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オゾンシンポジウム2004に参加して
大気圏環境研究領域
上席研究官
1. はじめに

中根 英昭

その改訂に基づく対策によって、成層圏の塩素濃

6月1日から8日にかけて、ギリシャのコス島にお

度がすでにピークに達し、徐々に減少に向かい始

いて4年に1度開催されるオゾンシンポジウム(第20

めたことが、衛星観測や地上からの遠隔計測で確

回Quadrennial Ozone Symposium; QOS 2004)に参加

かめられている。
「それでは一体オゾンは増え始め

した。このシンポジウムではパラレルセッション

ているのか」を確認することが次のターゲットに

が行われることが少なく 、招待講演、口頭発表、

なることは自然であるし、これまでの対策の効果

ポスター発表の全てに参加できることが多いため、

についての「説明責任」という意味でも、
「統計的

直近の数年のオゾン層研究の動向をまとめて把握

に有意なオゾン層回復の検出」は重要である。今

するまたとない機会となっている。そのため、発

回のオゾンシンポジウムでも、これが主要なトピ

表件数、参加者共に多く、今回は口頭、ポスター

ックの一つになった。このトピックについては、

合わせて690件、参加者は450名であった。筆者が

まず、昨年8月に上部成層圏オゾンの減少傾向が鈍

オゾンシンポジウム

化したとの論文を発

に初めて参加したの

表してニュースにも

は1992年であったが、

なったアメリカ航空

気候変動とオゾンホ

宇宙局(NASA) の

ールの関係について

NewchurchがPlenary

の三次元モデルを用

Lectureを行った(地球

いた研究がそれなり

環境研究センターニ

の結果を出し始めて

ュ ー ス Vol.14 No8

いたことに強い印象

( 2 0 0 3 年 1 1 月号 ) 参

を 受 け 、いろんな意

照)。直線的な減少ト

味で勇気づけられた
こ と を 覚 え て い る。
な お、本シンポジウ

レンドからのずれを
写真

「オゾン層の回復」についての講演後の質問
（オゾンシンポジウム主催者撮影）

時間方向に積分した
量(CUSUM；cumula-

ムの概要やアブストラクトは、QOS 2004のホーム

tive sum)を用いてずれを強調することによって

ページ(http://www.qos2004.gr/index.php)で参照が可

「減少傾向の減少」を検出し、
「オゾン層の回復の

能 で あ り、主 催 者 で あ る 国 際 オ ゾ ン 委 員 会

はじまり」を見つけたという彼ら自身の解析に加

(International Ozone Commission; IOC)による会議報

え、塩素やメタン、N2 O、水蒸気、気温に対する

告はhttp://ioc.atmos.uiuc.edu/Statement-QOS2004.pdf

オゾンの応答や、二次元モデルによるオゾン全量

に掲載されている。よくできた報告で是非参照し

についてのシミュレーション研究等について他の

て頂きたい。ただ、公式の報告であるため、具体

発表を紹介した。モデリングのセッションでも、

的な発表に触れず無難にまとめてあるので、感想

気候とオゾンの相互作用のセッションでも「オゾ

も含めて私なりの報告をさせて頂く。

ン層の回復」が論じられた。確認するまでには数
年かかるという意見とともに、数年待てばよいと

2. 「オゾン層の回復」の検出、あるいはオゾン変

いう意見もあったが、年々変動(年によってオゾン

動の理解

濃度が変化する)を理解して解析に組み込む、ある

オゾン層保護のためのモントリオール議定書と

いは数値モデルに取り入れるなどを行うならば、
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「オゾン層の回復」の検出をより早く、より確実に
できるであろう。

のデータを再解析してこのシンポジウムでリリー
スした。これまで、データ質が均一でないためあ

オゾン変動の理解はオゾン層の回復の検出のた

まり使われていなかったSBUVデータが、「トレン

めに必要であるが、それ自身が大きなトピックで

ド解析には、TOMSよりもSBUVのデータを使って

も あ る 。 初 日 の Randelの Overview Lecture

欲しい」との注釈付きでリリースされたことの意

「Challenges for understanding global ozone variability」

義は大きい。地上観測では、ドブソン分光光度計

では、オゾンとともに、気温、水蒸気などのオゾ

の50年のデータの解析について発表される等、長

ンに影響を及ぼす物質の長期の観測データを紹介

期データの再解析の努力が継続されていることが

しつつ、データの質の問題、観測された変動につ

示された。また、1991年から正式に発足した「成

いて何がわかっていないかが論じられた。成層圏

層 圏 変 化 検 出 ネ ッ ト ワ ー ク (Network for the

の水蒸気については、気球観測結果から推定され

Detection of Stratospheric Change；NDSC)」のデー

た年1%の増加が近年大きな話題になっていたが、

タが引用されることが多くなってきた。オゾンラ

それが過大である可能性が高いことが人工衛星デ

イダー(レーザーレーダー)データを用いて「オゾ

ータとの比較で示された。独立した複数の観測を

ン層の回復」について論じた発表もあり、解析の

強化して確認を急ぐ必要がある。オゾン変動につ

方法にもよるが、NDSCデータがそろそろトレン

いてわかっていないこととして、北半球ではピナ

ドについての議論に参加できる長期データになり

ツボ火山の影響がはっきり出ているのに南半球で

つつあると認識されてきたように感じる。筆者は、

それが見えないのは何故か、本当に上部成層圏の

1988年から本研究所で実施しているオゾンライダ

オゾンを我々は理解しているのか？「力学」がオ

ーによるモニタリングデータの再解析結果と1996

ゾンに及ぼす影響を定量的に理解しているのか(過

年から行っているミリ波によるオゾン観測の結果

去のオゾントレンドに気候変動の影響がどれだけ

を発表した。前者は、世界に6カ所しか存在しない、

あったのかという問にも通じる)、と問いかけつつ、

高品質の成層圏オゾンライダー長期データの一つ

オゾン変動の理解に関する 課題について述べた。

として解析対象になると信じている。なお、この

オゾンはこれまでも直線的に変化してきたことは

オゾンライダーは、欧州の衛星Envisatの検証プロ

なかった。もっとも単純なはずの上部成層圏でさ

ジェクトにも参加している。

え、階段状にオゾンが減少してきた。これらの原

地球の気候に大きな役割を果たす太陽活動の周

因、一言で言えばオゾンの長期的、あるいは中期

期(主な周期は11年)や火山噴火の影響、人為的変

的な変動、「年々変動」を理解しようとする方向で

化のタイムスケールを考慮するとき、地球観測デ

のデータ解析研究 (「北極振動」等の振動の影響、

ータとして真に役立つためには10年ではまだ短く、

オゾン濃度の高い「高緯度域」の縮小傾向につい

20年を越える年数を経て、観測データが輝きを増

ての解析等)についての発表もなされた。これらの

すことを改めて痛感した。

研究は、「オゾン層の回復」を論じる際に避けて通

欧州中期気象予報センター(ECMWF)が40年間

れないものであると同時に、「気候−オゾン」相互

の客観解析データを再解析した。このデータは

作用の研究として重要である。

ERA40と呼ばれており、精度において評価の高い
ECMWFデータの長期再解析データとして大きな

3. 新しい観測、あるいは再解析によるデータの充実

期待が寄せられていたものである。昨年リリース

オゾン層の回復の検出についても、オゾン層将

されたが、これを利用した研究の報告も数多くな

来予測モデルの検証にとっても、長期の質の高い

された。多くの優れた点とともに、ERA40の子午

観測データが不可欠である。この点では、欧州の

面循環(南北および鉛直方向の地球規模の輸送)が

衛星EnvisatやOdin、そしてGOME、日本のILAS、

大きいという問題も報告された。ERA40の風を用

ILAS-Ⅱのデータが新しい衛星データとして紹介さ

いて、地上を出発した気塊の成層圏での年齢を求

れた。また、NASAが25年にわたるTOMSとSBUV

めると、観測データよりはるかに「若い」という
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形で問題を報告したポスターがあったが、例えば、

