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1. 政策決定者が知りたいのはなにか

温暖化政策に携わる人たちが科学者から聞きた

い知見は何なのだろうか？これから世界の科学者

数千人を動員して行われる気候変動に関する政府

間パネル(IPCC)第4次評価報告書作成作業は、そ

の要請にまっすぐに応えることを最終の目標とし

てなされなければならない。数千ページに及ぶ分

厚い部会報告書のエキスは最終的に統合報告書に

まとめられ、国際気候政策決定に中核的な情報を

提供する。それゆえ、ブッシュ大統領は、就任直

後、2001年の第3次統合報告書作成過程に疑念を呈

した。問いを受けた全米科学アカデミー委員会は、

IPCCの内容はまったく正しいとしながらも、統合

報告書の作成過程には政策的配慮が入りやすいと

答えた。ゆえに、昨年11月ウィーンでのIPCC総会

では、統合報告書を再度作るか否かの論議に結論

は出なかったが、IPCCは次回総会での作成提案に

向けて、統合報告書が取り組む疑問内容と透明な

作成プロセスを提案すべく、このスコーピング会

合を開催したのである。

今回会合は、きわめてオーソドックスなストー

リー性を持つ筋立てでこれに応えた。政策決定者

が知りたいのは以下の疑問への答えである。すな

わち、一体気候変化はすでに起きているのか？(ま

だ行動しなくても良いのではないか？)気候変化は

そんなに大変な結果をもたらすのだろうか？(ほか

のことに優先して行動しなければならないほど重

大なものなのか？)一体それは人間が引き起こした

ものなのか？(自然現象ならいくら二酸化炭素を減

らしてもしょうがないから。)もしそうならどんな

対策があるのか？特に適応策と抑制策をどう組み

合わせるのがいいのだろうか？政策を打つために

知らねばならない変化の性質はなんなのか？こう

した問への答えは一体どれほど科学的に確かなの

か？(Box 1)。こうした疑問は、これまでも国際政

策決定においてキーとなる論議を巻き起こしてき

た。

第3次評価報告書でも、これらの疑問への答えは

かなり出されている。気候変化の兆候はすでに見

られ、自然への影響が現れ始めている。このまま

進めば、生態系・人間社会へ不可逆の重大な影響

を及ぼす。変化の原因の多くが人間起源である可

能性が大である。経済に大きな影響を与えること

なしに、技術的と社会的な対応によって抑制する

手立てはあり得る。

しかし、それぞれの結論に至る科学的根拠のす

べてが十分に確立したものではまだない。第3次評

価報告書以降に進められた科学技術の努力が、ど

れだけこの結論を固めるだろうか、あるいは否定

するだろうか。おおむねこれから1年間、統合報告

書のこの疑問に向けて、部会報告書作業が順次始

まっている。

IPCC は2007年に何を伝えるのか？

―第4次統合報告書Scoping会合報告―

地球環境研究センター長／国立環境研究所理事　　西岡 秀三

2004年7月6日～8日、ジュネーブ: 世界気象機関(WMO)本部　

出席者：約80人　IPCC 議長、副議長、各部会共同議長、UNFCCC事務局代表者、IPCC ビューロー。各部会

からの執筆担当者(LA)、査読編集者(RE)数名。NGO、産業界(持続可能な発展のための世界経済人

会議(WBCSD))、政府、など。適切な地域バランス、専門性を考え、議長が選定。

日本からは、杉山大志氏(電力中央研究所)、中島映至氏(東京大学)、平石尹彦氏((財)地球環境戦略

研究機関)、西岡

概　要：IPCC第4次評価報告書の統合報告書作成プロセスと内容構成原案が検討され、11月のIPCC総会に諮

られることとなった。会合では、政策決定者に向けて、簡潔でストーリー性を持った、確立された

知見と不確実性を併記し、気候システムの慣性や遅れ、地域性や他の政策との連携を念頭に置いた

報告書とすることを前向きの積極的な討議でまとめた。
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Box 1 統合報告書構成案　(7月26日事務局まとめ)

I. Scope (範囲)
・IPCCの手続きに基づき、統合報告書は「IPCC評価報告書および特別報告書に含まれる内容を統合しまと

め上げたもの」となる。その範囲は第4次評価報告書への3作業部会の貢献に書かれた内容をふまえる。
また、必要に応じて、他のIPCC報告書からの情報も持ってくることになる。読みやすい、政策決定者向
けに専門的すぎないスタイルで書かれ、広く政策に関連するが政策に中立的な疑問(policy-relevant, but
policy-neutral questions)をとりあげる。統合報告書は、おおむねそれだけで独立に読めるものであるが、
さらに知りたい読者のために、もとになる文書への案内がされるようにする。

・統合報告書の主要な顧客は政策決定者、特に各国政府、政策決定者への助言者、専門家などである。し

かしほかの人々が本報告書を利用することにも留意。
・統合報告書は以下の2部からなる。
－政策決定者用まとめ(SPM：Summary for Policy Makers) : 本文5～10ページ＋図表

－長めの報告書(Longer Report)：本文30～50ページ＋図表
・出版されるときには、用語集、地図、索引が付く。
・第4次評価報告統合報告書は、国連公用6カ国語に翻訳されて、それだけで読める独立した報告書として

出版される。統合報告書(SPMおよび長めの報告書)と英語での各部会報告書および国連公用語でのこれ
ら報告書のサマリー(SPMとTechnical Summary)を含んだCD-ROMがこれに付く。

Ⅱ. 内容
以下の構成が提案されている。
・前書き

議長による前書きでは、本報告書の歴史、構成、ほかの第4次評価報告書との関係、トピックスや地域
に関するさらに詳細な情報へどうアクセスできるか、それらの相互関係について述べる。想定されるユー
ザーについても述べる。第4次評価報告の横断的課題が統合報告書でどのように扱われたかについても言

及する。
・イントロダクション

ロバストな新たな発見を取り上げ、現存する知識の主要なギャップについて言及しながら、政策に関

連する課題の文脈を明らかにする。
・トピックス

1. 観測された変化(WG 1, 2, 3)
過去の気候変化／過去の気候変化が自然システムと社会へ及ぼした影響

2. 気候変化の原因(WG 1, 2, 3)
自然と人為の要因／炭素サイクル、その他を通じてのフィードバック

3. 種々の異なるベースラインシナリオのもとでの、短期・長期の気候変化とその影響(WG 1, 2, 3)
鍵となる脆弱性／ハザードとリスク／水、エコシステム、人間福祉、開発／地域での意味
時間スケール　慣性と時間遅れ(Lag)の意味するところ

急激な(Abrupt)および不可逆的な変化のリスク．
4. 適応と抑制のオプションと対応(WG 2, 3)
適応策：範囲、限界、効果と強化方法　

抑制策：過去の経験と現在のオプションと政策
適応と抑制のオプション間の相互関係：タイミング、技術、開発と統合化の課題　

5. 長期の温室効果ガス濃度の安定化(WG 1, 2, 3)
種々のレベルでの安定化とその意味するところ
コスト、利益および避けられる損害
シナリオとオプションのタイミング

付録
ユーザーガイド
(特に、統合報告書やそのもとになった各部会報告での各地域や課題ごとの詳細情報へのアクセスについて)

用語集、索引、略語集、著者および査読者リスト
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2. 政策決定のバイブル：統合報告書

