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1. はじめに

成層圏変化検出ネットワーク(Network for the

Detection of Stratospheric Change; NDSC)の2004年運

営委員会(Steering Committee Meeting)が2004年9月

13日～15日にノルウェーのアンドーヤ(Andoya)で

開催された。アンドーヤはロケット観測のステー

ションであり、レーザーレーダー(ライダー)観測

ステーションが併設されている。本委員会は、ノ

ルウェー、米、英、独、仏、スイス、ベルギー、

デンマーク、ニュージーランド、日本の10カ国と

EUからの約30名の参加によって開催された。日本

からは、国立環境研究所の笹野大気環境研究領域

長(NDSC衛星観測サイエンスチーム共同代表)及

び筆者が出席した。NDSCそのものについては、

本ニュースVol.14 No.10 (2004年1月)を参照して頂

きたい。本委員会では、毎年行われるネットワー

クからの報告やネットワーク運営に関する討論に

加え、「新しい動き」につながるような討論も行わ

れたので、そのあたりを中心に報告する。

2. NDSCの充実と評価の高まり

1980年代後半から準備が行われ1991年に正式発

足したNDSCにおいては、装置、データ解析手法

が成熟するとともに、観測データの蓄積とデータ

センターへの登録が進み、そのデータの有用性が

認識されるようになってきた。6月にコス島(ギリ

シャ)で開催されたQuadrennial Ozone Symposium(4

年に1回開催されるオゾンシンポジウム、本ニュー

スVol.15 No.5(2004年8月)を参照)でも、多くの発

表の中でNDSCデータが使用されていた。 特に、

2000年以降、登録データ数が年々倍増しているこ

と、欧州の環境衛星Envisat(2002年3月1日打ち上

げ；http://envisat.esa.int/)や米国の大気化学衛星

AURA(2004年7月15日打ち上げ；http://aura.gsfc.

nasa.gov/)の検証に不可欠なデータとして高い評価

を得ている。検証に際しては、各衛星センサーチ

ームにおいてNDSCのデータホストに送られ蓄積

されたデータが使用される他、個別の検証プロジ

ェクトにおいて個別にデータの早期交換を行うこ

とも行われている。その際にNDSCに参加して実

績のある研究グループでプロジェクトを構成する

場合が多い。例えば、国立環境研究所のオゾンレ

ーザーレーダーは1988年から2004年までのオゾン

鉛直分布データをNDSCに送っており、その実績

を背景に、Envisatセンサーのオゾン、気温鉛直分

布検証のための欧州プロジェクトに参加し、観測

後2カ月以内にデータを送っている。また、論文の

中でNDSCデータが使われる頻度も高くなってき

た。しかし、「もっとvisibilityを高めてほしい」、

「データのフォーマットを衛星観測と同じHDFフォ

ーマットに統一してほしい」との外部からの要請

も強く、対応の可能性について活発に議論が行わ

れた。

衛星観測サイエンスチームからは、最低限必要

な観測所・測器による観測の継続の必要性等が強

調された他、NDSCにさらに新しく挑戦して欲し

いこととして、

・フーリエ変換赤外分光計(FTIR)観測における高

度分布の導出能力の開発、

・対流圏観測能力の開発、

・鍵となる物質、物理量の観測の追加、

・他のネットワークとの統合、

が挙げられた。これらについては、個々のグルー

プでは取り組みが始まっているが、衛星観測のコ

ミュニティーからの要望として明示されたことが

重要である。

3. 予算上の困難の増大

他方、長期観測に対する予算の手当てが世界的

に困難になってきており、質の高い観測が打ち切

られる事態や、生データは蓄積されているがそれ

を解析してデータセンターに登録することができ

ない事態が生じている。米国での海洋大気庁

(NOAA)のマウナロア観測所と南極観測所は例外
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NDSC運営委員会参加者（アンドーヤ レーザーレーダー観測ステーションにて）

的に長期の観測が保証されているとのことである。

また、NASA、ジェット推進研究所(JPL)や大学の

研究者がNOAAの施設で先進的な技術を用いた長

期観測を行っており、このような省庁を超えたプ

ラットフォームの利用には学ぶべき点がある。欧

州では、これまで、ESMOS(European Stations for

Monitoring of Ozone in the Stratosphere)という欧州

独自のモニタリング予算があったが、現在は

GATO(Global Atmospheric Observations)という研究

を含む観測プロジェクト予算に再編成されている。

さらに各国予算等を合わせて質の高い観測が行わ

れてきたが、成層圏オゾン層研究への予算が全般

的に縮小しており困難が生じている。その上、「研

究予算にモニタリングはなじまない」と言われる

等の悩みも出された。その中で地球環境研究セン

ターの地球環境モニタリングは、高度なモニタリ

ングを継続的に実施するプログラムとして、これ

から行われようとしている地球観測の一つのモデ

ルとなり得るものではないかと考えている。なお、

明るい話題として、活動を停止していたカナダ北

極域のユーレカ観測所が再開する方向で話が進ん

でいることが報告された。

4. わが国の対応状況

日本では、国立環境研究所のつくばのオゾンレ

ーザーレーダー(ライダー)と名古屋大学太陽地球

環境研究所の母子里と陸別のFTIR及び可視分光計

が正式にNDSCの観測として登録され、データを

提供している。国立環境研究所においても、

NDSCへの正式加入は行っていないが、FTIRによ

る成層圏微量物質の観測を行っている他、CO2カ

ラム全量を測定するためのFTIR(近赤外FTIR)によ

る観測を実施している。

国立環境研究所ではこの他、陸別とつくばでミ

リ波によるオゾン鉛直分布の観測(モニタリング)