い紫外線の観測が1990年頃から始まったが、ピナ

ERA40データをそのまま化学輸送モデルに利用す

ツボ火山噴火の影響が少なく1990年代にもオゾン

ると極渦内の下降気流を過大評価してしまうなど、

の減少トレンドが継続した南半球ニュージーラン

影響が大きい。

ドで、オゾンと地上紫外線の長期変化に明確な逆
相関のあることが示された。また、人工衛星から

4. 化学・力学及び気候−オゾン相互作用のモデリ

下方を観測する可視あるいは近赤外域のセンサー

ング

を用いて対流圏のオゾン、NO 2 等を観測する試み

オゾン層についての三次元の数値モデリングに

についての発表が多く見られた。この種の観測は

ついては、従来から、主に下記の4つの方向で研究

鉛直分解能が悪い場合が多いが、気柱全量の測定

がなされてきた。

精度の良いこと、成層圏の濃度は数値モデルによ

①気象場(風、気温等)を数値モデルで予測せず、

って比較的推定し易いことが対流圏気柱全量の測

天気予報(数値予報)に用いる全球三次元の気象

定に利用できる。例えば、数値モデルを用いてデ

データ(客観解析データ)を使い、化学のみをモ

ータ同化して成層圏気柱全量を求め、気柱全量の

デルによって計算する「化学輸送モデル」、

測定値から差し引いて対流圏気柱全量を求めたと

②気象場と化学を結合させて、気候変動と大気

いうポスター発表があり、興味深かった。いずれ

組成の変化の相互作用をまともに扱う「放射−

の手法の場合も、大都市や工業地帯を有する地域、

力学−化学結合モデル」
、

あるいは森林火災の地域で高濃度を示すもっとも

③気象場は与えられたものとし、大気組成の変

らしい地図を示していたが、定量的な検証は今後

化と化学を精密に扱う「二次元モデル」
、

の課題であろう。

④主に、力学的な要因によるオゾン等の変動に
的を絞ったモデル(ここでは「力学モデル」と略称)、

6. おわりに

である。「化学輸送モデル」については、前節で述

現在のオゾン層は「人類が経験した最高レベル

べた観測データの充実によりモデルの検証が進み、

の成層圏塩素濃度」が続いている状況にあり、「成

より精緻化しているという印象を受けた。その一

層圏の異常気象」
、火山噴火などの影響を受けやす

例として、北極の1月のオゾン減少を過小評価して

い「最も脆弱な」な状態にある。長期間の観測デ

いた問題が、新しい化学反応実験結果を用いるこ

ータやその再解析データが蓄積され、数値モデル

とによってほぼ解決したとの発表があった。

が精緻化しているにも関わらず、オゾンの変動の

化学輸送モデルにおいても放射−力学−化学結

理解は一筋縄ではいかない。この中で、過去の気

合モデルにおいても、成層圏と対流圏の両方を含

候変動がオゾン層に及ぼした影響はどの程度のも

むモデルの開発について数多く発表された。これ

のであったのかを定量的に示すことは将来予測に

は最近の動向と考えてよい。この関連では、地球

とって不可欠であり、気候−オゾン相互作用は今

フロンティア研究システムの須藤が、気候変動に

後も中心テーマとなっていくであろう。要は、そ

よる成層圏−対流圏交換の変化に着目し、2100年

の中身であり、気候変動の進行を前提とした中で、

には成層圏から対流圏へのオゾンのフラックスが

モデル予測と検証に必要な数値モデルと長期観測

83%増加するという結果を示した。切り口を明確

体制の整備、フロン以外のオゾン破壊要因の探索

にした研究として興味深かった。この他にも、太

とその影響の評価、今後も蓄積して行くであろう

陽活動の影響、子午面循環等、力学モデルも含め、

紫外線影響の評価と対策について、しっかりとし

日本のモデル研究者の発表には切り口の明確なも

た研究計画を持つことが必要であると痛感した。

のが多く、その力量を再認識させられた。
5. その他のトピック
オゾン層と紫外線の関係については、精度の高
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気候変動枠組条約第20回補助機関会合(SB20)の報告
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
社会環境システム研究領域環境経済研究室 研究員

相沢 智之
久保田 泉

2004年6月16日から25日にかけて、ドイツのボン

題がある。先進国は、途上国が緩和にも取り組む

にて国連気候変動枠組条約(以下、条約)第20回補

制度にすべく、適応(近年、途上国側が強く主張し

助機関会合(注1)(SB20、以下同様に省略)が開催

ている)と緩和とを一体的に論じようとするが、途

された。本会議に国立環境研究所から参加した2名

上国はそうならないよう別々に議論しようとする。

が概要を報告する。

また、会期中に開催された関連ワークショップで
も、報告者への質問という形式をとっていながら、

1. はじめに
今年の年末にアルゼンチンのブエノスアイレス
で開催されるCOPは10回目であり、条約発効から
10周年を記念する特別な会合となることが期待さ
れているが、COP9(注2)以降、京都議定書(以下、
議定書)の発効に関する特段の状況変化もなく、や
や倦怠感の漂う中、今回の補助機関会合が開催さ
れた。
議定書の発効がいつになるのかが不透明なまま、
議定書の実施に必要な事項のうち議論が完了して
いないものについて検討が行われたが、次回会合
に先送りとなった議題も多くあり、達成感の感じ
られにくい会合となった(表紙写真)。

(相沢)

実質はその国のポジションの表明であったりと 、
非常に興味深かった。
協議の結果、SB21(本年12月)では、適応等に関
しては、( 1)影響や適応策の評価方法・ツール、
(2)適応と持続可能な開発とのリンケージについ
て、緩和に関しては、(1)技術の開発・普及、(2)
持続可能な開発に貢献する緩和対策について、会
期中ワークショップを開催し、情報・意見交換を
さらに進めていくこととなった。
なかなか大きな進展は見られないが、少しずつ
前進している。本議題の下での作業の進捗状況を
COP11(2005年11月に開催予定)にて報告すること
になっているため、SB21では、もう少し具体的に
今後の方向性について議論がなされるのではない

2. SB20の主な議題

かと期待している。

SB20では、議題ごとに小グループが形成され、
夜遅くまで議論が続けられた。様々な議題の中で
我々が出席したものを中心に重要な議題を報告する。

(2)非附属書Ⅰ国(途上国)の国別報告書
条約は、途上国も含むすべての締約国が数年ご

(1)気候変動の影響・脆弱性・適応及び緩和に関す

とに国別報告書(内容は、インベントリ、条約実施

る科学的・技術的・社会経済的側面

のために各国がとった措置等)をCOPに提出するよ

適応(adaptation)とは、気候変動による影響への

う定めている(4条1項、12条)。ただし、この報告

対応(たとえば、海面上昇に対する堤防の建設等)

書に盛り込む内容や提出頻度については、先進国

を指し、緩和(mitigation)とは、温室効果ガスの排

と途上国との間で差異が設けられている。これは、

出削減及び吸収量増加を意味する。

このような報告書を作成するために資金や知見 、

本議題は、COP9までの議題「IPCC第3次評価報

そして、先進国より長い準備期間が必要であるこ

告書」(COP等が同報告書の情報をいかに活用すべ

とに配慮したためであるが、非附属書Ⅰ国の提出

きかを議論していた)の後継として今次会合より設

状況を見てみると、第1回国別報告書は115カ国が

置され、ここでの議論は2013年以降の国際制度に

提出しているが、第2回国別報告書を提出したのは

関する議論の

わずか3カ国にとどまっている。このため、先進国

前哨戦 と位置づけられる。それ

だけに、各国とも慎重かつ戦略的に対応しており、

側は「国別報告書提出のための資金供与を受けて

小グループをいくつ設置するかという段階から大

いる以上、提出期限は決めるべき」と主張してお

議論になる。この背景には、「2013年以降の国際制

り、他方、途上国側では、先進国が国別報告書作

度において途上国の参加をどうするか」という問

成と資金供与とのリンクを強めようとしているこ
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とに対する不満が募っており、両者の対立が続い

今回の会合では当該ワークショップの内容につい

ている。

て議論された。ワークショップの目的は、伐採木

今次会合では、非附属書I国がいつまでに第2回、

材製品に関する問題を理解することとされ、シス

第3回の国別報告書を提出するか、また、提出を支

テムバウンダリーを含む定義や伐採木材製品に関

援するための資金等に関して議論が行われたがま

する複数の算定方法が議論されることとなった。

とまらず 、SB21にて議論を継続することになっ

また、SBSTAはIPCCにより現在作業が進められて

た。

いる2006年IPCCガイドライン作成作業に当該ワー

(久保田)

クショップの結果を考慮するよう要請した。
(3)土地利用、土地利用変化及び林業に関する優良

③その他のLULUCF関連事項

事例指針等

その他のLULUCF関連事項としては、「森林劣化

当該議題の下には3つの副議題があったが、合意

及びその他の植生劣化 」と「人為的影響の分離」

に 達 し た の は 伐 採 木 材 製 品 ( Harvested Wood

という2つの副議題が設定されていたが、いずれの

Product)に関する副議題のみであり、その他の議題

議題についても重要な議題であるため、次回会合

については次回会合で引き続き議論することとさ

において引き続き議論されることとなった。

れた。以下、各副議題を概観する。

吸収源活動による議定書の目標達成容易化をで
きるだけ阻止するためか、CDM(クリーン開発メ

①土地利用、土地利用変化及び林業に関する優良事

カニズム)と競合関係にあるJIに関する要求事項を

例指針(以下、LULUCF-GPG)

