに基づく持続可能な生産・消費
の達成度評価手法に関する研究

森口 祐一 独立行政法人国立環境研究所社会
環境システム研究領域資源管理研
究室室長

H16～H18 51

問題対応型 社会・政策 中長期的な地球温暖化防止の国際制度を規律する
法原則に関する研究

大塚　直 早稲田大学法学部教授 H16～H18 23

計8課題 444

　

FS通常型

研究区分 研究分野 課題名 研究課題代表者 所属 研究期間 H16研究費
（百万円）

ＦＳ
(通常）

温暖化等 温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル
検討のための温暖化影響の総合的評価に関する予備
的研究

三村 信男 茨城大学広域水圏環境科学教育研究セ
ンター教授

H16 10

ＦＳ
(通常）

生物多様
性

遺伝子組換え植物の輸入による組換え遺伝子の拡
散に関する予備的研究

中嶋 信美 独立行政法人国立環境研究所生物
多様性研究プロジェクト分子生態
影響評価研究チーム総合研究官

H16 6

費のホームページ (http://www.env.go.jp/earth/suish-

inhi/index.htm)を参照されたい。

5. 今後の予定

採択内定課題については既に財務省との実行協

議を経て予算承認を受けており、今後予算配分が

行われる予定である。

また、平成17年度新規課題募集については、 平

成16年度募集に比べて若干、前倒しする方向で検

討しているので、提案を予定している研究者にお

かれては、10月には推進費のホームページを何度

か確認されたい。

http://www.env.go.jp/earth/suishinhi/index.htm
http://www.env.go.jp/earth/suishinhi/index.htm
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1. まえがき

気候変動の影響と思われる数々の事象が世界各

地で発生している。米国等を除く世界の多くの

国々は、温室効果ガス削減に関する京都議定書で

の公約を履行すべく、それぞれ知恵を絞っている。

クリーンで持続可能な社会を目指して、先進各国

は水素化社会の模索を始めており、水面下で熾烈

な競争が繰り広げられているのが実態である。

2001年にUNEP(国連環境計画)は、気候変動によ

る弊害とこの状態が継続した場合の最悪シナリオ

を発表した。それを筆者が図1にまとめた。今後の

対策は筆者が追加したものであるが、その後数年

経った現在では益々世界の環境は悪化の一途を辿

っている。これらの最悪シナリオを裏付けるよう

な衝撃的なニュースが、2004年2月22日に世界を駆

け巡った。

2. 英国の“The Observer”誌が暴露した米国国防

総省の極秘文書“Pentagon Report”

急激な地球温暖化による、テロ問題等をはるか

に上回る世界的な大規模戦争が起きると予測した

米国防総省の極秘報告書がリークされて大波紋を

投げかけている。

この報告書は、Donald Rumsfeld国防長官が推し

進めている米軍改革のブレーンで30年以上国防総

省の顧問を務めているAndrew Marshall(82歳)の命

によって作成されたという。報告書の執筆者は、

元Royal／Dutch Shellグループの政策決定責任者で

あったCIAコンサルタントのPeter Schwartzとカリ

フォルニア州のEmeryvilleに本部を置くGlobal

Business NetworkのDoug Randallである。その極秘

報告書を英国誌の“The Observer”が入手したもの

で、その内容は極めて衝撃的である。その中から

環境関連のものを以下に抜粋した。

加速する気候変動と欧米の水素化社会への移行戦略

新日本製鐵㈱鉄構海洋・エネルギー事業部

担当部長　　大橋 一彦

図1 気候変動～環境悪化による最悪シナリオ(UNEP－2001年に筆者が加筆)

色々な環境問題 状況 破局への道筋（１） 破局への道筋(2) どうしたら良いのか？

①温暖化（気候変動）
②オゾンホール
③森林破壊
④環境ホルモン
⑤人口爆発
⑥食料不足
⑦エネルギー枯渇
⑧原子力問題
⑨ゴミ問題
⑩遺伝子組み替え
⑪電磁波
⑫水不足
⑬地域紛争