よほどの専門家でも、1000ページにもなる各部会

報告を全部読む(読める)人はいない。部会報告は

種々の科学的報告をまんべんなく集めてそれらを

吟味しているものだから、研究者には研究動向を

知るのに絶好の科学の現状評価報告なのだが、政

策担当者を含む一般人にはとても難解で読めるも

のではない。結局何が起こってるの？もっとわか

りやすくストレートな結論を教えてよ、というこ

とになる。部会報告を書いた科学者による客観的

なまとめがなくて、部会報告書のままで放り投げ

られたら、それぞれの国・団体・人が勝手にいい

とこどりをして意見を述べ始めるだろうから、国

際交渉もまとまらない。

科学はコンセンサスで決まるものではないだろ

うにという批判はいつでもある。そうは言っても、

科学の現状からここまでは言えるという線を誰か

が、多分科学者自身が出す必要はある。部会報告

に書かれていないことまでがいつの間にか統合報

告書に入っていたとか、第2次評価報告書ではその

承認手続きで紛糾したとか、第3次評価報告統合報

告書のように最初に細かい設問を設定しすぎて、

答えのほうが硬直的なあるいは一部重複するもの

になってしまったとか、いったい誰が責任を持っ

て書いたのかわからないという声への反省もある。

今回、スコーピング会合に先立って、IPCC事務局

が各国政府に意見を求めたところ、ほとんどが統

合報告書は絶対にほしい、それもうんと短いもの

をという意見が大半を占めた。ゆえに、今回は、

作成手順で疑念がわかないようにあらかじめオー

プンな形で手順を示しておくこととし、分科会を

設けてその原案を作成した(Box 2)。執筆チームは、

部会共同議長たちとしっかり仕事をしたリードオ

ーサーから何人かを 1年後までに選んで決め、

IPCC議長自らが率いる。政府や専門家の査読も期

間を十分取る、わかりやすく書くため種々の工夫

をする、等々を定めた。

3. ポスト京都を裏打ちする第4次評価報告書

統合報告書の内容は、政策決定への科学的根拠

としてもっとも頻繁に引用されるものであり、ま

た政策決定者のみでなく一般にも膾炙するもので、

必要性は大きく中身は重要である。日本ではいま

だ京都議定書の目標達成に向けた短期の議論が中

心であるが、この第4次統合報告書は、京都以降の

論議を念頭に置いた、かなり長期間を見据え、い

ま何をやるべきかの示唆を科学界から出す、重要

な報告となるであろう。日本からも執筆担当者を

出すべく努力が要るし、報告書のわかりやすい形

での配布等への支援も考えられる。

今回会合では、相変わらず不確実性の扱いが随

所で論議された。特にサウジアラビアが不確実性

を強調すべきとの論調で強硬であったが、逆に、

何が科学的に確実になったか、頑健度の高い知見

をきちんと書き込めとの意見も多数出た。いずれ

にしても不確実な点をはっきりし、さらなる科学

的取組をすることが重要であるとの結論であった。

また、進行しつつある気候変化と対応を要求す

る途上国への配慮から、今回は抑制策よりも適応

策への言及が多かった。一方、もう何のために政

策を打たねばならないかの科学的根拠を示せとい

う論議はもう済んだこととし、抑制策を強調すべ

きとの意見もあった。いまだに政策を打つ必要性

についての説明が必要な国もあることを考慮すれ

ば、今回の目次案で良いのではないかと考えられる。

統合報告書作成プロセスが政治的過ぎないかと

の(米国等の)批判を受けて、プロセスについての

検討が集中的に行われ、これも比較的すっきりし

た方針が示された。しかし、統合報告書執筆者に

Review Editorを入れるか否か、執筆者は政府の推

薦で行うか、執筆開始の時期などについての論議

が残った。

会合はPachauri議長の采配とカナダや豪州等、核
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となるメンバーのリードで全体にうまくまとめら

れた。作業部会長などは聞き役。サウジアラビア

は相変わらず不確実性とSpill Over(抑制策の経済

影響)を強調。米国政府(H. Watson)は唯一の発言

で、報告書は短くと述べたのみで態度不明。統合

報告書に疑念を示している中国からの出席者もか

なり前向きに参加。ロシアは、京都議定書批准に

強く反対しているIPCC副議長Israelは欠席したが、

ほかの出席者がロシア大統領経済顧問Illarionovの

モスクワ気候科学会合での(率直かつやや不勉強

の)質問に答える形式がよいとの意見出し。英、独、

オーストリア、仏の欧州勢は確実に議論を引っ張

っていた。

会合途中でPachauri議長より、第一作業部会共同

議長Susan Solomonが日本のブループラネット賞を

受賞したことのお祝い報告と花束贈呈があった。

前にいた英国人が、この分野での最高の賞だよと

隣の同僚に説明していた。

Box 2 作成プロセス

Ⅰ. 執筆チーム

・IPCC議長が執筆者チーム(CWT：Core Writing Team)をリードする。CWTのメンバーは、IPCCの手続き

に従って各作業部会共同議長との相談で、IPCC議長が指名する。執筆チームの構成はビュローの合意事

項。CWTには、3作業部会共同議長、各作業部会執筆者チームからそれぞれ最低4～6人程度選ばれたも

のを含まねばならない。CWTのメンバーは、見解の幅や地域代表制を考慮しながら、CWTがその任務達

成に必要な科学技術的専門性を持つことが確実であるよう選択される。

・第3次評価報告統合報告書のケースにならって、CWTが拡張執筆者チーム(EWT: Extended Writing Team)