増やすことが目的なのかは定かではないが、吸収

COP9では、IPCCが作成したLULUCF-GPGを歓

源関係議題は常に遅々として進展しないという印

迎し、条約下での共通報告様式(以下、CRF)が採

象が否めない。しかし、議定書の実施に必要な事

択された。また、LULUCF-GPG内容を議定書のた

項の中には当該議題と深く関連する事項(議定書5

めの年次報告にどのように適用するかをCOP10で

条2項の調整ガイドライン作成など )があるため、

決定することとされた。これを受け、今次会合で

早急な解決が望まれるところである。

は議定書下のCRFを完成させることが期待されて
いたが、先進国と途上国の間で意見の相違があり

(4)インベントリ関連

合意に至らなかったため、次回会合で引き続き議
論されることとなった。

条約の下で先進国(附属書Ⅰ国)が毎年報告する
ことになっている温室効果ガスインベントリ (以

不調に終わった原因の一つは、LULUCF-GPGが

下、インベントリ)は、専門家レビューチームによ

マラケシュ合意の要件を満たしていないのではな

る審査を毎年受けることとされている。この審査

いかという途上国側の疑問が挙げられる。先進国

の結果は各国がインベントリを改善する際に活用

側はこの点は問題ないと主張したが、双方とも歩

されており、COPで議論される各国の温室効果ガ

み寄らず、先送りとなった。もう一つの原因は 、

ス排出量のデータの精度向上に大きく貢献してい

CRFの報告項目の中にJI(共同実施)に該当する議定

る。日本などの支援の下で、条約事務局は専門家

書3条4項活動を明らかにするかどうかという点で

レビューチームとして派遣する専門家を養成する

あった。

ためのトレーニングプログラムを実施していると

②伐採木材製品
伐採木材製品中に含まれる炭素の算定について
は、排出量の捕捉漏れを少なくするために伐採時
に排出したと仮定する「1996年改訂IPCCガイドラ
イ ン」の算定方法がこれまで採用されてきた。
LULUCF-GPGの別添中には他の代替算定方法が示
されており、今後の算定方法の改善の方向性など
について議論することとされていた。
今年の8月末に伐採木材製品に関するワークショ
ップがノルウェーで開催されることになっており、

写真1
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【雑感】
初夏のボンは 、ライン川沿いを心地よい風が吹き抜け 、とても
さわやかな時候です。つかの間の夏を謳歌する人々でライン川沿
いの公園やサイクリングロードはにぎわっています。
私は、交渉、専門家会合、インベントリ審査など 、ボンにはか
れこれ5回ほど来ていますが、地図上で自分がいる場所を把握する
ために自転車などで街をウロウロする機会を失していました。今
回の中休みの日曜日に 、ボン中央駅でレンタサイクルを借りてボ
ン市内をウロウロし、さらには、ボンから20 kmほど離れたブリュ
ールという街にある世界遺産にも指定されているアウグストゥス
写真2 ライン川沿いのサイクリング
ブルグ城までサイクリングをしてきました。
ロードとカフェ
ボン市内から15分ほど自転車で
丘を登ると広大な森林公園があり、家族連れでサイクリングに興じる人や
ジョギングを楽しむ人が多くいました。休日のレクリエーションとして多
くの人が自然に接している姿が印象的でした。
ブリュールまではライン川沿いのサイクリングロードを経由して行きま
したが、風が強く結構疲れてしまいました。帰りはどうしたものかと悩ま
しかったのですが、ドイツの交通事情が私の悩みを吹き飛ばしてくれまし
た！そうです、ドイツでは電車に自転車を乗せられるのです。こうして私
写真3 中央ブリュール駅にて
の休日は過度に疲れず、自然を満喫することができたのでした。（相沢）

ころである。今次会合では、これらの様々な審査

3. まとめ

活動を紹介する文書が作成され、その有益性に各

SB20は、上述のような一定の成果はあったもの

国が注目し、そのような活動を引き続き実施する

の、マラケシュ合意後の『議定書発効待ち』と評

ことがSBSTAから条約事務局に対し要請された。

される会合の中でも、最も達成感の薄い会合だっ

また、専門家レビューチームに参加する際に専
門家がサインすべき覚書きや、審査時に接する秘

たように思われる。会合中、様々な機会に、議定
書の一刻も早い発効を望む、との声が聞かれた。

匿情報の取り扱いに関する指針などが採択され、

COP10の閣僚級会合では、「条約10周年：これま

議定書が発効した際の審査活動の礎となる経験を

での成果と将来の課題」というテーマの下で議論

蓄積するための準備が整ってきたといえる。

が行われることとなった。節目の年のCOPが実り

議定書 7条、8条関連では、COP9で採択された

多いものとなるよう祈りつつ、研究に励んでいき

LULUCFのCRFなどを反映したガイドライン案が

たいと思う。

整備され、COP10決議草案が採択された。

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

交渉が難航する議題が見受けられる中、インベ
ントリ関連議題は淡々と議定書発効に向けた準備
を進めたといえるだろう。
(5)その他議題
小規模吸収源CDMについては大筋合意に達した
が、一部合意に至らなかったため、COP10での採
択を目指し次回会合で引き続き議論されることと
なった。今次会合の目玉となり得る議題であった
だけに、合意に至らなかったのは残念だが、難し
い議題をあと少しで合意というところまでこぎ着
けた議長の力量は賞賛に値するものだったといえ
るだろう。

(相沢)

(久保田)

(注1)補助機関会合は、毎年夏冬2回開催(1回目は6月
頃、2回目は締約国会議 (COP)と同時期で例年10〜12
月頃)。気候変動枠組条約締約国(187ヵ国及びEC)が
参加。補助機関は締約国会合の下部機関であり、以下
の2つがある。
①実施に関する補助機関(Subsidiary Body for Implementation
(SBI))：気候変動枠組条約第10条に基づき、設置され、
条約の効果的実施(事務局予算、資金メカニズム等の
問題)を扱う実施に関する補助機関。
②科学上及び技術上の助言に関する補助機関
(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
(SBSTA))：気候変動枠組条約第9条に基づき設置さ
れ、条約に関連する科学的及び技術的事項(吸収源 、
計測等の問題)に関する方法及び助言を提供する機関。
(注2)COP9についての報告は地球環境研究センターニ
ュースVol.14 No.10 (2004年1月号)をご参照ください。
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地球環境研究up‑to‑dateインタビュー
NPO法人・環境文明２１

第
第

17
５

回
回

代表：加藤 三郎氏

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)
国立公害研究所創立の基盤作りに関与

しろ、学者の間でもまだ知られていない問題でし

井上：環境庁(現環境省)が昭和46年(1971年)に設

たから。昭和46年に環境庁ができた時に大気保全

立され、その3年後の昭和49年(1974年)3月には国

局企画課に配属され、国環研の基盤を作る現場か

立公害研究所(現国立環境研究所、以下、国環研)