①100年後に気温は
2.5℃上昇し、海水面
が１m上昇する

②オゾン・ホールは
15年後に最大となる

③熱帯雨林は、30年
後に消滅する

④人口増加は止まら
ず10年後深刻な食糧
問題が世界を襲う

⑤環境ホルモンが蓄
積し、20年後に生殖
能力がある人は極
少になる。

①南極大陸の上に
乗っている巨大棚が
温暖化により融け出
して海に落ちる

②10mの津波が発生
③24時間以内に全世

界を津波が襲う
④沿岸部の都市が全

滅
⑤多くの原子力発電

所が破壊される
⑥世界の破局

①インド、中国などの
人口増加が止まら
ない。

②深刻な食糧危機
③食糧や水の奪い

合い。
④紛争が勃発
⑤第三次世界大戦
⑥核戦争
⑦世界の破局

①これまで目先の経済的利益
が優先されてきたが、個別の
対策ではもはや解決不可能。

②各国政府は､環境問題を全
ての政策の中心におき、総合
的な対策が必要。

③市民、政府、地方自治体、
企業、NGOが参加する。

④根本的な解決のために多く
の人が環境破壊の現状と
原因を知ること。

⑤先進国の消費を１／10にす
る。消費経済を見直し、環境
の保全や修復をコストに含む
グリーン経済へ転換。

⑥物質的豊かさを見直し、持続
可能な社会へ向けて、価値観
の転換が必要。

わが国の
エネルギー面での対応

①化石燃料中で最もクリーンな天然ガスを2020年までに大量導入。
②そのための北東アジア天然ガス・パイプライン網を完成させる。
③その後は、再生可能エネルギーで製造した水素を輸送・配送し、

各家庭やコミュニティーでの燃料電池コジェネレーションを普及。

UNDPによる気候変動～環境問題と最悪シナリオ
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①2010年から2020年の間は、欧州の年平均気温

は6ﾟFも下降する気候変動に見舞われ、英国の気候

は、現在のシベリアのものと同様に寒冷で乾燥し

たものとなろう。

②2010年までに、米国や欧州は、90ﾟF以上が3日

以上続く最高気温を経験しよう。気候は、嵐、干

ばつ、日照りが続き、農業を壊滅し、経済活動を

停滞させよう。

③地球上の人口が限界点に達してから減少に転

じる間、戦争や飢饉による死者数は数百万人に上

ろう。

④現在の人口を維持する地球の自然能力は、明

らかに今後20年間で下落しよう。

⑤飲料水の確保が最大の紛争原因となり、ナイ

ル河、ダヌベ河(欧州)、アマゾン河流域は、最も

危険な地域となろう。

⑥米国や欧州のような豊かな地域は、海水面の

上昇で水没した地、あるいは穀物の生育のできな

い不毛の地からの数百万人の難民の進入を防止す

るために、事実上要塞化するであろう。ボートピ

ープルは世界中の最大の問題となろう。

⑦欧州は、海岸線が水没した地域から大量の難

民が押し寄せ、各地で大混乱になろう。スカンジ

ナビア地方からの難民は暖かい南部を目指して大

移動を始めよう。南欧は、アフリカの国々からの

難民で収拾がつかなくなろう。

⑧過去最大の旱魃と強風のために表層土が吹き

飛ばされ、米国の中西部のような世界の主要穀倉

地帯が壊滅しよう。

⑨中国の全人口に食糧需要が追いつかなくなり、

バングラデッシュは海水面の上昇で飲料水に海水

が混入し、ほぼ居住不可能となろう。

以上のような個別課題の他に、この報告書では、

地球温暖化や環境破壊を科学的な問題から、政治

的･軍事的な戦略問題に転換することが、指導者に

とって困難であるが不可避な課題になると指摘し

ている。

3. 米国の進める水素化社会への移行戦略

京都議定書の批准メンバーから脱退した米国に

とって、水素燃料電池は極めて重要な技術である。

技術力によって地球温暖化問題に取り組む姿勢を

示すことで、脱退した批判をかわすとともに、経

済･エネルギー安全保障上の観点からも燃料電池の

研究開発に関連した協力体制を強化しようとして

いる。

2003年3月には、水素･燃料電池に関わる技術開

発、規格・標準化、情報の共有のための“水素経

済社会のための国際的パートナーシップ(IPHE)”