を行い、極渦到来時の陸別におけるオゾンの減少

を時間的に連続的に観測したこと、つくばのミリ

波分光計によって高度60 kmにおけるオゾンの半年

周期変動を初めて明瞭に観測したこと等の成果を

あげている(詳細は、本ニュースVol.14 No11(2004

年2月) 長浜智生「ミリ波で見えてきたオゾン層の

変動」を参照して頂きたい)。つくばの装置につい

ては、NDSCから装置の改造を要請されていたが、

改造も成功裏に終了し、現在は世界最高精度の装

置になっていると自負している。名古屋大学理学

部及び太陽地球環境研究所では、国立天文台、大

阪府立大学、富士通VLSI株式会社とも協力し、つ

くば及び陸別のミリ波オゾン測定装置の技術を基

礎に、成層圏のClO、水蒸気同位体、N2O、硝酸を

南米チリで観測していた。これをさらに測定条件

の良いアタカマ砂漠(高度4800 m)に移し、まず、

水蒸気とその同位体を定常的に同時観測する準備

をしている。この会議でも、NDSCで活躍してき

たドイツのブレーメン大学のグループがグリーン

ランドの高地観測所(サミット)におけるミリ波観

測のための検出器(ミクサー)について、名古屋大

学に提供依頼していることが紹介された。このよ

うに日本のミリ波による成層圏・中間圏観測技術
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が世界的に見ても最高水準にあり、NDSCへの貢