ら離れてしまいましたが、強い思い入れを持って

が創設されました。1990年には、国環研のなかに

いました。

地球環境研究センター(以下、CGER)が、環境庁

井上：国環研が設立されて2年目に私が入所した時

には地球環境部が設置されました 。加藤さんは 、

に、総合解析部という部署がありました。大気や

厚生省や環境庁を通して永年にわたり行政の立場

水質など個々のテーマではなく、全体として環境

から環境問題に取り組んでいらっしゃいましたし、

を取り上げるという茅先生たちの発想だと伺って

現在は環境NGOの代表として精力的に活動されて

います。私は大気を研究する部門にいましたが、

います。また、独立行政法人となった国環研の評

総合解析部とはうまくコミュニケーションができ

価委員でもいらっしゃいます。これまでのご経験

ていなかったと思います。大気汚染の影響を受け

や評価委員として、地球環境研究、国環研につい

る健康関係の研究者とは協力しあっていましたし、

ていろいろなご意見をお持ちかと思います。

光化学スモッグと動物曝露など、生理学の研究者

加藤：私は大学で土木工学を専攻し、卒業後、昭

との協力もありました。アオコなど霞ヶ浦の水質

和41年に厚生省(現厚生労働省 )に入省しました。

汚濁の研究では、水質と生物の研究者が協力して

当時厚生省では土木系の採用は少なかったのです

いました。いくつか共同研究はあり、当時から学

が、公害課ができたばかりの時で、橋本道夫先生

際的な研究を進めていくという意識はありました

が伝統的な体系にとらわれず、いろいろな分野の

が、地球環境の問題はまだ なかった時代なので、

人材を集めようとおっしゃって、私はその公害課

社会経済的な分野との協力は強くなかったですね。

を希望し、採用されました。翌昭和42年に公害対

加藤：公害病患者、重金属または有害化学物質に

策基本法ができ、公害問題を学問的に研究する機

よる汚染などが大きな社会的問題でしたから、行

関が必要ということになりました。当時環境庁は

政側からの要請だったと思います。

まだできてなく、厚生省で国立公害衛生研究所(仮

先ほどお話ししたとおり、若い時に国環研の設

称)を設立する構想があり、私は、後に環境庁事務

立に多少関わった後はしばらく国環研とは離れて

次官になられた藤森昭一課長のもとで検討を始め

しまいましたが、国際課長になった時に、ロケッ

た時の担当官でした。厚生省では有識者による検

トを打ち上げてオゾン層の観測をする企画が検討

討会を開き、私たちは民間の研究機関に見学に行

されました。環境庁の予算は限られていましたか

きました。また、四日市ぜんそくが取りざたされ

ら、その是非をめぐり議論を重ねました。その時、

ていましたので、検討会の委員と四日市まで行き、

私と清水技術課長は絶対に進めるべきだと主張し

こういう問題を扱っていく研究所はどうあるべき

ました。その後、1990年には環境庁に地球環境部

かを検討しました。後に藤森さんにお会いした時、

が設置され、私は初代部長に就任しました。地球

当時の構想どおりになっていると言われ、大変嬉

環境研究総合推進費(以下、推進費)もできました。

しく思いました。しかし、私たちが国立公害衛生

研究者が国際学会に参加するのに旅費もなく、自

研究所の構想を練っている頃は、まだオゾン層や

費で出席するのはあるべき姿ではないと考え、行

地球温暖化などは視野に入ってませんでした。何

政側で努力し、推進費で出張旅費を支給できる仕
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加藤三郎(かとう さぶろう)先生プロフィール xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1939年東京生まれ。
東京大学大学院修士課程を修了。厚生省、環境庁にて公害・環境行政を担
当。1990年環境庁地球環境部の初代部長。地球温暖化防止行動計画の策定、
地球サミットへの参画などを経て、1993年退官。直ちに環境・文明研究所
を設立するとともに「21世紀の環境と文明を考える会」(1999年10月にNPO
法人化し、「環境文明21」と改称)主宰。川崎市国際環境施策参与 、イクレ
イ(ICLEI)ジャパン理事長など国際的にも活動。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
組みにしました。考えてみますと、私は、厚生省

では第一級の研究がされていると思っていますの

に入省した若い頃と環境庁を退官する前の数年間、

で、自信を持ってA評価をつけています。

国環研と直接関わる仕事をしてきたわけです。

井上：二酸化炭素の研究では、大気・海洋・生態

井上：地球環境問題と自然保護を重視し、国立公

系の自然科学や社会科学などの分野を総合的に持

害研究所が国立環境研究所に名称が変わり、改組

っている研究所は世界のどこにもないので、国際

したのが1990年です。CGERも同じ年に設立され

的研究のコーディネートを日本で進めることを提

ました。私は国環研の企画室に新しくできた国際

案し、炭素循環研究の国際オフィスを国環研の中

研究官になり、環境庁にご挨拶に行った時に、加

に設置しました 。地球環境問題、特に温暖化は 、

藤さんにお会いしました。推進費に自由度があり、

影響や人間の関わりなど全体像を見ていかなけれ

海外出張旅費が計上できて喜んだのをよく覚えて

ばなりませんが、大気、生物、社会科学の研究者

います。

が一緒に研究を進めていくことに抵抗がないのは、
公害問題の時代に分野の違う人たちと協力して研

時代の要請に応えて発展してきた国立環境研究所

究してきた歴史があるからです。

井上：国環研の評価委員として、研究所の活動を

加藤：私の学生時代は環境アセスメントや環境基

どんな風に見ていらっしゃいますか。

準などにおいてアメリカが進んでいましたが、現

加藤：国環研は、地球環境問題など時代の要請に

在は国環研がバランスのとれたいい研究機関にな

うまく応えて 、順調に発展していると思います。

って、研究成果を世の中に出していると思います。

補正予算を確保し、施設の内容も充実しています。

さらに、途上国、特にアジアの研究者の教育に取

私は世界水準から見ても恵まれている施設を持っ

り組んでいますね。フェローとなって国環研に来

ていると思います。

て研究し、その後自分の国に帰っていい仕事をし

井上：公害研ができて最初の10年は、マスタープ

ていただくのは国環研の大きな使命であり、財産

ランを実現することに集中していたと思います。

だと思います。

その後は定員も予算も思うように増えなくて、停

井上：ヨーロッパを見ますと、一つの学会を作る

滞していた時期もありましたが、国環研への組織

方向になっており、アメリカと対抗できる規模に

改革があり、地球環境研究センターができました。

発展しています 。それぞれの国はその支部です 。

地球環境問題については、他の省庁より先に環境

これからはアジアでも意識して進めていく必要が

庁が取り組んだのではないでしょうか。

あります。アジアの人がアジアで研究していくの

加藤：そのとおりです。それは、公害問題と闘っ

が最終的なゴールですが、それまでの間、私たち

てきた長い歴史があるからだと思います。国環研

が現地に出かけて行って研究し、教育したり、研

は、日本の環境対策、研究、行政、市民運動の重

究者を受け入れるなど、うまくつないでいくこと

みが反映されたものとなっており、国際的にもリ

です。そして、一緒に成長していかなければなり

ーダーシップを発揮しているのは非常に嬉しいこ

ません。

とです。私は評価委員になっていますが、国環研
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最先端の知見を非研究者に伝えて！

とおっしゃる方もいます。また、以前ほどメディ

加藤：国環研の仕事には大変満足していますが 、

アで取り上げられなくなった環境ホルモンについ

さらに期待したいことが二つあります 。一つは 、

て、最近、専門外ではありますが、大学の先生か

国環研では最先端の研究をしていただき、現在、

ら、
「環境ホルモンは誤報だったのか？」と言われ

どこまで解明されているか、反対に何がわかって

ました。これは研究者にも反省していただきたい

いないのかなどを国民にわかりやすく伝えてほし

と思います。研究者仲間だけのコミュニケーショ

いんです。これは研究者だけの仕事ではありませ

ンではなく、研究者以外の人に伝える努力は必要

んが、税金を使って仕事をしているのですから 、

です。

説明責任があると思います。このニュースに同封

井上：おっしゃるとおりだと思います。現在、若

されてくるアンケートや昨年の CGERニュース通

い人、または、環境問題にあまり関心のない人た

巻150号(Vol.14 No.2 (2003年5月号))にも書きまし

ちに働きかけていくことに取り組んでいます。動

たが、機関誌は誰に向けて、誰を想定して発行し

画と芸術性を兼ね備えた情報発信を、デジタルア

ているのかを明確にするべきです。6月に評価委員

ートの人たちと共同で行う準備を進めています。

として国環研に伺った時に、理事長にもお話しい

そもそもアートは時代のもっとも関心のあるもの

たしました。貴研究所から4つの機関誌(国立環境

を表現しているわけですが、現代では環境が最大

研究所ニュース、環境儀、地球環境研究センター

テーマだと考え、自分たちのアートで表現したい

ニュース、AsiaFlux Newsletter)が送付されて来ま

という強い意向を持っています。

すが、そのうち一つくらいは 、研究者ではなく 、

加藤：そういった人たちからいろいろなアイデア

行政やその他環境に関心を持っている一般の読者

が出てくるでしょうから、協力していくのはいい

向けのものであってほしいのです。しかし、研究

ことですね。

者に要求しても無理な場合がありますから、フリ

井上：実は、来年開催される「愛・地球博(愛知万

ーライターに書いてもらうなど工夫が必要です 。

博)」の企画があります。愛知万博を契機に、若い

できたら文系の人がいいでしょう。
「沈黙の春」の

世代が気軽にインターネットや携帯メールで環境

著者であるレイチェル・カーソンは文学的才能が

のサイトを見ることができて、アピールできるよ

あったと思いますし、「奪われし未来」の著者のな

うなものを制作できたらと考えています。映像的

かにはコミュニケーションの専門家がいますから、

に美しく、訴えかけるものでなければなりません

メッセージが伝わるんだと思います。

から、芸術家の協力が必要です。総合科学技術会

井上：CGERニュースは広い分野の地球環境の研

議にも自然科学や社会科学だけではなく、アート

究者とのコミュニケーションという位置づけで発

も入れるように要請していくつもりです。科学と

行しておりますので、当センターの情報を発信し

アートがうまく融合すれば、いいものができるの

ているだけではなく、他機関の研究や地方自治体

ではないかと思っています。

の方からも執筆していただいています。読者も

加藤：是非進めていただければと思います。国環

様々ですが、研究者でも専門外ですと理解するの

研は公開シンポジウムなどで努力しているのはよ

が難しい場合があり 、私も気をつけてはいます 。

く知っていますが、なかなかメッセージが届きま

地球環境問題は日々の生活にすぐに影響が見えな

せんね。私たちのNGO活動も同様で、まだまだや

いのに、一度起きてしまうと戻れないものですか

るべきことがたくさんあります。

ら、正確な知識を伝えることが重要です。

井上：市川先生(元国立環境研究所長)は、
「わかり

加藤：科学者が知っている問題を誰もが理解して

やすいというのは、レベルを下げることではなく、

いるわけではないので、ていねいに説明しなけれ

最高レベルの話を理解してもらう努力が必要だ」

ばならないと思います。地球温暖化問題はもう周

とおっしゃっています。

知のことと思っているかもしれませんが、私がい

加藤：そのとおりだと思います。私が若い時に読

ろいろな人に会うと、「あれはフィクションか？」

んで今でも印象に残っているのは、遠山啓の数学
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書です。数学者であれだけ心に響くものを書ける