を打ち出した。参加国15カ国にEU(欧州連合)を加

えた協力体制の枠組みを構築している。

しかしながら、米国は京都議定書に反対するこ

とで地球温暖化防止に向けた日欧などの国際的な

動きに水を差しただけに、IPHEで各国の足並みが

どこまで揃うか不透明である。また、次世代クリ

ーン･エネルギーの本命とされる水素燃料電池分野

では、日本の自動車メーカーなどが先行している

だけに、どのように今後対応していくかが重要に

なってきる。

4. EUの水素･燃料電池技術会議

EU委員会は、2004年1月20日、“欧州水素･燃料

電池技術会議”を設置した。EUが化石燃料を基盤

とする社会から水素を主要エネルギー源とする社

会へスムーズに移行するための戦略を策定するの

が目的である。

同会議は、EU域内の公的機関や企業のパートナ

ーシップで運営される。同会議の諮問委員会には、

EU加盟国から、BP、Shell、ルノーなどの企業を含

む水素･燃料電池技術分野の主な関係者35人が参加

した。

1月20日から21日にかけて開催された第一回会合

では、EUが水素化社会へ移行するために必要な輸

送分野での利用、発電分野での利用、水素インフ

ラという3つの課題が提言された。

EUでは、これまでにも加盟各国で、水素の燃料

利用や燃料電池に関する調査・技術開発が進めら

れてきた。だが、各国の研究機関や企業が個別に

行っており、重複や無駄が多かった。そこで、EU

全体として効率的な調査や技術開発を進めるため、

同会議を設置したものである。

EUは現在、域内で使用する石油の50%を輸入に

頼っており、2025年には輸入量の割合は70%以上

に増えると予測されている。欧州委員会は、水素

化社会への移行は、EUのエネルギー安全保障を強

化すると同時に、大気汚染を改善し、温暖化の防

止にもつながると期待している。

また、一足早い水素化社会への移行で、同分野

で国際的なリーダーシップを取りたい考えだ。今
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後は、同会議のもとにワーキング･グループを設置