の援助を受けることが示唆されている。第4次評価報告の各部会報告書各章執筆者から最低一人は含ま

れるべき。EWTの機能は執筆協力者(CA: Contributing Authors)と同等である。

・査読者(Review Editors) は執筆者を助ける。

Ⅱ. スケジュール

・執筆チームは、第4次評価報告各作業部会での課題内容がさらに明確になる作業部会の第二回リードオー

サー会合の後、2005 年7月に選ばれる。

・統合報告書執筆は、作業部会が専門家査読に対して返事を送る時点の2006年5月に始める。

・2006年5月から2007年7月の間にCWT会合を3回開催する。

・CWT会合だけでなく、各リードオーサー会合が作業部会執筆者からの入力を得る機会に活用される。

・IPCCの手続きに述べられているように、第4次評価報告統合報告書第1次ドラフトは8週間の政府・専門

家同時査読にかけられる。

・最終ドラフトは、第4次評価報告統合報告書が採択／承認されるパネル会合8週間前に政府および参加機

関へ提出される。

・統合報告書およびそのSPMの採択／承認は2007年の10月初めと見られる。

Ⅲ. 運営

・統合報告書の推進、作成と査読は、IPCC事務局の援助を得て、IPCC議長のもとで執り行われる。

・第4次評価報告統合報告書の作成には、査読プロセス、編集、報告書レイアウトなどの管理に大変な技術

支援がいる。こうした支援はIPCC事務局によってもとりまとめや作業については可能である。第4次評

価報告統合報告書の編集時期には、これに加えて適切な専門スタッフの雇用が必要である。議長は、イ

ンドからのIn-kindの貢献として、自分の所属機関からの支援でできるとも示唆している。ほかの方法と

して、各作業部会の事務局(TSU)からどの程度の援助を得られるかも勘案する必要がある。第4次評価報

告統合報告書の時には、図表の作成にデザイン専門家が執筆チームと一緒に仕事をした。執筆時にサイ

エンティフィックコミュニケーションの専門家からの助言と支援を得たらという示唆もある。

・第4次評価報告統合報告書の運営、執筆、査読、レイアウト、出版に必要な資金の見積もりについては、

この全体作業を行うオプションの詳細にもとづいて、第22回パネルで示される予定。



1. 背景

大気中の二酸化炭素など温室効果気体の増加に

よる地球の温暖化について、かねてより世界の各

研究機関でコンピュータによる将来の気候変化見

通し計算が行われている。このような計算では、

大気・海洋を格子に分割し、その上で物理法則を

近似して解く。この格子の細かさを解像度といい、

解像度を高くするほど大規模なコンピュータ資源

が必要となる。従来は、大気が300 km、海洋が100 km

程度の解像度の計算しか行えなかったが、今回、

世界最大規模のスーパーコンピュータである地球

シミュレータを利用することにより、大気が100 km

程度、海洋が20 km程度の、世界で最高解像度の地

球温暖化の計算を行うことに成功し、空間的によ

り詳細な気候変化の検討が可能となった。

2. 計算の概要

1900～2000年については観測された温室効果気

体濃度等の変化を与えて計算を行い、2001～2100

年についてはIPCC(気候変動に関する政府間パネ

ル)により作成された将来のシナリオのうち二つに

ついて計算を行った。一つは将来の世界が経済重

視で国際化が進むと仮定したシナリオ「A1B」

(2100年の二酸化炭素濃度が720 ppm)、もう一つは

環境重視で国際化が進むと仮定したシナリオ「B1」

(2100年の二酸化炭素濃度が550 ppm)である。

3. 地球規模の結果

地球規模の結果は、従来より得られている見通

しと概ね同様であった。2071～2100年で平均した

全地球平均の気温は1971～2000年の平均に比較し

て、B1で3.0℃、A1Bで4.0℃上昇、同じく降水量は

B1で5.2％、A1Bで6.4％の増加となった(注1)。気

温上昇の地理分布は、北半球高緯度で大きく、海

上に比べ陸上で大きい(図1)。

4. 日本の夏について

2071～2100年で平均した日本の夏(6・7・8月)の

日平均気温は1971～2000年の平均に比較してシナ

リオB1で3.0℃、シナリオA1Bで4.2℃上昇、同様に

日本の日最高気温はシナリオB1で3.1℃、シナリオ

A1Bで4.4℃上昇となった。日本の夏の降雨量は温

暖化により平均的に増加するという結果となった

(2071～2100年平均で1971～2000年平均に比較して
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地球シミュレータによる最新の地球温暖化予測計算が完了

― 温暖化により日本の猛暑と豪雨は増加 ―

国立環境研究所 大気圏環境研究領域　主任研究員　　

(地球環境フロンティア研究センター　グループリーダー 兼任) 江守 正多

東京大学気候システム研究センター　教授　　住　 明正

東京大学気候システム研究センター　教授　　木本 昌秀

国立環境研究所 大気圏環境研究領域　主任研究員　　野沢　 徹
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要旨

国立大学法人東京大学気候システム研究センター(CCSR)、独立行政法人国立環境研究所(NIES)、独立行政

法人海洋研究開発機構地球環境フロンティア研究センター(FRCGC)の合同研究チームは、世界最大規模のス

ーパーコンピュータである地球シミュレータを用いて、2100年までの地球温暖化の見通し計算を行った。この

計算は、地球全体の大気・海洋を計算するものとしては現時点で世界最高の解像度(細かさ)を持つ。地球規模

の結果は、従来より得られている見通しと同様の結果が得られた。今回は、2100年までの日本の夏の気候予測

について、これまでよりも詳細な解析を行った。この結果、気温、降水量とも平均的に増加した他、真夏日の

日数、豪雨の頻度とも温暖化が進むにつれて平均的に増加することが示唆される結果が得られた。今後の解析

により、地域的な気候変化についてさらなる知見が得られることが期待される。

なお、本研究は文部科学省の人・自然・地球共生プロジェクトにより実施されたものであり、予測実験に使

用されたモデルは、CCSR、NIES、FRCGCで開発された、高解像度大気海洋結合気候モデル(K-1モデル)である。



シナリオB1で17％、シナリオA1Bで19％増加)。こ

れは、熱帯太平洋の昇温と関係して日本の南側が

高気圧偏差となり、日本付近に低気圧偏差をもた

らすと同時に暖かく湿った南西風をもたらすこと、

および、大陸の昇温と関係して日本の北側が上空

で高気圧偏差となり、梅雨前線の北上を妨げるこ

とによると見られる(図2)。また、真夏日の日数は

平均的に増加するという結果となった(図3)。これ

は、平均的な気温が上昇することによるもので、

気温の年々の振れ幅には大きな変化はないと見ら

れる(図4)。さらに、豪雨の頻度も平均的に増加す

るという結果となった(図5)。これは、平均的な降

雨量が増加することに加えて、大気中の水蒸気量

が増加することにより、一雨あたりの降雨量が平

均的に増加することによると見られる（注2)。

＊本稿は国立環境研究所ホームページ(http://www.

nies.go.jp/index-j.html)からもご覧になれます。

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

(注1)気温上昇量の絶対値の予測には大きな不確実性
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図2 計算された、将来の日本周辺の夏
季(6・7・8月)における降水量変化(カラ
ー)、500hPa高度変化(等値線)、850hPa
風変化(矢印)の分布。シナリオ「A1B」
の2071～2100年の平均から、1971～2000
年の平均を引いたもの。500hPa高度は対
流圏を代表する上空の気圧変化を表す。
Hは周囲と相対的に高気圧性、Lは周囲と
相対的に低気圧性の変化。850hPa風は、
1500m程度の高さの対流圏下層の流れを
表す。

図1 計算された年平均地表気温上昇量の地理分布。シナリオ「A１B」
の2071～2100年の平均気温から、1971～2000年の平均気温を引いたもの。
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があることが知られているので注意が必要である。現

在の世界のモデルの結果を総合すると、大気中二酸化

炭素濃度を現在の2倍に固定した場合の気温上昇量は

1.5～4.5℃の幅があると言われている。我々の今回の

モデルではこの値は4.2℃となっている。

(注2)年々の自然のゆらぎが大きいため、必ずしも真夏

日や豪雨が年を追って単調に増加するのではない。ま

た、このことに関連して、特定の年(例えば今年)の異

常気象を地球温暖化と関連付けるのは一般に難しい。
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図3 計算された、1900年から

2100年までの日本の真夏日日
数の変化(2001年以降について
はシナリオ「A1B」を用いた結

果 )。日本列島を覆う格子
(100km×100km程度)のうち一
つでも最高気温が30℃を超え

れば、真夏日1日と数えた。都
市化が考慮されていないこと、
広い面積の平均を基にしてい

ることから、絶対値は観測デ
ータと直接比較できない。相
対的な変化のみが重要。

図4 計算された、1900年から
2100年までの日本の領域で平均

した夏季(6・7・8月)の平均気
温(2001年以降についてはシナ
リオ「A1B」を用いた結果)。黒

線が年々の値で、赤線が10年移
動平均を施したもの。2071～
2100年の年々のゆらぎの標準偏

差は0.52で(黄色)、1971～2000
年の標準偏差(水色)0.54と比較
して大きくない。都市化の影響

は考慮されていない。

 

0

2

4

6

8

10

12

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

図5 計算された、1900年から

2100年までの日本の夏季(6・
7 ・8月 )の豪雨日数の変化
(2001年以降についてはシナリ

オ「A1B」を用いた結果)。日
本列島を覆う格子(100km×
100km程度)のうち一つでも日

降水量が100mmを超えれば、豪
雨1日と数えた。広い面積の平
均を基にしていることから、

絶対値は観測データと直接比
較できない。相対的な変化の
みが重要。
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生きるために殺すのがルール