献も実際に始まっていることを確認できたが、

NDSCにおける観測実績の蓄積という点ではこれ

からである。

逆に、最も歴史のある国立環境研究所のつくば

のオゾンレーザー(ライダー)観測の頻度が下がっ

ていることについての指摘やNDSCの要請に見合

う予算措置ができているかとの質問があった。「現

在、ミリ波オゾン観測の検証測器という位置づけ

なので頻度の高い定常観測は困難だが、何とかや

っていく」と答えた。コーヒーブレイクの時間に、

ライダーサイエンスチーム共同代表者から、ライ

ダーは正確さ(確度)と高度分解能を両立させた重

要な装置であるので是非しっかりやって欲しいと

の要請があった。また、国立環境研究所とロシア

の共同研究で1995年より実施されてきた東シベリ

アヤクーツクにおけるオゾンと水蒸気の気球観測

についても予算的な問題が生じていたため、ロシ

アの研究者が提出している予算要求をNDSC運営

委員会として支持する手紙を書くことになった。

この他、日本の研究者が海外の主要観測所で実施

していた観測について、予算上の問題、データの

解析と登録の問題が生じていることについての議

論があり、今後の観測とデータ提供の継続可能性

について確認することとなった。

5. NDSCの今後の方向

NDSCの今後の方向についての議論が活発に行

われた。予算上の困難と関連して、「衛星観測、気

候変動等、より大きな観測計画の中でこの成熟し

たネットワークの有用性を生かす」という意見や、

「ライダーによる水蒸気鉛直分布の観測やFTIRに

よるCO2観測のように、各サイエンスチームで対

流圏を含めた拡大の方向を探ってはどうか」とい

う意見が出された。NDSC測器には成層圏だけで

はなく対流圏の微量成分を測れるものが多い。ま

た、対流圏化学や温室効果ガスの観測に研究予算

がシフトし、研究者自身も研究対象を広げてきて

いるという現実がある。このことを踏まえ、現在

のNDSC測器を用いてNDSCの観測対象を対流圏に

広げることについてほぼ合意した。

CO2の地球規模の分布を観測する衛星センサー

(日本のGOSATや米国のOCO)の検証に適したCO2

カラム全量を測定するためのFTIR(近赤外FTIR)に

ついてNDSC赤外ワーキンググループ(サイエンス

チームと同義)の中で検討が始まっているが、これ

をNDSC測器と認めるかどうかとの問題提起を筆

者が行った。結論として、11月の赤外ワーキング

グループ会議で装置や解析手法が備えるべき要件

を検討した上で決定することになった。方向とし

ては前向きであり、基本的に「NDSC測器で対応

可能な成長分野には進出する」というあたりで暗

黙の合意ができつつあるように思われる。

6. 国際極地年(IPY; 2007年～2008年)について

近い将来にNDSCが関係する可能性のある国際

研究計画として、2007年～2008年の国際極地年

(International Polar Year; IPY)への対応についての

討論があった。NDSCは極地に多数の観測所を有

していることもあり、国際学術連合(International

Council for Science；ICSU)のIPY担当者へ、NDSC

が積極的に参加する旨の手紙を送ることになった。

7. おわりに

地球観測サミットが開催される等、長期観測の

重要性が認識されるようになってきたなか、少な

くとも太陽活動周期の2倍(22年)は観測を続けるこ

とを目標に1991年にネットワーク観測を始めた

NDSCが、データの有用性についての認識の高ま

りやユーザーの増大の中で予算上の困難を克服す

るという課題に直面している。このような課題の

ことを最近は“problem”ではなく“challenge”と

言うということであるが、至言である。対流圏へ

の観測の拡大等についても積極的に対応するとと

もに、成層圏オゾン層についても解明すべき課題

を再度明らかにしてモニタリング戦略の再構築を

行い、NDSCの二期目においてこれまでに築き上

げたネットワークの成果を収穫できるようにした

いものである。この点については、最近の拙著、

「オゾン層の現状とオゾン層研究」(「科学技術動

向」10月号特集2；http://www.nistep.go.jp/index-

j.html)を参照していただければ幸いである。

http://www.nistep.go.jp/index-j.html
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1. 背景

観測事実によれば、20世紀の100年間で地球の平

均気温は約0.6度上昇しており、最近では、世界の

各研究機関でコンピュータによる20世紀の気候再

現実験が行われている。このような計算では、温

室効果気体の増加など、観測された様々な気候変

動要因をモデルの外から与えている。これまでは、

情報が不足していたため、重要と考えられる気候

変動要因の一部しか考慮されてこなかったが、今

回不足している情報を収集・整備し、人間活動に

伴って排出される煤などの炭素性エアロゾルの増

加や土地利用変化など、現状で考えられるほぼす

べての気候変動要因を考慮した、20世紀の気候再

現実験を行うことが可能となった。

2. 計算の概要

モデルは、世界的にも標準的な解像度である大

気300 km、海洋100 km程度のものを用いた。計算

は20世紀を含む過去150年間に対して行った。ここ

で考慮した気候変動要因は以下の8項目である。

(1)太陽エネルギーの変動

(2)大規模火山噴火に伴い成層圏にまで到達した

エアロゾルの変化

(3)温室効果気体(二酸化炭素、メタン、亜酸化

窒素、ハロカーボン)濃度の増加

(4)1970年代半ば以降の成層圏オゾン濃度の減少

(5)人間活動に伴う対流圏オゾン濃度の増加

(6)工業活動に伴う二酸化硫黄(硫酸エアロゾル

の元物質)排出量の増加

(7)人間活動に伴う煤などの炭素性エアロゾル排

出量の増加

(8)土地利用変化

上記のうち、(1)～(2)は自然起源の気候変動要因、

(3)～(8)は人為起源の気候変動要因である。観測

された平均地上気温の変動要因を推定するために、

人為起源のみ、自然起源のみなど、気候変動要因

を切り分けた場合の計算も行った。

3. 再現実験結果

すべての気候変動要因を考慮した場合(図1最上

段)、モデルは20世紀に観測された気温変動、すな

わち20世紀前半(1910年～1945年ころ)や近年(20世

数値気候モデルによる20世紀の気候再現実験について
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海洋を計算する数値モデルを用いて、20世紀に観測された地球の平均地上気温の変化を再現することに成功し

た。このモデル計算では、従来の計算では考慮されてこなかった様々な気候変動要因を最大限考慮しており、

これらの要因を切り分けて計算を行った結果、近年(20世紀最後の30年程度)の昇温傾向は人間活動に伴うもの

であることが強く示唆された。一方、20世紀前半(1910年～45年ころ)の昇温傾向は自然起源の気候変動要因に

因ることが示唆された。今後の解析により、気温変動以外の現象についても、さらなる知見が得られることが

期待される。

なお、本研究は環境省の地球環境研究総合推進費及び文部科学省の人・自然・地球共生プロジェクト等の研

究費により実施された。
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紀最後の30年程度)の昇温傾向を非常によく再現し

ていた。これに対して、一切の気候変動要因を考

慮しなかった場合(図1最下段)には、観測されたよ

うな気温変動は全く再現されなかった。

4. 近年の昇温傾向について

観測に見られる1970年以降の著しい昇温傾向に

ついては、人間活動に伴う気候変動要因のみを考

慮した場合(図1第2段)にはよく再現されているが、

自然起源の気候変動要因のみを考慮した場合(図1

第3段)には全く再現できていない。このことから、

近年の温暖化傾向は人間活動に伴う気候変動に起

因することが強く示唆された。人為的な気候変動

要因は、温室効果気体の増加に伴う温暖化と、対

流圏エアロゾルの増加に伴う寒冷化とに大別され

るが、前者が後者を大きく上回るために、昇温傾

向が顕在化していると考えられる。

5. 20世紀前半の昇温傾向について

観測では20世紀前半の1910年～1945年ころにも

昇温傾向が見られるが、今回の計算によれば、人

間活動に伴う気候変動要因のみを考慮した場合(図

1第2段)にはほとんど再現されていない。一方、自

然起源の気候変動要因のみを考慮した場合(図1第3

段)には観測に近い昇温傾向が再現されており、20

世紀前半の昇温傾向は自然起源の気候変動に起因

地球環境研究センターニュース Vol.15 No.8 (2004年11月)