し、作業を進めていくという。

5. EUのNaturalhyプロジェクト

欧米では既に80万kmの天然ガス用パイプライン

が敷設されており、もし水素がこのネットワーク

で併給できれば天然ガス単独よりもCO 2やNOx、

VOCs(揮発性有機化合物)の排出を制限し、水素利

用開発の促進につながることになる。

現存の天然ガス供給ネットワークへの水素の添

加が天然ガス車用および定置型装置用の両面で研

究されている。天然ガス車への水素添加ガスの利

用研究は、米国のカリフォルニア州およびカナダ

のモントリオールで実証試験が実施されている。

また水素添加量に関するNOx、VOCsの排出量低減

効果は、比例関係を遥かに上回ることが明らかに

されている。

さらに、オランダでは、政府支援のもとに

“CO2低減化計画”と呼ばれる研究が行われている。

オランダのガステックNV社は、大きな改良なしに

如何に多量の水素を添加するかについてFS調査を

実施している。このプロジェクトはNaturalhyと呼

ばれ、天然ガスと水素の混合ガス(Natural Gas＋

Hydrogen=Naturalhy)に対して、短期目標として従

来型の暖房用、料理用器具の使用やプラスティッ

ク･パイプによる給配、Naturalhyガスに対する従来

型メーターの使用などの検討を行っている。長期

的目標としては、Naturalhyガスをパイプラインで

給配し、末端利用者の利便性を損なうことなく

CO2排出を削減していき、その際の現存インフラ

における限界に関する情報を得ようというもので

ある。

また、既存の小規模天然ガス配給網を利用して、

使用場所の近くで分離膜などを用いて天然ガスか

ら水素を製造することも可能である。これにより

用途幅が拡大し、大規模パイプラインによる本格

的水素エネルギー経済確立までの移行期の役割を

持たせることができるとしている。

なお、米国では、世界に先駆け、1970年代に同

様の目的で、天然ガスと水素の混合ガスのハイタ

ン(Hydrogen＋Methane＝HythaneでHCI社の商標登

録)での実証試験が各種実施されている。

6. あとがき

気候変動が加速され、世界中で飲料水、食糧、

そしてエネルギーを巡る紛争が多発すると、真っ

先に影響を被るのは、食糧の自給率が40%程度(図

2)、エネルギーの自給率が20%以下(図3)の日本で

ある。気候変動を防止するために、真剣に率先し

て活動を展開する必要がある。

EUは自然エネルギーを利用した水素製造と都市

の公共交通網を通じた水素インフラの設置、米国

は45万kmにも上る既存の天然ガス・パイプライン

の利用を想定するなど、水素普及のためのアプロ

ーチは異なるが、水素化社会の実現に向けて､イン

フラ整備の戦略を産官学挙げて取り組み始めている。

日本では、公共投資というと、道路公団問題や

新幹線整備にまつわる政治問題など、とかく最近

はマイナスなイメージが付きまとうが、既得権益

としての土木工事だけではなく、次世代インフラ

としても水素流通を含めた将来的な展望の提示が

期待されている。

このために、今、省庁を超えて、水素化社会へ

向けた具体的な諸施策の立案・実施と、それに基

づく積極的な活動展開が待望されている。

日本のエネルギー自給率は、
水力、地熱などによって４％
であり、供給安定性の高い原
子力を含めても２０％に過ぎ
ません。  

図3 主要国のエネルギー自給率(1999年)

図2 わが国の食糧(供給熱量)自給率の推移
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“The Day After Tomorrow"を科学的な目で見る