現在、活動の

人もいます。もちろん、国環研にも西岡さんや昨

柱は三つありま

年亡くなった森田さんなど何人かいらっしゃいま

す。一つは憲法

すけれど、繰り返しますが、すべての研究者に要

のなかに環境問

求しても効率はよくありません。グループを作っ

題を位置づける

てチームで進めていくといいでしょう。

ことです。その

NPO法人 環境文明２１
NPO 法人環境文明21は、循環
社会の創造へ向け、ライフスタイ
ル・価値観の変更や社会システム
の転換を目的に活動している環境
NGOです。今、日本の環境NGOの
強化が必要です。あなたも活動に
参加しませんか。
入会等詳細は、ホームページ
(http://www.neting.or.jp/eco/kanbun/)
を参照してください。

国環研にもう一つ私がお願いしたいのは、健康

ために、憲法部

管理に注意してほしいということです。研究者は、

会を立ち上げま

最先端の研究をして、論文を学会誌に出すために

した。二つ目は、

無理をしているのではないでしょうか。私たちの

グリーン経済。

活動にもご協力いただいた森田恒幸さんが昨年急

つまり、持続可

逝されましたが、森田さんも無理をしていたので

能な社会を支える経済とはどんなものかを考える

はないかと思います。今の私の最大の戦略は長生

ことです。その一環として、日米合同ハワイセミ

きして地球環境の変化を自分の目で見ることです。

ナーをこれまで5回開催し、意見交換をしています。

見る

ということも大切なのではないかと考えて

そして 、三つ目は環境教育に力を入れています 。

いるからです。ですから、研究者の方も健康には

議員に対してロビーイングを行ってきた結果 、

注意して、これからの地球環境の変化を見ていた

2003年7月に「環境の保全のための意欲の増進及び

だきたいのです。

環境教育の推進に関する法律」が制定されました。
私が知る限り、日本でNGOが直接働きかけてでき

環境NGOの活動に期待

た環境分野の法律としては、
「特定製品に係るフロ

井上：最後になりましたが、加藤さんが代表を務

ン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

めてらっしゃるNPO法人「環境文明21」の活動に

(フロン回収破壊法)」とこの環境教育推進法の二

ついてお聞きしたいと思います。

つだけだと思います。しかし法律は枠組みだけな

加藤：11年前の1993年に環境省を退官し、団体を

ので、具体的方法等を検討しているところです。

立ち上げ、昨年10周年を迎えました。会員は様々

井上：大変興味深い活動をされてますね。資金面

な人で構成されており、国環研の研究者にも会員

などでご苦労もあったかと思いますが。

になっていただいています。これまでの活動とし

加藤：いろいろな方々に支えられてきました。森

ては、米国が京都議定書離脱を表明した時に他団

田恒幸さんもそのお一人です。かつて数字の出な

体とともにデモをしました。「食卓から考える環境

いものに興味がないとおっしゃっていた森田さん

倫理」などの書籍の自費出版もしています。書籍

は、亡くなる2、3年前から数字に表現できない私

はスタッフだけではなく、会員の方も執筆に協力

たちの活動に非常に熱心に協力してくれました 。

してくれています。会報で呼びかけると必ず数人

私自身もいろいろな人に訴えかけていく時に、環

集まってくれ、そこでまとめたものを出版しますが、

境倫理などは重要だと考えています。

常に注文がありますから、

井上：二酸化炭素の海底隔離の問題でも、将来の

社会に対する働きかけはで

排出を先取りしているわけですから、倫理の面か

きているのではないかと自

ら見て進めていく必要があります。原子力の問題

負しています。昨年12月に

も同じですね。

出版された私の著書「環境

加藤：研究者の最大の関心事は学会など研究者仲

力」は、学者風の書き方で

間の研究だと思いますが、NGOとつきあうのは決

はなく、読みやすく書いて

して時間の無駄ではないと思います。変わりがた

おり、10万部のベストセラ

い世の中を変えようとするNGOの奮闘にも期待し

ーを目標にしています。

てください。
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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？

札幌市

地球環境問題に関する札幌市の取り組み
札幌市環境局環境都市推進部 温暖化対策担当課長
1. はじめに

黒河 雄幸

表1 全国と札幌の二酸化炭素排出原因の構成比(2000年)

札幌市は、わずか百数十年で人口180万人を超え
る全国でも有数の大都市に成長しました。継続し

門 民

全

国

26%

21%

40%

13%

札

幌

58%

33%

77%

2%

て計画的な都市づくりを進めてくる中で、やはり

生 運

輸 産 業

廃棄物

部

その他

例にもれず、昭和35年以降の高度経済成長期には
急速な都市化が進み、冬季暖房に起因する大気汚
染、生活排水による水質汚濁、スパイクタイヤ粉
塵汚染、ゴミ処理など著しい公害を経験し、市民
意識の高揚や対策技術の進歩、規制強化等により
においては民生部門で約58% 、運輸部門で33%程

解決を図ってきました。
現在、札幌市では、自動車交通公害や廃棄物処

度と推定され(表1)、このうち運輸部門の半分程度

理対策など大都市共通の都市生活型環境問題へ引

は自家用自動車によるものと推定されることから、

き続き取り組むとともに、複雑に絡み合ってしま

札幌市では、二酸化炭素の約70%が市民のライフ

った地球環境問題に関しても、地球温暖化防止や

スタイルに起因していることが裏付けられました。

循環型社会形成に向けて積極的に取り組んでいこ

また、1990年から2000年にかけての札幌市の二
酸化炭素排出量は全体で約20%伸びているものと

うとしているところです。
そのような中、地球温暖化問題は札幌市が環境

推計していますが、これは、人口増と日常生活・

の街を目指していくうえで重点的に取り組むべき

自動車利用におけるエネルギー消費量の相乗効果

課題と考えており、様々な施策の連携した展開に

が主な要因であり、これらの排出特性をふまえる

より積極的な取り組みを進めているところです。

と、やはり札幌市における温暖化対策は市民のラ
イフスタイルを中心に取り組んでいく必要があり
ます。

2. 札幌市における二酸化炭素の排出
札幌市内で排出される温室効果ガスは、寄与率
で95% が二酸化炭素で占められていることがこれ

3. 温暖化防止への取り組み

までの調査で判明しています。したがって、札幌

札幌市では、これまで清掃工場廃熱を利用した

の地球温暖化対策は二酸化炭素を中心としていく

発電や融雪、下水処理水の流水エネルギーや熱を

必要があります。

利用した流雪や融雪、ゴミ固形化燃料(RDF)によ

二酸化炭素排出に関する札幌市の特性としては、

る地域熱供給事業、ペットボトル等を再資源化す

寒冷な気候のため、家庭等での冬季暖房・給湯用

るなどのためのリサイクル団地、児童会館や小学

の燃料消費が多いこと、産業部門の立地が少ない

校への太陽光パネル設置(写真1)による新エネルギ

消費型都市構造であることなどがあげられます。

ーへの理解増進など、地球環境に配慮した取り組

一方、二酸化炭素の部門別排出量について目を
向けてみると、全国平均では民生部門と運輸部門
を合わせても50%未満であるのに対し、札幌市内

みを相次いで進めてきました。
市民・事業者・行政がそれぞれの役割のもと、
様々な具体的取り組みを進めることを定めた2001
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イベント認定事業」、市条例による企業用「環境保
全行動マニュアル」の整備、市の率先として新し
いタイプの省エネルギー対策「ESCO事業」(注1)
の導入、新エネルギー普及のための「太陽光発電
導入」
、「地中熱利用」、積雪寒冷地の特性を生かし
た北国ならではの「雪冷熱利用」などについて 、
積極的に取り組んでいく予定です。
地球環境全般に関する施策は、このプログラム
とともに循環型社会構築のためのゴミ処理・リサ
写真1

イクルの推進などを合わせた総合施策として実施

小学校への太陽光発電の設置

していく予定です。

年策定の温暖化対策推進計画においては、市民や
事業者が省エネルギー活動を進めながら、札幌市
では、エネルギーの有効利用、循環型社会の実現、

4. 札幌市環境プラザの開設
環境問題については、将来に向けた取り組みを

環境教育学習の推進、市民や事業者の環境保全活

考えるうえで、次世代を担う子ども達が環境につ

動の支援を進めることとしています。

いて学ぶ場や市民の活動や情報交換、交流の場の

これを受けながら、札幌市としても率先して

必要性がかねてより指摘されており、札幌市では

2001年に全庁を対象としたISO14001を取得し 、

2003年9月に交通至便なJR札幌駅北口に、環境活動

2002年度末には1999年度比で二酸化炭素量では

の拠点として環境プラザ(写真3)を他の市民活動施

8％、経費で8億8千万円の削減を達成するなど、積

設との複合施設の形で開設しました。

極的な取り組みを進めてきました。

約500 m2 のスペースに、環境のことを考える展

しかしながら、二酸化炭素の具体的な削減を進

示物、約80名が収容できる環境研修室、ボランテ

めるためには、これまで以上に市民行動が目に見
えて動き始めるための有機的連携が図られた施策
展開が必要と考えられ、本年度、さらに二酸化炭
素排出量の削減を強力に進めるためのCO 2削減ア
クションプログラムをスタートしたところです。
このプログラムは、家庭での生活や自動車利用
などライフスタイルにおける省エネ行動を中心に、
新エネルギー・省エネルギーに関するハード系事
業も取り込んだ2004〜2006年度の3カ年にわたる実
行計画として、「市民の温暖化に関する危機意識を
醸成する」
、「市民の間に環境行動に関するムーブ