図1 全球年平均地上気温の時間変化

赤太線は観測値を、黒太線は計算結果(初期値の異な

る4実験の平均)を示す。観測、モデルとも、1881年～

1910年の平均気温を引いたもの。灰色の部分は初期値

の異なる4実験結果のばらつきの範囲を示す。上段か

ら、すべて(自然＋人為)の気候変動要因を考慮した場

合、人為起源の気候変動要因のみを考慮した場合、自

然起源の気候変動要因のみを考慮した場合、一切の気

候変動要因を考慮しない場合。20世紀最後の30年程度

の昇温傾向は、人間活動に伴う気候変動を考慮しなけ

れば再現できない。一方、20世紀前半(1910年～1945

年頃)の昇温傾向は、自然起源の気候変動を考慮しな

ければ再現されないことが示唆される。
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することが示唆された。自然起源の気候変動要

因は太陽エネルギーの変化と大規模火山噴火の

みであり、両者の時間変化(図2下段)からは、20

世紀前半の気温上昇には太陽エネルギーの増加

が大きく寄与しているであろうと推察される(図

2下段の1910年～1950年付近)。しかし、太陽エ

ネルギーの変化のみ考慮した場合(図2中段)に

は、観測に見られるような昇温傾向は再現され

なかった。19世紀終盤から20世紀初頭にかけて

は火山活動が活発な時期であったため(図2下段

の1885年～1915年付近)、地球の平均地上気温も

やや低温傾向であったが、それが回復しはじめ

た頃とほぼ同時期に太陽エネルギーが増加しは

じめたため(図2下段の1910年～1950年付近)、両

者の重ね合わせにより、観測に見られるような

昇温傾向が得られたと考えられる。

(補足)

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第3次

評価報告書(2001年)においても、数値気候モデ

ルを用いた解析の結果として、20世紀後半の昇

温傾向は人間活動に因ること、20世紀前半の昇

温傾向は自然起源の気候変動に起因する可能性

のあることが指摘されていたが、当時の計算で

はいくつかの重要なプロセスや気候変動要因を

考慮していなかった。今回の計算ではそれらの

問題点を改善し、現状で考えられるほぼすべて

の気候変動要因を考慮しているため、従来の知

見の信頼性をより高めることができた、と言え

る。

＊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。

図2 上段：図1第3段に同じ。中段：太陽エネルギーの変

化のみを考慮した場合。下段：モデルに与えた自然起源

の気候変動要因の時間変化。黄色線は太陽エネルギーの

変化を、青線は大規模火山噴火に伴い成層圏まで到達し

たエアロゾルが地表面を冷やす効果を表す。両者は違う

物理量を示しているため、その大きさを直接比較できな

いことに注意が必要。この結果から、20世紀前半(1910年

～1945年頃)の昇温傾向は太陽エネルギーの増加のみでは

説明できず、火山噴火による寒冷傾向からの回復と太陽

エネルギーの増加に伴う緩やかな昇温との重ね合わせに

因るものであると考えられる。

http://www.nies.go.jp/index-j.html
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「伐採木材製品に関するUNFCCCワークショップ」に参加して