西岡：地球環境研究センターニュースのインタビ

ューでは、環境と人間社会との接点を探るため、

多方面の方にお話を伺っています。野口さんは自

然と人間との間で、自然に対する人間側のセンサ

ーの役割を果たしていらっしゃいます。また、富

士山清掃などの活動を通して世の中に対してメッ

セージを発しておられます。今回は、野口さんに、

なぜ自然が好きになったのか、ご自身の活動の中

で自然の長期的な変化をどんなところで感じてい

らっしゃるか、それをどう解決していくかなどを

伺いたいと思います。

まず、自然についてです。私が子供の頃は自然

しかありませんでしたが、最近の子供たちは自然

に触れる機会が少なくなっています。野口さんの

本「落ちこぼれてエベレスト」の中にキジをさば

いている写真がありました。ご自身はどんなふう

に自然と接してこられたのでしょうか。

野口：私はロンドンのはるか南にある全寮制の学

校で中学と高校を過ごしました。そこでは夕食の

量が少なかったのでお腹がすきました。中学も高

校も夕食後深夜近くまで授業があり、校長先生の

方針で、勉強する時には空腹の方がいいというこ

とだったのです。お腹はすいても校内に売店はあ

りませんし、仲間と学校の裏庭でキジを捕まえ、

さばいて食べました。これは非常に貴重な体験で

した。生き物の肉が自分たちの口に入るまでにど

ういう段階があるかわかると、むやみに食べ物を

残せなくなりました。特に鶏肉は。

西岡：他のものの生命を奪って我々は生きている

ことを実感するわけですね。

野口：主宰している「環境学校」で、鶏を買って

きて首を落とすことを子供たちに体験させたいの

ですが、親たちの激しい抵抗にあいできません。

西岡：親たちもそういう体験をしていませんから

ね。私も子供の時に家で鶏を飼っていて、母がつ

ぶして肉にして出してくれた時、なかなか食べら

れませんでした。自分自身でさばくことはしなか

ったのですが、考える機会はありました。

野口：コンピュータゲームで簡単に殺すことがで

きますから、現在は生死についてあまり深く考え

ることがありません。生き物を生活のために実際

に殺すことから、ありがたみを感じていくんです。

キジの体験は動物との接点の始まりでした。遊び

で殺すのではなく、生きるために殺すというのを

当時から仲間とルールにしていました。

環境はバランス感覚が大切

西岡：自然との関係を自分自身の体験、しかも食

べるという基本的欲求とのつながりとして知るチ

ャンスは、今の世の中でなかなかありません。野

口さんはそれを取り戻す活動をされていますね。

野口：8月18日から白神山地で「環境学校」を行い

ます。世界遺産にも登録された白神山地には、古

来より自然に深い畏敬の念を持ち、山に入ってク

マをとり、山菜を採ることを生業としてきた「マ

タギ」がいます。白神山地が世界遺産に登録され

て、マタギは環境保護団体や動物保護団体から眼

の敵にされていますが、マタギの生き方から森(自

然)との関わりや共存について考えていきたいと思

っています。私は常に、環境というのは、自然、

人間、文化を含めたバランスのとれたものだと思

っています。地球のための環境であれば、極論と

しては人間が死ねばいいのかも知れません。しか

し人間のための環境という観点では、バランスが

大切です。環境学校で間伐をしキャンプファイア

ーをすると、参加者の親からクレームがつきます。

木を切るという行為は環境破壊というイメージを

インタビュー 人と環境の未来のために
第8回

アルピニスト：野口 健氏

インタビュアー：西岡秀三(地球環境研究センター長／国立環境研究所理事)
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持っているからです。環境保護が偏った考え方に

なっていないでしょうか。

西岡：まったくその通りです。環境の研究でも、

人間とかけ離れたところで自然を扱っている人が

いる一方、人間がいかに環境資源を使っていくか

という観点でしか研究しない人もいます。共生、

バランスはわかりにくい概念であり、進めている

なかで判断がつきにくくなることがあります。野

口さんは体得していらっしゃいますが、“さとり”

を開かれたのはどんなきっかけだったのでしょう。

野口：子供の頃から外交官である父の仕事の関係

でいろいろな国に生活したことが影響していると

思います。

西岡：おそらくそれに基づいているのでしょう。

日本にだけ住んでいると気づかないこともありま

すが、途上国に行きますと、自然を大切にしない

と生きていけないのを感じます。

野口：富士山の山頂には鳥居があり、信仰の場と

して登山するのにごみが多いのは本当に驚きます。

環境という概念があまりない途上国ですら、神聖

な場所にごみはないのに。ネパールでは、街はき

たなくても聖なる山にはごみはないんです。宗教

は道徳の役割も果たしていると思います。

西岡：日本にも万物に神様が宿ると信じられてい

ましたから、宗教はあったはずです。

野口：いつからかなくしてしまったのでしょうね。

途上国では宗教が社会の大切な役割を担っていま

す。エベレスト清掃登山を始めた時、ネパール人

は最初理解してくれなかったのですが、自分たち

の神聖な山をきれいにするという気持ちを持って

からはとても協力してくれました。環境はシンプ

ルなものが土台となり専門的なものに広がればい

いのですが、日本ではまだ土台がしっかりしてい

ません。ひとつには、一般市民と専門家との連携

がうまくとれてないからではないでしょうか。

科学者は世の中に危機感を伝えて！

西岡：確かに、研究者は深く追究していきますが、

連携はとれていません。新聞にエベレストの標高

が年々低くなっているというのが載っていました。

気候変動問題の研究をしているとそれはあり得る

ことだと思いますが、そういう地球上の様々な変

化について報道されても、それは雑誌等に載って

いることで、実際に目で確認できないことだった

り、科学者には、不確かなことは言えないという

説明の限界があります。しかし私は、科学者とし

てはここまでしか言えないが、個人としては気候

変動の前触れに違いないと書いたことがあります。

野口：それは世界中の科学者が抱えている問題で

しょう。キリマンジャロの雪が少なくなっている

のにびっくりしましたし、以前、テレビ番組の撮

影でスイス・アルプスの氷河を見てきました。何

年かおきに氷河の末端に看板を立てていて、それ

を見ると、ここ数年はものすごい勢いで氷河が後

退していることがわかります。このままのスピー

ドで後退していくと、スイス・アルプスの氷河は

50年後には3割程度しか残らないそうです。科学者

にこれは温暖化のせいなのかと聞いたところ、彼

の答えは「そう考えられる」というものでした。

研究者は根拠となるデータを収集していますが、

野口健(のぐち けん)氏プロフィール xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1973年、ボストン(アメリカ)生まれ。
外交官の父とともに、サウジアラビア、日本、エジプトなど世界各地で少
年時代を過ごす。イギリスの立教英国学院高校1年生の時に上級生を殴って
停学処分となり、旅に出た途上で植村直己の著書と出会い、登山を始める。
1999年5月エベレストの登頂に成功し、7大陸の最高峰世界最年少登頂記録
を25歳で樹立。その後は、野口隊のリーダーとしてエベレスト清掃登山に
尽力。2001年には日本隊に参加し遭難したシェルパの遺族を補償するため、
シェルパ基金を設立する。また、次世代の環境問題を担っていく人材の必
要性を感じ、「野口健　自然学校」を開校。エコツーリズムのあり方につい
て、政治・行政サイドから意見を求められ、環境省や東京都の委員も務め

る。活動は多岐に亘るが、現在は、富士山の世界遺産登録がその中心に据えられている。「富士山から日本を変
える」をスローガンに、日々、精力的に活動している。著書には「落ちこぼれてエベレスト」など多数。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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利用の仕方をもう少し工夫し、世の中に危機感を