写真2

総合環境イベント「環境広場さっぽろ」

メントを起こす」、「市役所が大きな率先行動を進
める」、「率先行動などを市民・事業者に波及させ
ていく」といった4本の施策の柱を設け、さらにそ
れぞれの柱を複数の施策で構成したものです。
いくつかの施策を例示しますと、市民理解増進
のため環境に関する多様な講座・セミナーを数多
く実施する「環境マラソン講座事業」
、ムーブメン
ト喚起のためひとつの区に集中的に環境関連事業
を投入する「環境モデル区事業」、市民へのエコの
浸透を図るため、イベントのエコ化を図る「エコ
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ィア等の活動コーナーなどを配し、重層的活用と

現在、札幌市は「世界に誇れる環境の街さっぽ

応用性に配慮したつくりになっています。また、

ろ」を目指して効果的な施策の展開を図ろうとし

別の階では、環境に関する図書等やマルチメディ

ているところですが、そのためにも、従来にも増

アの閲覧・貸出、共用施設の利用なども可能とし、

して、環境省、北海道をはじめとする関係行政機

様々な利用形態に応じていくものです。

関との連携、市民・事業者との協働による広がり

さらに、環境学習、各種環境活動及び相談等に

を持たせた連携などが必要です。

応じるとともに、環境情報の発信の場としての機

他の数多くの環境関連諸施策とも相まって、次

能を盛り込んだほか、環境学習推進のための市環

世代の人々から感謝の言葉をいただけるような持

境保全アドバイザーや環境教育リーダーといった

続可能な社会を手渡すべく、良好な環境の確保や

人的支援や教材貸出も行っています(写真4)。

環境にやさしいライフスタイルの浸透などに努力

順調に利用が高まっており、様々なコラボレー

を重ねたいと思います。

ションによる環境保全活動も環境プラザの場を中
心に実施されるようになるなど、ますます市民活
動等の拠点としての利用が期待されます。

------------------------------------------------------------------(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

現在、札幌市職員による運営ですが、さらに環
境活動の充実進展を図るにはどのような運営形態

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

が望ましいか、環境プラザの具体的事業はどのよ

を保証する事業のこと。(事務局注、EICネットより引用)

うなものがよいかなどについて、市民が自由参加
できる懇談会形式で行政と市民が議論を深めてい
るところです。
5. おわりに
温暖化の問題をはじめとして、地球環境問題は
従来の加害者と被害者の関係で整理できず、責任
と役割も自ずと不明確なままです。また、温暖化
の影響が毎日の生活に具体的な影響を及ぼさない
ことから、行動に結びつきにくいのが残念ながら
写真4

現状といえます。

環境教育リーダーによるネイチャースクール

国立環境研究所で研究するフェロー：于 雲江 (Yu, Yunjiang)
(国際室 JSPSフェロー)
中国から来た于雲江です。生ま

ました。そこで、5 5 k mの砂漠地帯を走る鉄道

れは、美しく広大な草原と砂漠が

(Baotou市〜Lanzhou市)の線路が砂に埋もれてしま

広がる内蒙古自治区です。生まれ

う危険のある沙坂頭(Shapotou)地区における生態

故郷では、砂嵐や砂漠化現象に悩まされていたの

構造に関する研究プロジェクトに参加しました。

で、私は砂漠化の研究に取り組むことを決意しま

ここでは、1958年から中国の科学者が研究を行っ

した。高校卒業後、内蒙古林業大学に入学し、砂

ていますが、これまでの研究と効果的な手法によ

漠管理について学びました。1987年に大学を卒業

り、移動砂丘であった沙坂頭地区の砂丘は安定し

してから、中国北西部で、適正な植生構築による

たものになってきており、植生や生物多様性は豊

砂嵐からの鉄道線路の防御をテーマに研究を始め

かになってきました。この成功事例は中国におけ
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鳥取大学乾燥地研究センターにて

る砂漠化対策の

い印象となって残っています。もちろん、刺身や

モデルとなって

すしなどの日本食も十分に楽しんでいます。つく

おり 、 そ の 理 論

ばは素敵な公園のある美しい街で、研究機関もた

や方法は他の地

くさんあります。つくば市は決して大きくはあり

域でも応用され

ませんが、住みやすく、人々は親切です。私は仕

て い ま す。 海 外

事や生活でいろいろな人のお世話になりました 。

からも多くの研

特に、清水先生や研究室の方々(小松崎さん、中崎

究者が訪れ 、 こ

さん、松原さん)にはお礼を言いたいと思います。

こで共同研究を行いました 。沙坂頭での成果は、

趣味はいくつかありますが、ひとつは旅行です。

世界で最も環境保護が進んでいる500の地域のひと

私は、様々な自然の風景や名所旧跡を見学するの

つとして、国連から表彰されました。

が好きです。読書も趣味で、三国志のような中国

1999年に砂漠化関連の研究分野において中国で
最も権威のある研究所である中国科学院・砂漠研
究所で修士過程を修了した後、北京師範大学で博
士課程の研究を始めました。

の古い歴史小説や詩、特に李白や杜甫など中国の
古代の詩を読むことが大好きです。
中国は世界で三番目に国土面積が大きい国です
が、人口は世界一です。また、古い歴史があり 、

私はこれまで、中国科学院が支援する二つの研

世界四大文明の一つにもなっています。改革・開

究プロジェクトに参加しました。それらの研究を

放政策が実施されてから、中国経済はこの26年間

通して、生態学的環境の重要性を実感しました。

で急速に発展し、日本など諸外国の企業に大きな

2002年10月、JSPS(日本学術振興会)フェローと

市場を提供してきました。私は日本と中国は今後

して来日し、国立環境研究所 国際共同研究官の清

ますます協力していくべきだと思っています。科

水先生のもとで研究する機会を得られたのは本当

学の面だけではなく、経済や文化、スポーツなど

に嬉しいことです。

の面においてもです。また、私個人もこれからい

現在、国立環境研究所では、バイオトロンの植

ろいろな分野の日本の研究者と協力していきたい

物生育用環境制御室などの実験装置を利用して、

と考えています。皆さん、機会があったら是非中

中国北東部のHorqin沙地で見られる数種の植物が

国に来て下さい。その時には私にご一報を！

風砂によって受ける生態・生理学的影響につ
いて研究しています。風砂は世界中のいろい
ろなところで起こり、植物の生長や発生に影
響を与えています。風砂に対する様々な植物
の生態・生理学的反応を観察することにより、
植物が風砂にどう適応していくかを調べよう
としています。こういった基盤的ではありま
すが科学的な研究が、中国で砂漠化対処を実
施していく時に役に立つに違いありません。
日本に来てから1年以上が経ち、日本に関す
る私の理解も深まりました。日本が豊かな国
になったのは科学技術の進歩によるところが
大ですが、一方で、美しい自然の風景や素晴
らしい環境が維持されており、私のなかで強

中国寧夏自治区の沙坂頭砂漠
(于雲江氏より提供: TongYong travelling network,China,
http://www.51766.com/www/detail/view̲detail.jsp?info̲
id=1100002191&cust̲id=zwspt)

＊本稿は于 雲江さんご自身が書かれた原稿を事務局で和訳したものですが、原文(英語)は最後のページ
に掲載されています。
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サイエンスキャンブ2004開催報告
地球環境研究センター NIESアシスタントフェロー

犬飼 孔

地球環境研究センターが設置し、森林生態系の
二酸化炭素収支をはじめとする総合観測を実施し
ている苫小牧フラックスリサーチサイト(以下、苫
小牧FRS)において、2004年7月27日から29日にか
けてサイエンスキャンプ2004を実施しました。こ
の行事は、全国の高校生・高専生を対象として 、
体験学習を通して科学技術に対する関心を高め 、
創造性豊かな青少年を育成することを目的として、
財団法人日本科学技術振興財団が主催し、全国の
写真2