循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

主任研究員　　橋本 征二

1. はじめに

「伐採木材製品(harvested wood products)」とは

やや不慣れな日本語で恐縮だが、要は木製品・紙

製品(中間製品を含む)のことである。この伐採木

材製品に関わる炭素フローの推計方法や勘定方法

に関するUNFCCC(国連気候変動枠組条約)ワーク

ショップが、8月30日から9月1日までの3日間、ノ

ルウェーのリレハンメルで開催され、森林総合研

究所の外崎真理雄氏とともに参加してきた。

ワークショップ前日の深夜に列車で到着したリ

レハンメルは、湖畔の山の斜面に広がる小さな町

だった。地図を眺めながらワークショップ会場の

ホテルまで歩いたのだが、坂をいくら登ってもな

かなかその姿にお目にかかれない。外崎氏とヒイ

ヒイいいながら荷物を引いて夜道を歩いた。リレ

ハンメルといえば、1994年に冬季オリンピックが

開催された地である。翌朝早く目が覚めたため近

くを散歩してみると、なんとすぐ近くにオリンピ

ック公園があり、山の上の方にスキーのジャンプ

台が見えた。そして、読者の記憶にもあるのでは

ないだろうか。このオリンピックは、かつてない

ほど環境への配慮が強調されたオリンピックであ

った。

ノルウェーは森林資源が豊富である。ぱっと見

たところ木造の家屋も多い。そして、伐採木材製

品の輸出国である。伐採木材製品に関わる炭素フ

ローの取り扱いが、温室効果ガスの国家インベン

トリに大きな影響を与える国のひとつと言えるだ

ろう。

2. 伐採木材製品の問題

温室効果ガスの国家インベントリに関する1996

年IPCC(気候変動に関する政府間パネル)改訂ガイ

ドライン(Revised 1996 IPCC Guideline for National

Greenhouse Gas Inventories)では、伐採木材製品の

炭素蓄積量は変化しないものと仮定し、森林生態

系の炭素蓄積量の変化のみ勘定することをデフォ

ルトの方法としている。言い換えれば、伐採され

た木材は即座に分解され大気に放出されるとの仮

定である。ガイドライン自身は伐採木材製品の炭

素蓄積量の変化を国家インベントリに含めること

を妨げているわけではないが、比較可能な勘定方

法と推計方法は提供されなかった。伐採木材製品

の問題は、この伐採木材製品に関わる炭素フロー

をどのように推計し、また勘定するかという問題

である。

この問題に強い関心を示す国のひとつがニュー

ジーランドであるが、ニュージーランドのような

木材の生産・輸出国がこの問題の検討を強く主張

してきた背景には、森林伐採イコール排出と勘定

写真2 オリンピック公園の案内板

写真1 山の上にスキーのジャンプ台？
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されることを輸出木材も含めて回避することによ

って、炭素排出量を減らしたい狙いがある。ここ

で、木材の輸出に触れたが、伐採木材製品の管理

が他の森林等吸収源の管理と異なるのは、それが

国を越えて移動する点にあり、伐採木材製品の議

論は、伐採木材製品からの炭素排出量をどの国の

排出量として勘定するかを決める議論であるとい

っても過言ではない。

例えば、現状のIPCCデフォルト法(IPCC Default

Approach)は、森林を伐採した時点で伐採木材に含

まれていた炭素が全て排出されたものとし、その

全てを伐採木材製品の生産国に割り当てている。

現在、伐採木材製品からの炭素排出量を割り当て

る方法(勘定方法)として、IPCCデフォルト法以外

に3つの方法が提案されているが、どの方法を採用

するかによって、各国に割り当てられる排出量は

大幅に変化する。IPCCデフォルト法との差は、化

石燃料等からの炭素排出量と比較して数10％に相

当する場合も報告されている。

IPCCデフォルト法のほかに現在提案されている

のは、蓄積変化法(Stock-Change Approach：森林・

伐採木材製品の炭素蓄積変化を勘定する方法)、大

気フロー法(Atmospheric-Flow Approach：森林・伐

採木材製品に関わる炭素の大気とのやり取りを勘

定する方法)、生産法(Production Approach：森林・

伐採木材製品の炭素蓄積変化を伐採木材製品の生

産国に帰属させて勘定する方法)であり、これに加

え、ニュージーランドが生産法の簡易版と一般的

には理解されているシンプルディケイ法(Simple

Decay Approach)を提案している。

どの方法を採用するかによって、各国に割り当

てられる排出量が変化するとともに、これらはさ

まざまな政策に対して異なる含意を持っている。

例えば、蓄積変化法は、伐採木材製品の炭素蓄積

を増加させるために、輸入を増やすインセンティ

ヴが他の勘定方法よりあり、大気フロー法は、輸

入された伐採木材製品からの炭素排出を減らすた

めに、その長期利用を促進するインセンティヴが

他の勘定方法より強い、などである。

このようなことから、これまで長く議論されて

きたものの、結論に至っていない問題のひとつと

なっている。
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National boundary
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Decomposition / combustionDecompositionRemoval

System boundary
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3. ワークショップにおける議論の概要

ワークショップでは、まず、SBSTA(科学上及び

技術上の助言に関する補助機関)用に条約事務局が

用意したテクニカルペーパー(FCCC/TP/2003/7およ

びCorr.1)(以下、TP)の内容や、より具体的な推計

方法と勘定方法についての報告が行われるととも

に、FAO(国連食糧農業機関)やいくつかの国の経

験が報告された(1日目午前)。米国からの報告には

蓄積変化の試算値が示されていたが、そのほとん

どが最終処分場に埋め立てられた廃棄木製品・紙

製品の蓄積増加で、それをremovalと称していたた

め議論となった。最終処分場における炭素蓄積の

取り扱いは、約束目標との関係で今後の議論にお

いても焦点のひとつになるのではないだろうか。

続いて、ワークショップでは次の3点が議論され

た。①伐採木材製品に関わる炭素フローを推計し、

報告し、勘定するための定義と範囲(1日目午後)、

②伐採木材製品に関わる炭素フローを推計し、報

告する方法(2日目午前)、③伐採木材製品に関わる

炭素フローの勘定方法とその含意(2日目午前午後)