伝えてくれるといいと思います。

西岡：危機感を与えるようなことは言ってはいけ

ないのではと思われています。どこに根拠がある

のかが問題になりますから。

野口：データなど根拠は大切なので、専門家がう

まくメッセージを伝えてほしいですね。シンポジ

ウムなどでいろいろな人とお会いしますが、科学

者のお話は難しく、しかも自分の研究発表といっ

た感じです。会場はしーんとなってしまい、私は

自分の意見を言う時には注意を引きつけようとジ

ョークを交えて話しますが、また、科学者の番に

なると静まりかえってしまいます。これはもった

いないと思います。専門家ではない人たちに興味

を持ってもらえる工夫をしていただきたいですね。

西岡：おっしゃる通りだと思います。

野口：ところで、ちまたで“環境、環境”と言わ

れていますが、本当に熱心か？というと、言葉が

はびこっている程ではないようです。2003年3月に

日本で世界水フォーラムが開催されました。世界

中の学者や識者が議論しているとき、茨城県笠間

市にあるふじみ湖は産業廃棄物の処分場にするた

め、埋め立てられることが決定されました。同時

期に私はテレビの取材でアフガニスタンの難民キ

ャンプを取材しました。そこで見たのは川の跡で

した。ある時から冬に山が白くならなくなり、川

の水が干上がってしまったそうです。アフガニス

タンの人々は生まれたときから戦争と隣り合わせ

で生活しているので、戦争は生活の一部になって

います。むしろ、水が干上がったために死んでい

く人がたくさんいます。そのとき戦争難民より環

境難民が多いことを知りました。もし地球温暖化

のせいで雪が降らなくなり、水が干上がってしま

ったとしても、アフガニスタンの人々は二酸化炭

素をそんなに出していませんから、これは先進国

のせいなのです。スタッフから「頑張れ！」と声

を掛けてくれと言われましたが、頑張っている人

にそう言えなかったので、私は「私たちが加害者

です」と言いました。水不足で難民となってしま

う国がある一方、ふじみ湖のようにエメラルド色

をした美しい水をたたえて、貴重な生物が生息し、

周辺地域の人々の水源にもなっている湖を埋め立

ててしまうところもあります。日本は水が豊富な

国と思っていますが、実はそうではないのに。

産みの苦しみ－東京都レンジャー

西岡：さて、野口さんはエベレストを中心に清掃

登山活動をされてきましたが、今後は富士山を活

動の拠点とされるそうですね。7月には「青木ヶ原

樹海ごみゼロ作戦」も発表されました。

野口：実は、富士山が好きで、好きで、とっても

大好きでやっているわけではないんです。私の富

士山へのこだわりは、いい意味でも悪い意味でも、

富士山は日本の象徴だからです。外国の登山家か

ら、世界で最も汚い山は富士山だと言われたとき、

初めは意味がわからなかったんです。アルピニス

トは通常、冬に登山することが多く、雪で汚い物

が隠れて見えなかったのですが、夏に登ってみて

驚きました。山小屋の裏にはゴミが大量にあり、

トイレも垂れ流しの状態で岩肌にペーパーが絡み

つき、カピカピに乾燥して岩肌の一部になってし

まっています。最も驚いたのは、山頂に立ったら

目の前に自動販売機がパンパンパーンと並んでい

て、異様な光景でした。五合目は原宿の竹下通り

のようなお店がたくさんあり、ふもとにはラブホ

テルの看板が並んでいます。

西岡：看板についてはやる気になれば規制できる

はずです。

野口：富士山の地元にある環境省のレンジャーの

事務所には、旅行会社から山頂にコンビニはある

かとの問い合わせがあったそうです。街にあるも

のと同じものを自然に求めているんです。富士山

を見ていると自然との接し方について考えさせら

れますね。ごみについても、五合目以上より被害

が甚大なのは樹海です。ごみは地元だけではなく、

トラックで全国から運ばれてきます。最近は医療
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廃棄物が多く、薬品が漏れて土から異臭がしてき

ます。樹海清掃の参加者のなかにはその臭いで倒

れてしまう人もいるくらいです。富士山の樹海に

ものを捨てるのはもちろん違法ですが、一般の登

山者が垂れ流すトイレが環境破壊につながるとい

う認識がないのも困ります。富士山は人間社会の

縮図です。ですから富士山を変えることから、全

国にメッセージとして伝えていきたいんです。ま

た、どうやって自然を守っていくかという制度も

大切です。アメリカの国立公園を訪問してヒント

を得ました。アメリカではパークレンジャーはス

ペシャリストで、若い人のあこがれの職業です。

西岡：日本では、レンジャーにあこがれて環境省

に入ってきてもデスクワークが多く、なかなか現

場に出て活動できないようです。

野口：数においてもレンジャーの置かれている状

況についても日米で単純比較はできませんが、ア

メリカではパークレンジャーが柱となり、地元の

ボランティアとうまく連携して国立公園を管理し

ています。官と民がお互いを尊重しあい、協力し

て進めているのを見てきました。環境省でレンジ

ャーの数を急に増やすことは難しいでしょうが、

日本でもレンジャーが中心になって地元の人と連

携していくことが大切だと思っています。

西岡：残念ながら役所のシステムは簡単には変わ

りません。

野口：環境省に要求してもこの構想は実現しない

と思い、東京都で東京の自然を守る専門家を養成

する「東京都レンジャー(以下、都レンジャー)」

を作ろうと考えました。私は東京都のエコツーリ

ズムサポート会議の委員でもあり、2年間、会議の

たびに都レンジャーの提案をしてきましたが、な

かなか実現には至りませんでした。半ば諦めかけ

ていたときチャンスが訪れました。昨年9月、白神

山地で行われた会議に石原都知事が参加され、日

頃国の政策をリードするとおっしゃっている知事

に、都レンジャーの養成を提言しました。知事は

あまり興味を示してないように見えたのですが、

記者会見で、「東京都は平成16年度から“都レンジ

ャー”を作る」と発表されました。あまりにも唐

突だったので、都の職員だけではなく私自身もび

っくりしてしまいました。さらに、都レンジャー

制度を半年で作るようにとの命令があり、都の職

員と夜中まで作業しました。平成16年度は多摩地

区と環境省が世界遺産の候補地に挙げている小笠

原諸島に各3名のレンジャーを配置することになり

ましたが、小笠原では公共事業で生活している人

たちが多いので都レンジャーへの反発が強く、私

は何度か足を運び、あらゆる団体の人と会い、根

気強く説得していきました。橋などものを作るこ

とだけが公共事業ではなく、その地域を知り尽く

した専門家を養成することも一種の公共事業であ

り、島の将来について一緒に考えていきましょう

と話しました。最初は罵声を浴びましたが、だん

だんと聞く耳を持ってくれ、協力的になりました。

西岡：50年来の問題を圧縮しておっしゃったよう

に感じました。国土を破壊しながら公共事業を進

めてきたわけですが、同じお金を、人を養成し、

国土、自然を守ることに使えばいいわけです。地

元の財産にもなります。野口さんはその先兵にな

ってやってくださっているのを感じます。

野口：予算の使い方の問題です。ハードからソフ

トにシフトすべきです。本来は国がやるべきだと

思い、環境省に行って話しをしましたが、動いて

くれませんでした。日本は前例がないとなかなか

新しいことが進みません。しかし知事の一言で実

現しました。やればできるんです。都レンジャー

は日本初の地方自治体のレンジャーです。地元の

人が自分たちの住んでいる自然を守る取組です。

まず、そういうものがあって、国との連携を持っ

て行く方がいいと思っています。そうすれば、い

ろいろなことが可能になってくるでしょう。
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“富士山から日本を変える”の原点