地球環境研究センター　総括研究管理官　　井上 元

“The Day After Tomorrow”と題する映画が上映

されており、「環境省がそれを環境月間ポスターに

使用したりしているのはおかしい」とか、「寒冷化

が起こるという話がでてきているが、本当に温暖

化が起こるのか？未だ、科学的に寒冷化という可

能性もあるのか」などという疑問が、当地球環境

研究センターにも寄せられている。筆者も取り急

ぎ観に行ってきたので、筆者なりの感想と意見を

述べさせていただく。

冒頭は北極海で観測を行っている人たちを温暖

化による氷の融解、亀裂の発生が襲うところから

物語が始まる。ついで気候変動の危険を説く科学

者、これを「経済発展を妨げるバカバカしい議論」

と一蹴する政治家という図式。そうしているうち

に北大西洋で異常低温が頻発しパニックが始まる。

現在の気象予報モデルでは予測できないので、氷

河時代の気候モデルを扱う研究者が呼ばれ、急激

な寒冷化が進むという予測が出る。そしてその予

想すら超えるスピードと規模で、北半球の急激な

寒冷化が起こり氷河時代に突入するというのが大

まかな筋である。

温暖化により北極海の氷が減少していることは

すでに衛星観測でも知られているところである。

そして淡水が北大西洋の海表面を覆い海洋の循環

が弱くなることは、現在のモデルでも予想されて

いる内容で、それに伴い深海への二酸化炭素輸送

が止まることが懸念されている。しかし、「それが

こんなに短期間に起こるところは間違っているな」

と観ていると、成層圏の－100ﾟFの大気が降りてき

て急激に気温が低下するという説明にいたっては、

「断熱圧縮でむしろ気温が上がるはずなのに」と一

層白けた。さらに急激に氷河時代に突入するとこ

ろから、科学的な批判精神をもって観ることは放

棄せざるを得なかった。海面上昇が起こり津波に

襲われるようなシーンや、ニューヨークの市街地

に汽船が入ってくるというシーンでは、「寒冷化が

起きているなら海面が低下するはずなのに」と頭

の中は混乱する。気温が下がって雪が降るのは良

いとしても、建物がミシミシと凍っていくのをみ

ると、「熱容量の小さい大気がそんなに早く水を凍

らせるものか」と、ばかばかしくなった。

氷河時代でも温暖化は比較的急速に進むが、寒

冷化は時間をかけて進んでいる。何よりも数万年

かけて進むプロセスが数日で起こるという、パニ

ック映画といえばそれまでだが、非現実性・非科

学性には後味の悪い印象が残った。気候変化の危

険性を訴えるものという好意的な見方もあるかも

知れないが、ここまで科学を無視するといただけない。

温暖化という科学的根拠に基づいた警告も、こ

のパニック映画と同列に見なされる危険もあり、

客観的には犯罪的な役割を果たすのではないかと

考える。単純な娯楽映画として見るなら、すばら

しいコンピュータ･グラフィックや特撮の技術で描

かれているが、一見科学に根ざしているような点

もあるので、十分な科学的知識を持たない人には

強い説得力を持つ。私たち気候関連の研究者は、

一般の人や政治家に将来の危険をアピールし、地

球環境を守るための活動をしているが、現実に目

に見える形で起こっていないことでもあり、容易

に理解を得難いことは確かである。この映画とは

逆に、近い将来東京の3割が水没するというお粗末

なコンピュータ･グラフィックの映像がテレビで流

された時期もある。本来アートはその時代の関心

を表現するものであり、現在は地球環境にアーテ

ィストも強い関心を持っている。もっと科学に根

ざした正確な表現を、コンピュータ･グラフィック

技術などに支えられたアートと協力して実現する

必要があると、改めて感じさせる映画であった。

気候変動－ 映画“The Day After Tomorrow”と現実

映画“The Day After Tomorrow”が公開され、地球の気候変動に関する議論が盛り上がっている。この映画
の中では、激しい嵐や、突如として地球を襲う急激な気温低下が描かれている。しかし、映画の気候シナリ
オが現実に起こりうるのだろうか。

NCAR(米国大気研究センター)で、産業活動による温室効果ガス排出量増加が世界の気候に与える影響を研
究している科学者たちによると、映画のように、わずか数日で氷河期が来ることなどあり得ないそうだ。と
は言え、彼らは、気候変化が数十年後に私たちの社会に深刻な影響を及ぼす恐れはあると警告している。
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6月の終わりというのに気温が13度程度しかな

く、しかも朝から霧がたちこめ小雨が降って寒い。

そんな中、小学生たちが元気に現れた。和田小学

校の5、6年生は合わせても5人、幌茂尻小学校は12

人で、いずれもかわいい小学校である。先生方2名

と根室支庁から4名、根室市3名、NHKの方1名を

あわせて27人が落石岬のモニタリングステーショ

ンの見学に訪れた。毎年この時期、根室支庁がエ

コスクールと称して環境月間に合わせて、落石周

辺の小学生の環境教育を地球環境研究センターと

共同で行っている。

今年は、温暖化の説明を分かりやすくするため

にスタッフの手作りで落石岬の簡単なジオラマを

平成16年度エコスクール・大気環境モニタリングステーション学習会

報告（北海道・落石岬／2004年6月29日）

地球環境研究センター　研究管理官　　向井 人史

写真1 地球環境モニタリングステーション－
落石岬周辺のジオラマ

人間は二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスを排出し、これが太陽の熱を大気中に閉じ込め、地球を暖
めて、全球の気候に影響を及ぼしている。化石燃料などの燃焼により放出される温室効果ガスは、数十年、
あるいは数世紀にわたり、大気中に残る。反対に、硫黄化合物や微粒子を構成するその他の汚染物質は、太
陽光を遮り、気温を下げ、逆の効果をもたらす可能性がある。しかし、それらの影響は局所的で、しかも短
期間である。NCARおよび他機関の研究者は、1990年から2100年の間に、地球上の気温が1.7 ℃～4.9℃上昇す
る可能性が大きいことをつきとめた。そのような気温上昇は、干ばつ、異常な暴風雨、さらに、森林火災や
植生の変化、海面上昇などの関連する現象を引き起こすかもしれない