公的試験研究機関が受け入れ機関となって、毎年

土壌呼吸チャンバーの設置風景

開催しているものです。地球環境研究センターで

機器を用いて測定した結果とほぼ同じ測定値を得

は、1999年より受け入れ機関として参加し、昨年

ることができました。

度までは地球環境モニタリングステーション−落

植物の光合成速度の測定は、一定時間での葉の

石岬において実施してきましたが、本年度は苫小

重さ(単位面積あたり重量)の増加量を測るという

牧FRSにおいて開催しました。

方法で行いました。今年は天候が悪く、霧雨の中

今年度は、全国の応募の中から選抜された高校

で実験を行ったため、残念ながら有意なデータを

生8名が参加しました。まずは苫小牧FRS全体の施

得ることができませんでしたが、いずれの実験も

設見学から始まり、苫小牧FRSで実施されている

高価な観測機器を使わずに三角フラスコやアルミ

観測研究をはじめとする、地球環境研究センター

ホイル等の比較的身近な物で光合成量や土壌呼吸

が実施している地球環境モニタリングの概要の講

量を測定できるということに、参加者達は驚いた

義を行いました。その後、今回のキャンプの目玉

様子でした。

である「アルカリ吸収法による土壌呼吸速度の測

また、北海道大学苫小牧研究林の森林資料館や、

定」と「半葉法による植物の光合成速度の測定 」

財団法人日本野鳥の会が運営するウトナイ湖サン

を実施しました。

クチュアリネイチャーセンターを訪問、見学し、

土壌呼吸速度の測定は 、地表面に箱 (チャンバ

解説員の方に説明を受けました。

ー)をかぶせ、箱の中の二酸化炭素の増加を測ると

今回は苫小牧FRSで開催する初めてのサイエン

いう方法で行いました。実際には箱の中の二酸化

スキャンプということもあり、盛り沢山な内容で

炭素の増加を目で見ることはできないため、箱の

参加者も多くの知識を持ち帰ることができたこと

中に薬剤を入れて、その薬剤の重量増加量を測定

と思います。私達にとっても、若い視点からの疑

しました。この実験の結果、現地で最新鋭の観測

問や発想に接することができ、非常に有意義な3日
間でした。
参加者（五十音順、敬称略）
川本 雅士 （京都・立命館高等学校）
佐々木翔太 （北海道・室蘭大谷高等学校）
高田 綾子 （埼玉・川越女子高等学校）
中村 有希 （兵庫・神戸高等学校）
飛高真梨奈 （大分・佐伯鶴城高等学校）
福島 俊則 （群馬・桐生高等学校）
森川 佳奈 （広島・西条農業高等学校）

写真1

観測塔前での記念撮影

山越 雄太 （千葉・木更津高等学校）
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つくば科学フェスティバル２００４
この催しは、青少年の科学に対する夢を育むために、市内の各研究機関の研究者や教育機
関の教職員・生徒等によるわかりやすい実験や展示などを通して、科学の面白さや大切さを
理解し、楽しんでもらう科学イベントです。このフェスティバルも今年で第９回目となりま
すが、地球環境研究センターでは、ぱらぱらマンガや環境問題関心度チェック等を用意し、
皆さんのお出でをお待ちしております。
テーマ：未定 (2003年：「あけてみよう！ふしぎがいっぱい かがくのとびら」
出展67ブース、入場者8000名以上)
期 日：平成16年10月9日(土)〜10月10日(日)
場 所：つくばカピオ（つくば市竹園1‑10‑1）
主 催：つくば市、つくば市教育委員会、つくば市科学教育事業推進委員会
共 催：筑波研究学園都市研究機関等連絡協議会
出 展：つくば市内の研究機関、小中学校・高等学校他
入場料：無料

地球温暖化研究イニシャティブシンポジウム
「気候変動研究の現在と将来戦略」
平成14年度に始まった総合科学技術会議「地球温暖化研究イニシャティブ
（気候変動分野）
」は、温暖化総合モニタリング、将来予測・気候変動研究、影
響・リスク評価、対応政策研究の4つのプログラムで構成されており、わが国に
おける気候変動研究の包括的推進をめざしてきました。開始以来2年が経過した
現在、気候変動研究の現状と課題および今後の研究戦略を議論するためにシン
ポジウムを企画致しました。皆様の積極的なご参加をお願い申し上げます。
日時：平成16年11月30日(火) 10:00〜17:00
場所：国連大学ウタント国際会議場
主催：内閣府（予定）
共催：日本学術会議地球環境研究連絡委員会、国連大学（予定）
問い合わせ先：内閣府総合科学技術会議事務局 環境・エネルギー担当) 北川浩之(Email: hkitaga@op.cao.go.jp)
−−− プログラム −−−
10:00-10:20

10:20-10:50
11:00-12:00
13:00-13:50
13:50-14:40
15:00-15:50
15:50-16:50

17:00

開会
挨拶

薬師寺泰三 総合科学技術会議議員（予定）
中野政詩
地球環境研究連絡委員会委員長
安井 至
国連大学副学長（予定）
総合報告「わが国の気候変動研究の到達点と課題」
小池勲夫
地球温暖化研究イニシャティブ気候変動分野座長（東京大学）
セッション１：観測・モニタリング研究
セッション２：将来予測・気候変化研究
セッション３：影響・リスク評価研究
セッション４：対応政策
報告と討論「気候変動研究の将来戦略」
地球温暖化研究イニシャティブ世話人
小池勲夫（東京大学）
、松野太郎（地球フロンティア研究システム）、
三村信男（茨城大学）
、西岡秀三（国立環境研究所）
閉会
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スーパーコンピュータによる地球環境研究発表会
第12回
国立環境研究所地球環境研究センターが運用するスーパーコンピュータシステムは、当研究所の研究の
ほか、国内外の地球環境研究者の利用に供されています。標記の発表会は、このスーパーコンピュータシ
ステムを利用したさまざまな地球環境研究の最新成果の発表や、利用者間の意見交換などを目的に年に一
度開催されます。研究者のみならずスーパーコンピュータを用いた地球環境研究に関心をお持ちの多くの
方々のご参加をお待ちしています。
◆日時◆ 平成16年10月4日(月) 11:00〜17:25
◆場所◆ 国立環境研究所 地球温暖化研究棟交流会議室
◆主催◆ 国立環境研究所 地球環境研究センター
◆問い合わせ先◆ 国立環境研究所 地球環境研究センター 総合化・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. cgercomm@nies.go.jp
11:00〜11:05
11:05〜11:15
11:15〜11:30

11:30〜11:45
11:45〜12:00
13:00〜13:15

13:15〜13:30
13:30〜13:45
13:45〜14:00
14:00〜14:15
14:15〜14:30
14:30〜14:45
14:45〜15:00
15:10〜15:25
15:25〜15:40
15:40〜15:55
15:55〜16:10
16:10〜16:25

開会挨拶
西岡 秀三 (国立環境研究所地球環境研究センター長)
スーパーコンピュータ利用研究概要紹介
藤沼 康実 (国立環境研究所地球環境研究センター研究管理官)
EP-TOMSデータとCCSR/NIESナッジング化学輸送モデルを用いた亜熱帯西太平洋域オゾンの
年々変動の解析
秋吉 英治 (国立環境研究所成層圏オゾン層変動研究プロジェクト)
気象研究所成層圏化学輸送モデルによるオゾンQBOについて
柴田 清孝 (気象研究所環境・応用気象研究部)
森林の分光反射特性のシミュレーション
武田 知己 (国立環境研究所地球環境研究センター)
NICE (NIES Integrated Catchment-based Eco-hydrology)モデルを用いた霞ヶ浦流域での地下水流
動が水循環に及ぼす影響の再現シミュレーション
中山 忠暢 (国立環境研究所流域圏環境管理研究プロジェクト)
長江流域の環境変動が東シナ海の海洋生態系に与える影響
渡辺 正孝 (国立環境研究所水土壌圏環境研究領域)
大気海洋間の物質輸送に及ぼす飛散液滴の効果
小森 悟 (京都大学大学院工学研究科)
k-ε空間平均モデルを用いた都市キャノピー内及び上空の気流解析
足永 靖信 (建築研究所環境研究グループ)
準地衡風楕円体渦間の合体法則と楕円体渦モデルの改良
李 英太 (電気通信大学大学院)
成層乱流中の熱・物質輸送
花崎 秀史 (京都大学大学院工学研究科)
直角直線座標系における大気数値モデル中の地形・物体の表現について
余 偉明 (東北大学大学院理学研究科)
大規模山岳風下側における渦の形成特性
穂積 祐 (京都大学防災研究所)
積雲対流の大規模組織化についての数値実験
中島 健介 (九州大学大学院理学研究院)
簡略な水惑星GCMに見られる熱帯域降水活動の放射冷却率鉛直分布依存性
林 祥介 (北海道大学大学院理学研究科)
新排出シナリオに基づく新しい気候変動シナリオの推計に関する研究
内山 貴雄 (気象研究所気候研究部)
Synoptic scale variability of atmospheric CO2 in continental boundary layer: model and observations.
Shamil Maksyutov (Frontier Research Center for Global Change)
動態植生結合大気大循環モデルの開発
大石 龍太 (東京大学気候システム研究センター)
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大気大循環モデルを用いた降水変動に対する陸面影響評価
山田 朋人 (東京大学生産技術研究所)
大気海洋結合モデルによる20世紀の気候再現性
野沢 徹 (国立環境研究所大気圏環境研究領域)
スーパーコンピュータのプログラムチューニングの流れ
浜田 邦靖 (NEC/HECグループ/HPCセンター)
総合討論
閉会挨拶
井上 元 (国立環境研究所地球環境研究センター総括研究管理官)

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

「APGC−Post Flux Meeting」開催のお知らせ
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.utokyo.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。