西岡：環境は中央の人たちやよその国の人が決め

ていくものではありません。場所によって問題も

守り方も違ってきますから。

野口：「都レンジャー」の次に、現在、「富士レン

ジャー」を配置するよう山梨県、静岡県に呼びか

けています。ごみゼロ活動のために、私自身が近

隣地域に住む計画もあります。

西岡：山梨には環境科学研究所があり、そこでは

富士山学もあります。科学的な面での協力も可能

ではないでしょうか。

野口：いろいろなセンターもありますが活かされ

ていません。環境保護団体もたくさんありますが、

方法論の違いなどで必ずしもうまくいってません

し、ひとつの目的に特化しすぎてしまい、地元の

人と一体となって進めている団体は残念ながら多

くはありません。しかし目標は同じなわけですか

ら、輪ができる可能性はあります。富士レンジャ

ーを実現し、自然を守ることによって地元の人も

生活していけるバランスを築いていくことです。

西岡：野口さんのものすごい馬力に圧倒されそう

ですが、登山をしてきた体力と気力が別の場面で

も活かされているということでしょうか。私たち

が永年かけてきたことをあっという間になさって

いますね。きっかけは何だったのでしょう。

野口：高校生まで海外で生活し、そういう時は普

通、日本に対する想いは強くなり、日本がとても

恋しくなります。ところが1997年に国際隊の一員

としてエベレスト登山に参加した時、日本隊が置

いていったごみを見て、ヨーロッパの人たちから、

「日本は経済は一流だが、文化、マナーは三流だ」

と言われ、悔しい思いをしました。帰国してその

ことを発表したところ、山岳界から圧力がかかり

ました。日本を否定された悔しさと私の発言を封

じようとした一部の山岳関係者への挑戦みたいな

ことからエベレストの清掃登山が始まりました。4

年間のエベレスト清掃登山の間にシェルパが3人亡

くなっています。大変厳しい条件での作業ですか

ら、下山してから病気して亡くなったんです。彼

らは親戚や兄弟の間柄で、私は隊長として彼らを

率いていましたから、続けるべきかどうかと悩み

ましたが、シェルパと話したところ、彼らは続け

たいと言ってきたんです。ネパールの街はごみが

川に捨てられたりして汚く、彼らの住んでいる村

もひどい状態です。彼らはエベレストからネパー

ルを変えていきたいと言いました。シェルパ族は

愛国心が強いんです。その時に、環境問題の基に

なるのは、愛国心、自分の故郷を想う気持ちだと

分かりました。私も日本の象徴である富士山を変

えていくことで日本が変わると思い、活動してい

ます。

西岡：最初に食べ物の話、また富士山のトイレの

話がありました。これは人間の生存の基本です。

全体のサイクルの中で最も先鋭のところを切り開

いておられますね。今後もおおいに活躍して下さ

い。私も応援します。

＊このインタビューは2004年8月17日に行われたもの

です。

「富士山から日本を変える」をスローガンに活動する野口さんは、“自然”と言うより“人間”が好

きな人だなと感じました。アフガニスタンの難民キャンプを訪問した時のお話や、おもしろおかしく語ら

れた(実は大変な思いをしているのに)東京都レンジャーの誕生秘話がとても印象的でした。

インタビューの後、野口さんは、主宰している「環境学校」のため白神山地に向かうとおっしゃってい

ました。忙しいスケジュールのなかご協力いただき、ありがとうございました。

編集局
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台風18号による苫小牧フラックスリサーチサイト被害速報

地球環境研究センター　NIESアシスタントフェロー　　犬飼 孔

去る2004年9月7日午前9時過ぎ、長崎市付近に上

陸した台風18号(アジア名SONGDA)は、勢力を保

ったまま北海道西岸を通過し、9月8日17時には樺

太の南岸まで到達し、温帯低気圧に変わりました。

台風18号は、ちょうど50年前に北海道に甚大な風

害をもたらした洞爺丸台風と非常に似た状況で、

北海道西岸を沿うように移動し、移動速度が極め

て早く(最大90 km/時)、かつ、北海道の西岸でも

なお発達を続けたことなどにより、極めて風が強

い台風で、最大風速が50 m/秒を超え、道内で様々

な被害をもたらしました。有名な北海道大学のポ

プラ並木が一部倒壊したほか、札幌市内でも死傷

者が多数出ました。

この台風は、フィールド観測研究にも大きな被

害をもたらしました。独立行政法人森林総合研究

所北海道支所(札幌市)や北海道大学苫小牧研究林

(苫小牧市)が設置した森林微気象観測タワーが倒

壊したほか、森林内外に設置していた観測機器に

も甚大な被害が発生したと聞いています。

地球環境研究センターが運営する苫小牧フラッ

クスリサーチサイト(苫小牧市国有林内)において

も、大規模な被害が発生しました。約100 haにお

よぶカラマツ人工林では、樹高15～17 ｍの45年生

のカラマツのほぼ全数がなぎ倒され、森林そのも

のが壊滅してしまいました。林内に設置してある

二酸化炭素収支や微気象因子を計測していた観測

タワー2本(40 m、27 m)のいずれも倒壊し、装着し

ていた数多くの観測機器が損傷しました。また、

森林内に設置していた各種観測システム類の多く

が損傷しましたが、コンテナラボ等の室内に設置

していた機器については、風倒木による被害を免

れました。

現在、詳細な被害状況の把握に努めており、後

日、苫小牧フラックスリサーチサイトの被災状況

をお知らせしたいと思います。また、今後より良

い観測研究の再構築に向けて、苫小牧フラックス

リサーチサイトの復旧・再建に向けて努力する所

存です。

＊詳細はホームページ(http://www-cger.nies.go.jp/

index-j.html)に掲載されています。

写真2 8m上から倒壊した観測タワー写真1 苫小牧研究林の倒木状況

http://www-cger.nies.go.jp/index-j.html
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私は、2004年4

月より、地球環

境研究センター

にNIESアシスタ

ントフェローと

して着任致しま

した。大学院修

士課程を修了後、

民間企業勤務を

経て、2002年4月より地球環境研究センターにて環

境専門員として勤務させていただいておりました

が、本年度より積極的に研究へ携わることができ

るよう、現在の立場に変更していただきました。

学生時代は、水産学部で資源量推定や遺伝子多

様性に関する勉強をした後、農学部において湿原

の水文・気象・植生の特性の研究を実施しており

ました。また、民間企業においては、廃棄物を用

いた堆肥の大規模圃場試験や、簡易環境ホルモン

測定キットを用いた下水処理場における曝露試験

を担当しておりました。

水産学部において、のべ1年間にわたる乗船実習

で太平洋上を航海しているときでした。船員さん

から、飲み終わった容器(ビン・缶)等を深海上で

投棄することは国際法上問題ないことだが(当時)

どう思うか、という質問を頂きました。当時の私

達は、環境というものを漠然と捉えていたため、

地球環境に対する負荷が大きいために、行うべき

ではないという意見を申し上げた記憶があります。

これに対し、船員から「ゴミをきちんと破砕し

て投棄すれば、深海まで沈んで海洋上部の生態系

には影響しないだろう。また、缶やビンは海底に

ある一般的な物質で構成されており、その面でも

問題は説明されていない。一方、漁業者はゴミを

捨てることによって、漁獲量(積載量)を増やすこ

とができる。“地球環境への負荷”という曖昧な言

葉では、生活を懸けている人々は説得できない。」

という目の覚めるようなご意見を頂きました。こ

の実学的な考え方は、現在の私の環境問題へ対す

る基本概念となっています。

地球環境研究センターにおいては、森林の温室

効果ガスフラックスモニタリングの連絡調整業務

を行うとともに、窒素酸化物・オゾンや炭素循環

に関する研究を開始しています。今後は、研究施

設が多く集まっているつくばの利点を活かし、情

報収集や研究交流を活発に行いながら、研究に邁

進したいと考えています。

国立環境研究所で研究するフェロー：犬飼 孔
(地球環境研究センター　NIESアシスタントフェロー)
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＊地球環境研究センターニュースにこれまで掲載された「地方の時代：自治体は地球環境