現実の世界の気候変動もたぶん劇的ではあるだろうが、映画に出てくるシーンとは異なるだろう。以下に、
いくつか重要なポイントをあげてみる。

《映画》ニューヨークの気温は、たった数時間で、うだるような暑さから凍りつくような寒さに急降下する。
《現実》地球上には気温が下がると考えられる地域もあるが、映画の中で描かれているように急速に、あるい
は劇的に下がることはほとんどない。地球の気温が上がると、中・高緯度地方で雨量が増加し、氷河がとけ
た水が流れ込んで、海洋中の淡水が増える。これは、熱帯地方からの熱を北に運ぶメキシコ湾流のような暖
流に影響し、北米やヨーロッパの一部に気温低下をもたらすかもしれない。しかし、たとえこのような現象
が起こるとしても、大気と比べ、海洋はゆっくりと暖水と寒水を移動させるため、長い年月がかかるであろ
う。（ただし、エルニーニョ現象として知られる太平洋の周期的な水温上昇のように、海洋変化が数週間で地
域の気候パターンに影響を与えうるケースもある。）

《映画》氷河がかなり南下し、大規模な吹雪がニューデリーを襲う。
《現実》人為起源の温室効果ガスが海流に何らかの影響を与えることによって、地球の一部を冷やすかもしれ
ないが、これが、広範囲で氷河期を引き起こすことは不可能である。と言うのは、温室効果ガス濃度の増加
が地球上のほぼ全域で気温を上昇させるからである。さらに、現在の地球の軌道は、2万年前の最後の氷河期
ピーク時とは異なるため、氷河期が次に来る時、夏の北半球は多量の太陽エネルギーを得ているはずである。

《映画》たつ巻がロサンゼルスを襲い、グレープフルーツ大の雹が東京に降る。
《現実》気候変動は、強力なハリケーンやその他様々な嵐を引き起こすかもしれないという研究結果が出てい
る。気温が上昇した世界では、水の蒸発散速度が速くなり、大気中の嵐を起こす要因も増える。実際に、ア
メリカの科学者たちは、降雨や降雪で、このような現象が現実に起こりつつあることを突き止めている。し
かし、科学者が、世界で最も性能のいいスーパーコンピューター上でシナリオを実行しても、特定の場所で
気候がどう変化するかを正確に予測したり、ロサンゼルスや他都市が、はたして、恐るべき天候に直面する
日がくるのかどうかを予想することは不可能である。

＊本稿はNCAR News (5月24日)－Climate Change: The Movieを和訳したものです。



－ 20 －

地球環境研究センターニュース Vol.15 No.4 (2004年7月)

作成した。特徴として、温暖化の説明用に赤いレ

ーザーポインターがセットできるようになってい

る。まず、二酸化炭素といっても、小学生には良

くわからないので、息の中にある二酸化炭素を見

るためにBTB(ブロモチモールブルー)溶液の入っ

た水をストローでぶくぶく吹いてもらった。何が

起こるか興味津々で見つめるなか、青い溶液が黄

色に変わると、「あれ？なんだか色変わってない？」

と、さすが小学生は反応が早い。

地球がもともと暖かいのは太陽が熱を送るため

であるが、そのときの大気中の二酸化炭素の重要

性をレーザーの赤い光を赤外光線に見立ててジオ

ラマで説明した。ジオラマの地下にセットされた

レーザーポインターは、赤外線が上向きに宇宙に

飛んでいくことがわかるようになっている。二酸

化炭素の代わりにうすく白い絵の具をまぜて作っ

た水をガラス瓶にいれて、下からレーザーをあて

ると小さな粒子がレーザー光線を散乱し赤くその

光の道が目で見えるようになっている(二酸化炭素

が赤外線を吸収していることを表す)。さらに絵の

具を濃くしたものが、二酸化炭素が増えた状態を

表していて、この場合水全体が赤く散乱しジオラ

マを赤く照らし出す。このとき熱は直接宇宙空間

に抜けず、地表面の温度を上げることになる。(こ

の説明は熱エネルギーの動きの全体を示しておら

ず、少しいい加減ではあるが、見ている分には非

常に分かりやすいとのことだった。ただNHKの撮

影は難しかったらしい！)