パソ(マレーシア)観測プロット訪問記
マレーシア半島部の中央近くの森林保護区内にマレーシア森林研究所と
国立環境研究所が共同で運営している熱帯雨林の調査区を訪れたのは7月初
頭、オイル椰の根元に散布された化学肥料の白色が悲しげな蒸し暑い日で
あった。この調査区の内部にはスミソニアン研究所と前出の2者とが協力し
て運営している50ヘクタールの観測プロットもある。地図上ではクアラル
ンプールからすぐにみえるが、高速道路を経由してまわりこむと2時間ほど
のドライブ。車窓からの森や町の風景の変化、バスを待つ人々の姿などに
目を奪われているうちに到着する。保護林のまわりはオイル椰やゴム園で、
そこで働く人々の生活圏に近く、マウナロアのように昼食持参でなければ
訪問できない隔絶された場所を想像していた身にはいささかの驚きであった。
森へ入る。このような調査区で得られている木の胸高直径の分布図は何の変哲もない、平面上に小円
がばらまかれているだけの簡単なものであるが、実際の鬱蒼と覆いかぶさってくる熱帯林を目の当たり
に一本一本測定していくことを考えるとそれだけで腰が引けてしまう。
パソの観測塔は2本の30 m塔と1本の50 m塔を三角形の頂点に配置、30 mの高さ部分をアルミフレーム
のキャノピーウオークウエイで連結した構成で、塔は階段で乗降。キャノピーウオークウエイからは密
に重なり合う葉のおかげで地表面は見えない。50 m塔の頂上での現地スタッフの観測機材撤収作業を、
樹冠の絨毯の高さから見学していると、足元の板の下の地上は30 m下であることをつい忘れる。
50 m塔に登る。ところどころ周辺の木々から抜きん出た大木の幹
に夕日が差込む幻想的な遠景はまぶたに焼きつくことになりそうだ。
滞在した短い間には、シャワールームへのサソリ出現事件や、数
時間に及んだ観測用のバルーンの引きおろしの苦闘があり、まさに
百聞は一見にしかずの経験であった。奥田さん(国立環境研究所生
物圏環境研究領域 室長)および現地スタッフの方々に感謝したい。
(パソの森での研究や動植物については、http://www.nies.go.jp/
biology/pasoh/index.html をご覧ください)
地球環境研究センター NIESフェロー
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勝本 正之

キャノピーウオークウエイ(地上30m)から

地球環境研究センター(CGER)活動報告(2004年7月)
地球環境研究センター主催会議等
2004. 7.27
第2回グローバル・カーボン・プロジェクト(GCP)セミナー(つくば)
渡邉信生物圏環境研究領域長(環境研究基盤技術ラボラトリー長併任)を討論者とし
て迎え、地球温暖化研究プロジェクト JSPSフェロー Dr. Agneta Fransson 、EFフェロ
ー Dr. Melissa Chierici、JSPSフェロー Dr. Heike Luegerが、 The Global Carbon Cycle
as Viewed From the Water Sciences を発表した。
27〜29 苫小牧フラックスリサーチサイトにてサイエンスキャンプ2004(北海道)
詳細は本誌16ページを参照。
所外活動(会議出席)等
2004. 7. 1
Post IPCC-TEAP 3LAM Workshop出席(Canan NIESフェロー/東京)
5〜9
Asia Oceania Geoscience Society(AOGS)第1回年会 ブース出展(勝本NIESフェロー/シン
ガポール)
詳細は、後日 本誌に掲載。
11〜16 Global Carbon Project 4th Scientific Committee Meeting出席(Canan NIES フェロー/インド)
15〜16 GISカンファレンス2004参加(藤沼研究管理官・森係長・勝本NIESフェロー/東京)
詳細はホームページ(http://www-cger.nies.go.jp/index-j.html)を参照。
見学等
2004. 7. 1
2
22
28
28
29
30

福島県立相馬高等学校1, 2年生一行(31名)
プラズマ分光分析研究会一行(16名)
福岡県立八幡高等学校理数科2年生一行(21名)
JICA地球地図作成技術研修員一行(11名)
群馬県立太田高等学校1年生一行(46名)
長崎県立長崎北陽台高等学校理数科1年生一行(31名)
機器分析研究会一行(20名)

2004. 7.24
国立環境研究所夏の大公開
2004年7月24日(土)に国立環境研究所「夏の大公開」として、研究所の一般公開が行われました。当イ
ベントは、従来、環境月間(6月)に開催していた「一般公開」を、より一般者(特に子どもたち)に参加し
ていただくために、開催時期を夏休み期間にずらして行われたものです。
地球環境研究センターは、｢ぱらぱらマンガ｣や「環境問題関心度チ
ェック」など子ども向けの簡単な工作・クイズを企画しました。また、
地球温暖化研究棟に施されている温暖化対策技術のデモンストレーシ
ョン、パネル展示による地球環境モニタリングの概要紹介、波照間・
落石岬モニタリングステーションで行われている温室効果ガスなどの
自動観測について紹介したアニメーションの放映を行いました。
当日は、夏の日差しの中、同様のイベントでは過去最高の1700名に
及ぶ方々に来訪していただき、幅広い年齢の方々が、真剣に、かつ楽
しみながら環境問題について学ばれていました。
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Yu Yunjiang, JSPS fellow
(Office of International Coordination)
I came from the P. R. China, born in Inner
Mongolia autonomous region, where both
beautiful vast grassland and great desert are
found. People in my hometown sometimes
suffer from the sand dust storm and
desertification, so I decided to engage in the
studies on desertification combating, and after
graduating from high school, I entered Inner
Mongolia Forestry College to study desert
controlling. After graduating from this college in
1987, I began my research career in northwestern
China, focusing on railway protection from wind
sand flow by developing proper vegetation. I
participated in a research project on ecological
construction in the Shapotou section where
railway extends from Baotou city to Lanzhou city
over a 55-kilometer desert being threatened by
sand-burial. Since 1958 Chinese scientists have
been conducting their researches. By long-term
I visited the Arid Land Research Center, Tottori
researches and effective practice, the movable
University at Tottori Pref., Japan.
sand dune in the Shapotou section has already
been transformed into a stable dune, and the
vegetation cover has increased and biodiversity has been enriched. Its success has been regarded as a model in
desertification control in China, and now its theory and practice have been extended and used in other area in
China. Many scientists from other countries have visited this achievement and conducted cooperative research.
This achievement has made Shapotou one of the 500 best environmental protection units in the globe awarded
by the United Nations.
In 1999, I got the master degree from
Institute of Desert, Chinese Academy of
Sciences, which is a top institute for
research related to desertification in China,
and then entered Beijing Normal
University for my doctoral degree.
I have presided over the two research
projects supported by Chinese Academy.
Through these studies I realized the
importance of ecological environment.
In October 2002, I had an opportunity to
become a JSPS fellow, and it was my
honor to receive JSPS Fellowship and
conduct my research under the direction
of my host researcher, Dr. Shimizu.
Desert at Shapotou, Zhongwei, Ningxia
autonomous region, China*

Now in the National Institute for Environmental Studies (NIES), we are exploring the ecophysiological effect
of wind sand flow on some desert species in Horqin sandyland of the northeastern China by using some
good facilities such as Environment-Controlled Growth Cabinets in Phytotron. Wind sand flow occurs

frequently in many parts of the world, and affects the growth and development of plants. By
observing and measuring the ecophysiological responses of different plants to wind sand flow, we
attempt to identify the adaptability of these plants to wind sand flow. These basic but scientific
studies should be useful to implement the desertification combating in China.
Having lived in Japan for more than a year, I have gotten more knowledge about Japan: Japan has developed
science and technology which made it become a rich country. Meanwhile, the beautiful natural scene and good
environment were strongly impressed on my memory. Of course, I also enjoy delicious Japanese foods, such as
Sashimi, Sushi …etc...
Tsukuba is a beautiful city with many nice parks and gardens, and there are many famous institutes. Although
this city is small, everything is convenient. People here is friendly and cooperative. I got many help in both
workplace and in the city, especially from Dr.Shimizu and ladies in his laboratory, Komatsuzaki-san,
Nakazaki-san, Matsubara-san…... I am full of gratitude to them for helping me.
I have some hobbies. I love to make trips and enjoy different types of natural scenes and places of historic
interests. I also love to read Chinese literatures, especially classic history novels, such as “Historical Novel of
the Three Kingdoms (Sangokushi),” and poems, especially poems by Li-bai (Rihaku) and Du-fu (Toho).
It is well known that China is the third biggest country, which has largest population in the world, and China has
a long culture history and is one of the four ancient civilizations. Since the policy of reform and opening has
been implemented, the economy of China has developed quickly in the last 26 years. China has been providing
a great market for enterprises from other countries including Japan. I hope that Japan and China will be more
closely cooperating in the future, not only in science but also in economy, culture, sports…and so on, I would
like to cooperate with Japanese researchers in all fields in future. Please come to China if you have a chance,
and call on me!
* From

: TongYong travelling network, China