問題にどう取り組む？」はホームページ(http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/series/

series5/series5top.html)にまとめて掲載されています。

＊地球環境研究センターニュースは、Vol.6からホームページに掲載しておりましたが、Vol.1～Vol.5もPDFで

ご覧いただけるようになりました。

http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/series/series5/series5top.html
http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/series/series5/series5top.html


－ 16 －

AOGS(Asia Oceania Geosciences Society)設立後第

1回年会が第2回APHW(Asia Pacific Association of

Hydrology and Water Resources)と合同で7月5～9日

シンガポールにて開催され、地球環境研究センタ

ーでは地球環境モニタリングを中心とした国立環

境研究所(以下、国環研)の活動紹介のためのブー

ス展示を行った。借用ブースは3 m四方の3方壁面、

幅1 m、高さ2.5 mのパネル3枚で一つの壁を形成す

るスタンダードタイプ。国環研紹介とモニタリン

グ等紹介のA1ポスター11枚を展示、また、9月よ

り当センターのWebsiteからオンラインで使用でき

るトラジェクトリー解析システム(METEX)のデモ

用PCを据え、国環研の英文パンフレットとモニタ

リング紹介英文パンフレットを積み上げ、説明員

一人が常駐していると、ほぼ適正な密度の展示ブ

ースになった。

学会自体は地質、測地、地球物理、地球化学、

大気、海洋、太陽系科学と広範囲にわたり参加者

も多く、展示コーナーと同じ空間にポスター会場

と臨時の講演会場が設営されていたことも手伝い、

常に見学者が三々五々歩き回っている状況であっ

た。モニタリング・地球環境ということで興味を

示した方が半数、声を掛けても素通りした方が半

数というのがざっくりした印象である。ブースに

立ち寄り、国環研にいたことがある、と懐かしそ

うにパンフレットを持って行かれる方から、つく

ばにあると聞いても肩をすくめて知らない、とい

う方もいた。正味3日半にわたり持参した国環研パ

ンフ130冊とモニタリングのパンフ170冊を持って

行っていただいたり、METEXの操作をしていただ

いたり、と、通常のポスターセッションでの発表

や口答発表に比べると格段に長い時間拘束される

のではあるが、それなりの効果もまたあるものと

思われる。

出展ブース数22のうち日本から9件、そのほとん

どが研究機関と大学であり、各機関ともブース出

展は試行錯誤段階と見受けられ、今後、研究紹介

の一つの場として検討する価値はあろう。出展で

のデモにおける音声付紹介ビデオと利用は、同じ

空間で講演が行われれば無声にせざるを得ず数箇

所のブースで流されると雑音効果の方が勝るよう

で、非常にインパクトの強い映像なりアニメーシ

ョンなりを無声で流し、希望者にだけ音声をきか

せるような工夫が必要、売り込みにアイコンタク

トが効を奏するのは国内外とも同じ、朝夕1回担当

者が現れ昼間は無人というブースもあったが、訪

問者等はあまり見受けられず効果は疑問、二股の

コンセントなど会場では用意されていない小物は

現地のスーパーなどで調達の要あり、などは、日

本国内で開催されていたとしても全く同じ問題点

ではないかと思われる。ちなみに今回のブース使

用料は1800US$で、1ブースあたり2名の学会参加

費もこれに含まれているが、オプションは事前申

し込みでかつ有料。学会指定の運送業者の日本代

理店経由で機材等を送ればブースで受け取りも可

能であり、返送もブースまで取りに来てくれる(有

料)。このような紹介活動がどの程度機関として、

またそこで行われる活動の認知度をあげ得るか、

数値による明快な評価は不可能であろうが、座し

て待つより打って出ることを好む筆者には格好の

機会であり、百聞は一見にしかず、は日頃の見学

対応も含めて生身の人間が生身の人間と会い、じ

かに説明することにも当てはまるのではないか、

との感を一層深めた。

地球環境研究センターのブース

地球環境研究センターニュース Vol.15 No.6 (2004年9月)

AOGS(Asia Oceania Geosciences Society)第1回年会にブース出展

地球環境研究センター　NIESフェロー　　勝本 正之
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平成16年8月2日(月)から8月6日(金)まで、関西

学院大学総合政策学部総合政策学科久野ゼミ学生

の4名が地球環境研究センターに滞在し、一週間に

わたって研修を行いました。この研修は今年で8回

目、互いに接触の場を持つ可能性が余りない文科

系の現役の学生と、ほとんどが自然科学系出身の

当センタースタッフとの間の、またとない有意義

な交流の場となっています。

研修は月曜日午後の地球環境、特に温室効果ガ

スモニタリングの紹介に始まり、翌日からは、現

在当センターで増補・改定作業を進めている「国

際研究計画・機関情報」(情報源情報データベー

ス)の内容やリンク先のチェックを行いました。こ

のデータベースは温暖化対策等、昨今の動きの早

い情勢に対応すべく、昨年度版より数十の機関や

プログラムを増補したもので、可及的速やかな公

開が望まれています。普段授業やゼミで名前の出

てくる機関名やプログラムについて、実際にその

ホームページにアクセスし、概要がデータベース

の記述と合致しているか、URLは正しくリンクさ

れているか、アドレス等に誤植はないか、などと

ともに、提供データは一般に公開されているのか、

アクセス制限があるか、といった数項目をチェッ

クしていきました。リンク先が正しくない場合は

サーチエンジンで検索します。現在準備中の情報

源情報データベースには160余の機関・プログラ

ム・データベースが含まれており、この分野でこ

れほど多くのホームページが開設されていること

自体が驚きであったようです。アクセスしたホー

ムページは当然ながらほとんど英文、各自40件の

ノルマを夜遅くまで、しかし和気藹々とこなした

のは流石でした。

また、研修3日目には、“野外調理実習”として、

恒例になっているBBQパーティの裏方の作業を行

いました。BBQには研究所内の多数の皆様の参加

を得て盛大に行われ、所内のさまざまな分野の研

究者との交流を深めることができました。他にも、

さまざまなレベルで、所員との交流の機会もあり、

環境研究全般と地球環境モニタリング研究への理

解を少しでも深めていただけたのではと思います。

情報源情報データベースを真剣にチェック

関西学院大学生研修報告

地球環境研究センター　NIESフェロー　　勝本 正之

地球環境研究センターニュース Vol.15 No.6 (2004年9月)

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://apgc2004.en.a.u-tokyo.ac.jp/
http://apgc2004.en.a.u-tokyo.ac.jp/
http://www-cger2.nies.go.jp/asiaflux/indexJ.html
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& 地球環境研究センター出版物等の紹介&
下記の出版物が地球環境研究センターから発行されています。御希望の方は、送付先と使用目的を記入

し、郵便、FAX、E-mailにて【申込先】宛にご連絡下さい。送料は自己負担とさせていただきます。なお、下

記出版物は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。郵送料および2000年以前に発行されている出版物につきましてもホームページをご参

照下さい。

［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

○下記出版物1冊のみ：ホームページに記載されている金額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

＊出版物はテーマ別になっております。
Ａ：地球環境研究センター年報 Ｄ：データベース関連

Ｉ：研究の総合化及び総合化研究関連 Ｍ：モニタリング関連

【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

タ イ ト ルC G E R No.