落石で観測された二酸化炭素濃度はここ10年で

20 ppm増加した。このまま増えていくと、100年後

には600～1000 ppmぐらいになる。そのときの地球

はどんどんあったかくなり、ある予測では5度ぐら

い平均気温が上がる可能性もある。先生から、根

室の気温が5度ぐらい上がってもらうと住みやすい

がという質問があった。そういうよく似たことは

地域ごとにある。しかし問題は、この温度変化が

地球全域でさまざまな気象や気候、ひいては自然

の大きな変化を伴うことである。しかも、それら

がすべて予測できるわけではない。もし子供たち

に残された未来の環境が非常に悪い環境であった

とするならば、我々大人の責任は免れない。

観測機器の説明をした後、ステーションの屋外

用CCD監視カメラを自分で操作してもらった。子

供達は俊敏に動くカメラに驚きながら、外に出て

説明を聞いている友達や周りの風景を見たりした。

普段は屋外のカメラから落石岬灯台が見えるが、

この日は霧雨のため横の鉄塔も霞んでいる。

外にある施設として、鉄塔や酸性雨採取器を見

てもらった。鉄塔の高さについて、ためしに質問

してみたところ、200 ｍという子どもがいた。確

かにそう見えるかもしれない。おじさんたちもそ

ういうころがあったなあ。なんでも外のものが大

きく見えたころ。“鉄塔に昇りたいって？”おじさ

んたちにも、そんな勇敢なころがあったっけなあ。

実はこの鉄塔は垂直のはしごを10ｍずつ5回昇らな

いと天辺に行けない。でも下から10ｍ昇るだけで

もかなり揺れている。おみやげとして、地球温暖

化のぱらぱらマンガや環境問題関心度クイズなど

を渡した。ぱらぱらマンガを拡大して作った大ぱ

らぱらマンガを使って作り方を説明したが、こい

つはちょっと大きすぎてうまくぱらぱらできない。

全員で記念撮影した後、少し霧が晴れて明るく

なった落石をまた歩いてゲートへと帰っていく小

学生を見送ってエコスクールは終了。目に見えに

くい温暖化という現象を、このエコスクールを通

して身近に感じてもらって、エネルギーの無駄遣

いを減らしていく輪が北海道の東端から広がって

いくことを願いたい。

写真2 みんな“つくば"ってどこか知ってる？どう？
さあ？？

写真3 和田小学校、幌茂尻小学校5,6年生とともに



温室効果ガス観測技術衛星GOSATは、二酸化炭素などの温室効果気体を
測定することを目的とした地球観測衛星であり、環境省、宇宙航空研究開
発機構(JAXA)、国立環境研究所の共同で2008年の打ち上げを目標に準備が
進められている。衛星センサは近赤外の太陽光の地表面反射を分光観測す
るもので、JAXAが開発した地上試験モデルを航空機に搭載し、センサ仕様
の決定と解析アルゴリズム開発に資するデータを取得する目的で、観測実
験を開始した。第一回目は2004年5月26、
27日にセスナ206にセンサを装着しデー

タ取得実験を試みた。これは、航空機上でのセンサの動作確認が主
な目的である。飛行当日はうす曇の状態であったため本格的なデー
タ取得を行うには至らなかったものの、飛行中における標準光源の
観測データを収録し、センサ本体の動作を確認した。今後は、もう
一つの航空機でCO2濃度を同時に測定し、分光データから導出した
CO2の鉛直濃度との比較を行い、GOSATデータ解析方法のチェック
を行う予定である。

地球環境研究センター　主任研究員　　小熊宏之
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GOSATアルゴリズム開発のための航空機観測実験の開始

搭載が完了した状態のセンサ
（奥の白い箱がセンサ本体）
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なお、出版物はPDF化されており、ホームページ(http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/report/r_index-j.html)か
らダウンロードできます。

日本における伐採木材のマテリアルフロー・炭素フローデータブック (CGER-D034-2004)
Data Book: Material and Carbon Flow of Harvested Wood in Japan 著者：橋本征二・森口祐一