である。②は技術的な中身であるのでここでは割

愛させていただき、①と③の概要について報告し

たい。

①については、まず、定義を明確にすべき用語

のリストアップが行われ、特に、伐採木材製品の

中身、approach(勘定方法)とmethod(推計方法)の

区別などが論点となった。多くはすでにTPで定義

されているものの、用語の定義を共有した上で議

論することが必要である旨の認識が得られたもの

と思われる。伐採木材製品については、何が木材

かという問題提起をもとに、森林からだけでなく、

他の土地利用形態からの製品(竹や籐など)も含ま

れる方向で議論されたが、京都議定書との関連で

は3.3条、3.4条で報告されない土地からの製品を含

めると整合性の問題があり得ることも指摘された。

また、approachは炭素フローの割り当てに関する

用語であり、methodは炭素フローの推計に関する

用語であることが確認された。加えて、廃棄物セ

クターとの関連について議論が行われたが、最終

処分場の廃棄木製品・紙製品を報告に含めること

については特段の反対意見は表明されなかった。

これは「報告」について議論していたためもある

だろう。しかし、約束目標との関連ではそのポテ

ンシャルも大きいことから、問題とされる可能性

が高いのではないかと思っている。また、最終処

分場の廃棄木製品・紙製品についても森林セクタ

ーで勘定し、メタンだけこれまでどおり廃棄物セ

クターで勘定する方向になるものと思われる。

さて、③についてであるが、これが伐採木材製

品の議論の中心と言える。すでに①②の議論の中

でも、この議題について言及される場面が何度か

あった。非常に政治的な議題でもあり、議長も何

度か「政治的にならないように」と言及していた。

まず、手法の面では、蓄積変化法や生産法は蓄積

変化を用いるのでIPCCデフォルト法と整合するの

に対し、大気フロー法はIPCCデフォルト法との整

合性がなく、国ごとに異なる勘定方法を用いたと

きに比較できない旨の指摘などがあった。そして、

勘定方法の含意についてさまざまな意見が出され

た。前述のとおり、勘定方法の違いは、貿易され

る伐採木材製品からの炭素排出量をどの国の排出

量として勘定するかということであり、勘定方法

によって貿易を促進したり抑制したりということ

があるため、議論はその周辺で行われた。

例えば、「京都議定書で削減が求められている炭

素量の半分以上に相当する炭素が木材として貿易

されており、木材の貿易は炭素の取引でもある」、

「2次的な影響、たとえば貿易の増加がバンカー燃

料の増加をもたらすことなどを考える必要があ

る」、「輸入木材を利用することによる化石燃料の

削減効果もある」、「持続可能な森林とそうでない

森林を区別する必要がある」などの意見が出され

た。ただし、各勘定方法が貿易を促進するか否か

写真3 ワークショップ終了後の様子(1)
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のメカニズムは複雑であり、例えば、「TPにおけ

る分析の仮定は結論に大きな影響を与えており、

こうした仮定を考慮して解釈すべきである」、「い

ろいろな形の生産・貿易があり、炭素の価格や国

内対策などさまざまな要素が影響を及ぼしている」

などの指摘もなされ、単純に議論しにくいことも

事実である。このほか、「木材を埋め立てて炭素を

固定することの意味について議論が必要である」

との指摘もなされたが、議論とはならなかった。

また、ホスト国のノルウェーからは、「原則(例

えば、条約の目的と整合していること、生産国と

消費国が公平であること、実態を反映しているこ

と、実行可能であること、持続可能な森林管理や

バイオエネルギーを推進すること、など)に合意す

ることが必要である」との意見があり、勘定方法

を評価するにあたっての要素について議論がなさ

れた。「簡便で正確な方法であること、排出・吸収

が起こったとき起こった場所で報告されるべきこ

と」、「条約の目的と整合していること、持続可能

な森林管理を促進すること」、「持続可能性は国に

よって異なり、森林認証があれば問題ないのでは

ないか」などの意見が出された。特に結論が出た

わけではないが、今後、伐採木材製品の議論を進

めるにあたって、これらの判断基準を明確にする

ことはきわめて有益である。

最後に、ワークショップのまとめ方について議

論がなされた(3日目午前)。2006年IPCCガイドラ

インの作業日程との関係で、メッセージ性の高い

とりまとめを要求する立場と、不参加の国がある

ワークショップがIPCCに何かを要請することはで

きない、それはワークショップのマンデートにも

ないという立場とでやりとりがなされた。ワーク

ショップの報告は中立なサマリーとしてとりまと

め ら れ る こ と に な っ た が ( す で に 文 書

UNFCCC/SBSTA/2004/INF.11となっている)、IPCC

ではこの議論の内容を、事実上その作業(2005年1

月にまとめられるドラフト)にインプットすること

となる。なお、報告に関して、「議題③は幅広い内

容なのでそれが反映される必要がある」「議論が幅

広いので特定の内容にフォーカスすべきでない」

などの意見があった。メカニズムが複雑で内容も

幅広いため、今後も議論を進めていくことが重要

であるが、同時に議論を促進するためのデータを

各国が整備していくことも肝要である。

4. おわりに

3日目の午後には、ノルウェーの森林・伐採木材

製品に関わる見学ツアーが催された。ノルウェー

各地の古い木造建築物を集めた博物館では、木材

をふんだんに使った建築物が、多数屋外展示され

ていた。また、林業地と集成材工場を訪ねた。ロ

シアから丸太を輸入してノルウェーで加工し、欧

州大陸に輸出するというルートも増えているよう

である。オスロ空港の建物にも木材が多く使われ

ていた。ノルウェーの林産国ぶりを物語る一面と

言えるだろう。

日本でも伐採木材製品に関するデータの整備を

進めている。その最

初の成果として、こ

の春、「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」

と題するCGERレポ

ート(CGER-D034-

2004)を出版したの

で、最後に紹介して

おきたい。

写真4 ワークショップ終了後の様子(2)
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オゾン層破壊から始まった地球環境研究