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D034-2004
Data Book: Material and Carbon Flow of Harvested Wood in Japan

I058-2004 CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT Vol.11-2002
I057-2004 CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.9

Vortices, Waves and Turbulence in a Rotating Stratified Fluid

マテリアルフローデータブックD033-2003
～日本を取りまく世界の資源のフロー～ 第 版2

I055-2003 CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.8
Transient Climate Change Simulations in the 21st Century with the CCSR/NIES
CGCM under a New Set of IPCC Scenarios

陸域生態系における二酸化炭素等のフラックス観測の実際M015-2003
M014-2003 Data Analysis and Graphic Display System for Atmospheric Research Using PC

地球温暖化と湿地保全に関する国際ワークショップ報告書D032-2002
産業連関表による環境負荷原単位データブック ( )D031-2002 3EID
－ のインベントリデータとして－LCA

I054-2002 CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT Vol.10-2001
I053-2002* STUDY ON THE PROCESSES AND IMPACT OF LAND-USE CHANGE IN CHINA

-FINAL REPORT OF THE LU/GEC SECOND PHASE 1998-2000 -( )
I052-2002 Proceedings of the International Workshop on Marine Pollution by Persistent Organic

Pollutants POPs The 17th Global Environment Tsukuba February 26-27, 2001( )
I051-2002 Integration and Regional Researches to Combat Desertification -Present State and

Future Prospect- The 16th Global Environment Tsukuba
I050-2002 CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT Vol.9-2000
I049-2002 Indonesian Forest Fire and its Environmental Impacts

-The 15th Global Environment Tsukuba
対流圏モニタリングデータ評価のための支援システム( )の開発M013-2002 CGER-GMET
－トラジェクトリ計算および気象場表示システム－

http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/report/r_index-j.html
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この3枚の写真、いったい何の工事だと思いますか。
かつて清渓川(チョンゲチョン)は、ソウル市中心部を東西に流れ、漢江

(ハンガン)に合流する延長約11 kmの都市内河川でしたが、暗渠化が進めら
れ、1970年代初頭には約6 kmの清渓高架道路(4車線)へと変貌し、かつての
清渓川の面影を見ることはできなくなってしまいました。
しかし近年、人と自然が中心となる環境にやさしい街づくりが見直され、

ソウル市政府は、この高架道路を撤去し、清渓川を復活させる事業を決定
したのです。
都心の大規模な河川の復元がもたらす涼しさや快適性を調べるため、

我々のグループでは復元事業の前後にわたる観測を行っています。今回のような大規模な自然の復元に
ついては先行事例がなく、大気汚染やヒートアイランドの深刻化している現実の大都市でその効果を検
証できる機会は世界で初めてといえるでしょう。
ヒートアイランド問題が深刻化しているアジアの大都市の街づくりに、我々の研究成果が活かされる

ことを夢見ています。

地球環境研究センター　主任研究員　　一ノ瀬俊明

都市に自然を取り戻す壮大な試み

2003年6月中旬(高架道路閉鎖直前)   2003年8月中旬(高架道路撤去工事中)       2004年7月(河道掘削工事中)

(筆者撮影)                          (筆者撮影)    (三上岳彦・東京都立大学教授撮影)

城東(ソンドン)区庁から西方を望む

タ イ ト ルC G E R No.

地球環境研究センター年報 (平成 年度～平成 年度)A008-2001 Vol.8 10 12
( ～ )CGER Annual Report FY1998 FY2000

「陸域生態系の吸収源機能に関する科学的評価についての研究の現状」D030-2001
国際ワークショップ報告書

京都議定書における吸収源：ボン合意とその政策的含意D029-2001
D028-2001 Institutional Dimension of Global Environmental Change, Carbon Management

Research Activity, Report of the Initial Planning Meeting, MAY 29-30, 2000,
TOKYO, JAPAN

プロジェクト報告書Ⅶ（第二期最終報告書）I048-2001* LU/GEC
－中国における土地利用変化のメカニズムとその影響に関する研究－

I047-2001* 6th International Carbon Dioxide Conference
Ⅰ ⅡExtended Abstracts Vol. ,

I046-2001 Carbon Dioxide and Vegetation: Advanced International Approach for Absorption of
2 2CO and Response to CO

I045-2001 CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.7
( )(A New Meteorological Research Institute Coupled GCM MRI-CGCM2
)-Transient Response to Greenhouse Gas and Aerosol Scenarios-

M012 CD -2001 Lake Kasumigaura Database( )
M011-2001 International Workshop for Advanced Flux Network and Flux Evaluation Proceedings

27-29 September 2000, Hokkaido University, Sapporo, Japan
M010-2001 Flux Observation Activities and Sites in Japan

霞ヶ浦モニタリングデータブックM009-2001*
M008 CD -2001 CD-ROM( ) 霞ヶ浦データベース

(＊は在庫なし)
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地球環境研究センター主催会議等
2004. 8. 3 GCP研究計画に関する講演会(東京)

GCP国際オフィスPenelope Canan事務局長が、日本学術会議・地球環境研究連絡委員
会において、GCP研究計画に関する講演会を行った。

6 Joint meeting of Mekong River Ecosystem Monitoring(MeREM)committee and Kagaku-chousei
Mekong Project(KM project) (つくば)

9月に昆明(中国)で開催する第2回メコン川モニタリングワークショップの内容を検
討するため、メコン川流域5カ国の代表者および国内関係機関が参集し、打ち合わせ
を行った。

24 第3回グローバル・カーボン・プロジェクト(GCP)セミナー(つくば)
地球環境研究センター 山形与志樹研究管理官を討論者とし、GCP国際オフィス
Penelope Canan事務局長が、“Economic Models of Climate Change”(S. J. DeCanio著)に
関し、報告と議論を行った。

所外活動(会議出席)等
2004. 8.17 シンポジウム「21世紀の水循環変動研究の展望」出席(藤沼研究管理官/東京)

水循環変動研究をめぐる国内外の研究動向について情報交換が行われ、JST/CREST
で実施する水循環研究、総合科学技術会議水循環変動研究イニシャテイブおよび国
際的な活動についての概要紹介があった。

25 原子力高度技術研究会出席(Canan NIESフェロー/東京)
(財)産業創造研究所主催の原子力高度技術研究会において、“Expert Connections in
Global Governance”を発表した。

25～27 日本生態学会51回大会参加(藤沼研究管理官・小熊主任研究員・梁NIESフェロー・犬飼
NIESアシスタントフェロー/北海道)
標記学会に出席し、自由集会「北海道の森林によるCO2吸収－フラックス観測サイト
からの報告－」において、苫小牧フラックスリサーチサイト及び天塩CC-LaGサイト
での観測結果報告を行った。

30～9.1 環境に配慮した草地管理に係わる調査事業現地検討会出席(藤沼研究管理官/北海道)
北海道立根釧農業試験場(中標津町)を会場にして、牧草地の温室効果ガス収支(フラ
ックス)の観測についての現地検討会があり、牧草地でのフラックス観測の技術的検
討が行われた。なお、8月31日には、参加者が関連施設として地球環境モニタリング
ステーション－落石岬を見学した。

見学等
2004. 8. 3 つくば市内小学校5年生、環境課職員一行(14名)

4 つくば市内小学校5年生、環境課職員一行(13名)
4 新潟県立新潟高等学校理数科2年生一行(42名)
5 福岡県立修猷館高等学校2年生一行(14名)
5 立正大学地球環境科学部環境システム学科セミナーⅠG一行(17名)
10 岩手県立水沢高等学校理数科2年生一行(20名)
17 茨城県守谷市議会議員(2名)
23 ニュージーランド科学技術使節団研究者(1名)
24 ドイツ・トリア工科大学環境学部(ビルケンフェルド校)一行(5名)
25 中国環境監測総站一行(7名)
26 茨城県立日立第一高等学校1, 2年生一行(20名)
31 (地球環境モニタリングステーション－落石岬) 環境に配慮した草地管理に係わる調

査委事業現地検討会参加者(12名)

地球環境研究センター(CGER)活動報告(2004年8月)
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