大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済構造を持続可能なものへと転換して
いくための出発点は、私たちの経済の中で、さまざまな資源がどのように利用
されているのかを包括的、体系的に記述することです。日本は世界有数の木材
輸入国であるとともに消費国でもありますが、本データブックはこの木材を対
象として、経済内のマテリアルフローを推計し、投入産出表の形で記述、経年
的に取りまとめたものです。また、近年炭素の貯蔵庫としての木材にも関心が
寄せられていることから、炭素フローも同時に取りまとめています。

［送付方法について］
1. 着払い宅急便をご希望の場合

○その旨ご記入の上、電話番号を明記してお申し込み下さい
2. 着払いゆうパックをご希望の場合

○その旨ご記入の上、電話番号を明記してお申し込み下さい
3. 郵送をご希望の場合

○D034出版物1冊のみ：290円分の切手をお送り下さい
○2冊以上(他の出版物も含む)：【申込先】までお問い合わせ下さい

【申込先】 国立環境研究所　地球環境研究センター　交流係
〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2
TEL:029-850-2347，FAX:029-858-2645，E-mail:cgerpub@nies.go.jp

http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/report/r_index-j.html
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地球環境研究センター主催会議等
2004. 6.14～18 輸送モデル相互比較実験ワークショップ共催(つくば)

23 GCPセミナー(つくば)
環境研究基盤技術ラボラトリー志村純子主任研究員を討論者として迎え、GCP国際
オフィスのCanan事務局長が、“Fostering Expert Networks to Integrate Science and Policy”
を発表、専門家ネットワークについての重要性とGCPの今後の展開について討論した。

23, 30 国立環境研究所公開シンポジウム2004(向井研究管理官・一ノ瀬主任研究員/東京、京都)
6月23日(水)・東京メルパルクホール、6月30日(水)・ぱるるプラザ京都において、
国立環境研究所公開シンポジウム2004「国立環境研究所の30年－天・地・人と向き
合って－」が開催され、ポスター発表を行った。なお、東京会場は約950名、京都会
場は約220名の参加者を得た。

29 平成16年度エコスクール・大気環境モニタリングステーション学習会(向井研究管理官・
五十嵐係長・橋本NIESアシスタントフェロー/北海道)
詳細は本誌19ページを参照。

見学等
2004. 6.16 環境省独立行政法人評価委員会

25 半導体環境安全専門委員会・化学物質WG一行(13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。

2004年(平成16年)7月発行
編集・発行　独立行政法人 国立環境研究所 〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2

地球環境研究センター　　　 TEL: 029-850-2347
ニュース編集局　　　　　　　 FAX: 029-858-2645

E-mail: cgercomm@nies.go.jp
発行部数：3150部 Homepage: http://www.nies.go.jp

http://www-cger.nies.go.jp
★送付先等の変更がございましたらご連絡願います

＊地球環境研究センターニュースVol.15 No.2及びNo.3に連載された「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』研究概要について」はホームページ(http://www-

cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/series/series4/series4.pdf)にまとめて掲載されています。

第6回大気汚染と地球環境変化に対する植物の反応に関する国際シンポジウム(http://apgc2004.en.a.u-

tokyo.ac.jp/)が、2004年10月20(水)～22日(金)にかけて開催されます。つきましては、つくばに参集した陸域

生態系の炭素循環に係わる多数の研究者の交流と情報交換を目的として、APGCシンポジウムの最終日から翌

日にかけてミーティングを開催します。多数の皆様のご出席をお待ちします。

開催期日：2004年10月22(金)～23日(土)

開催場所：国立環境研究所地球温暖化研究棟交流会議室 (茨城県つくば市小野川16-2)
主 催：国立環境研究所地球環境研究センター／後 援：AsiaFlux Network

＊なお、詳細につきましては、AsiaFluxホームページ(http://www-cger2.nies.go.jp/asiaflux/indexJ.html)を参照

してください。

「APGC－Post Flux Meeting」開催のお知らせ

http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/series/series4/series4.pdf
http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/series/series4/series4.pdf
http://www-cger2.nies.go.jp/asiaflux/indexJ.html
http://apgc2004.en.a.u-tokyo.ac.jp/
http://apgc2004.en.a.u-tokyo.ac.jp/
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