井上：環境問題がグローバルな視点でとらえられ

るようになり、1990年に国立環境研究所(以下、国

環研)のなかに地球環境研究センター(以下、

CGER)が設立されました。同時期に、岡崎さんは、

財団法人地球・人間環境フォーラム(以下、フォー

ラム)を創設され、以来、CGERのモニタリング事

業などで大変お世話になっています。地球環境研

究が始まった頃に指導的立場にいた方々にインタ

ビューしていますが、今回は岡崎理事長に、地球

環境研究について、また、CGERとの協力関係に

ついてお話を伺いたいと思います。

岡崎：私は大蔵省(現財務省)にいた昭和51年頃に

環境庁(現環境省)担当の主計官でした。国立公害

研究所(現国立環境研究所)が発足して間もない頃

だと思いますが、視察に伺った時に、広大な敷地

に建てられた研究所で、しっかりしたプランを持

って研究が進められているという印象を持ちまし

た。しかし、遠かったなという印象も残っていま

す。

井上：国環研は今年創立30周年を迎えました。大

学の博士課程を修了し、最初の頃に入所した研究

者が定年を迎える年齢になり、世代交代が進んで

います。実は私もそろそろ定年なんです。設立さ

れて最初の10～15年は予算も順調で、よそにない

施設もでき、自由な雰囲気の中で公害問題に取り

組んでいました。私は大気汚染の問題を研究して

いました。その後停滞期がありましたが、15年程

前には地球環境問題が顕在化してきました。確か、

オゾン層破壊の問題が最初だったと思いますが、

当時は環境庁でもオゾン層問題については知らな

い人ばかりでした。

岡崎：私が大蔵省から環境庁に移ったのは昭和59

年ですが、当時はグローバルな問題にまで行政の

視野は行き届いていませんでした。水俣病や大気

汚染の被害者への対応に追われていました。制度

をつくり、発生源を究明するなど、国内問題が中

心でした。その中で少し特殊だったのは、大気汚

染の原因が工場から自動車排気ガスへと視点が移

っていったことです。

井上：水も生活のなかで汚染が見えてきましたが、

グローバルな問題には目が届いていない時代でした。

岡崎：断片的に国環研の研究成果や研究者に協力

いただくことはありましたが、包括的なテーマで

環境庁と国環研が一緒に取り組んではいませんで

した。退官した昭和62年頃にオゾン層や越境大気

汚染の問題が出てきました。オゾン層はその後、

国際的な取組となりました。

井上：オゾン層はまだ実際に被害は出ていません

でしたが、その恐れはかなりあると言われており、

フロン排出の規制を定めて進めたのは良かったと

思います。

岡崎：危険性があるということで規制し、国際的

合意となりましたが、これが初めてのケースでは

ないでしょうか。非常に大きな転換期でした。そ

れは科学者からの警告や事実の明白さがあったか

らだと思います。

井上：南極のオゾンホールの発見も大きいです。

岡崎：そういう意味でもモニタリングは大切ですね。

民間ベースの支援を目的に

井上：岡崎理事長がフォーラムを設立された経緯

について少し伺いたいのですか。

岡崎：公務員としての最後の仕事として携わった

環境問題が印象深かったのと、今後、環境は非常

に重要になってくると思い、民間ベース、民間人

として世の中に問いかける仕事ができればという

考えで、退官した2年半後の平成2年(1990年)に創

設しました。環境庁にご縁ができた時以来親しく

させていただいている近藤先生(元国立環境研究所

財団法人地球・人間環境フォーラム 理事長：岡崎 洋氏

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 18 回
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長)にもご相談しました。創設時から、基本的な仕

事として、環境庁、国環研のお手伝いというのは

重要なフィールドとして位置づけていました。

井上：地球環境問題に大きく舵をとることになり、

国立公害研究所から国立環境研究所に改組した

1990年の直前には、私は企画室におり、機構改革

に携わりました。モニタリングに予算がつき、ス

ーパーコンピュータの導入が決まりモデル研究を

行うことになりましたが、研究所の定員は増えな

いので、民間の力が必要でした。国環研でも独自

に団体をつくる企画はあったのですがなかなか難

しく、岡崎理事長がフォーラムを設立され、大変

喜んだのを覚えています。また、企画室で一緒に

お仕事をした(故)海野さんが精力的に動かれてい

たのも印象に残っています。

岡崎：海野さんには大変お世話になりました。ス

タート時はほんの数名のスタッフでしたが、国環

研とどうやって仕事を進めていくかを具体的に提

示していただきました。

井上：温暖化研究の取組もまだ1年程度の経験しか

なく、スーパーコンピュータを導入しても研究者

がいない状況でした。ゼロからスタートしたわけ

です。10年も20年も観測し続けるモニタリング業

務は研究者には向かないのではないかという批判

があり、継続するための体制作りをしました。波

照間島(沖縄県)と落石岬(北海道)にあるCGERの

地上モニタリングステーションの運営・管理につ

いては、フォーラムとはお互いにぶつかりあいな

がら進めてきましたね。波照間のモニタリングス

テーションは1992年に竣工されましたが、マウナ

ロア(ハワイ)より30年以上も遅れて始めて、意味

があるのかという議論もありました。しかしこう

して15年経ってみると、こちらの方が優れている

部分もあり、世界的に認知されてきました。その

後、予算も順調に増え、仕事も広がりました。

岡崎：継続して将来につなげていくことは、地道

なことですが大変重要です。昨年久しぶりに国環

研に伺い、15年の研究成果を見せていただき、な

るほどと感心しました。また、海外の研究者との

研究交流や共同研究などを、欧米だけではなく、

ロシアやアジアなどとも積極的に進めていて、こ

れは将来に向けてとてもいいことだと思います。

広がりつつあるネットワーク

井上：グローバルな視点でどこが重要かというこ

とになると、シベリアや中国、東アジアです。さ

らに、独自性を出していくことも必要です。他の

人がやっていないこと、やっていないエリアを推

し進めていくことです。ロシアでの大気観測を始

めたのはそういう理由からです。

岡崎：1993年の観測で仙台空港に見学に行った時、

あんなオンボロ飛行機で大丈夫なのだろうかと思い

ました。

井上：岡崎理事長には大変ご心配をおかけいたし

ましたが、フォーラムの方々にご協力いただき、

10年以上継続して観測を行ってきました。最近に

なり、国環研が共同研究を行っているロシア側の8

つの研究機関や大学がお互いに横のつながりがな

岡崎洋(おかざき ひろし)先生プロフィール xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1932年生まれ
1954年 3月 東京大学経済学部経済学科　卒業
1954年 4月 大蔵省入省
1983年 6月 日本銀行政策委員会大蔵省代表委員
1984年 9月 環境庁長官官房長
1986年 9月 環境事務次官
1987年10月 退官
1987年11月 社団法人信託協会副会長・理事
1990年 5月 財団法人地球・人間環境フォーラム理事長
1995年 4月 神奈川県知事
2003年 4月 特定非営利活動法人環境テクノロジーセンター理事長（現職）
2003年 7月 財団法人地球・人間環境フォーラム理事長（現職）
2003年12月 特定非営利活動法人情報セキュリティフォーラム理事長（現職）

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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いことに気づき、9月にそれぞれの機関の長に集ま

ってもらい、仮想研究所(Virtual Institute)を立ち上

げました。ロシア側の研究機関を組織化し、技術

指導や連絡調整を行い自主性を持たせます。お互

いを知らないと競争もないし、データ比較もでき

ませんから。

岡崎：今までまいた種が芽を出したということで

すね。

井上：国環研の次の世代の人に託し、フォーラム

のつくば研究所の人にもサポートしていただくこ

とになっています。

岡崎：特定の人の結びつきはあると思いますが、

全体的に網の目のようにカバーしていくというの

は時間と労力がかかりますね。

井上：地域的なことを考慮すると、東南アジアを

強化するため、森林の二酸化炭素収支についてア

ジアにネットワークを構築し、ロシアから中国、

アジア地域で活動していくつもりです。徐々に体

制が整いつつあり、成果も出始めています。

岡崎：地球温暖化については海洋も大きなテーマ

だと思います。フォーラムでもCGERの海洋モニ

タリング業務のお手伝いをしていますが、国環研

より中心に進めている機関はあるのでしょうか。

井上：海洋研究開発機構(JAMSTEC)はもともと船

舶技術開発を行っていましたが、地球科学へシフ

トしてきました。観測船で深海調査などをしてい

ましたし、船による観測においてはリードしてい

ます。ですから、国環研は貨物船を利用した広域

で高頻度な測定を開始しました。これはある意味

でこれまでの盲点だった部分です。現在は欧米で

も行われており、世界をカバーできるようになっ

てきています。ただし、貨物船は、物流があまり

ない南半球のルートがないのが今のところ欠点で

す。

岡崎：ロシアでの大気観測同様、海洋についても

網の目のネットワークができつつあるわけですね。

現実的に力を入れて、他の機関との協力などによ

りデータの質を高めるのも大切です。

井上：海洋での調査方法を参考にして、日本航空

の航空機に連続測定器を積んで計測してもらう計

画があります。さらに、測定局のないアフリカを

飛ぶエールフランスなど世界中の他の航空会社に

呼びかけています。海洋と大気の観測については、

国環研で開始して成果が出たので、他に呼びかけ

て広めるところまで成長してきています。

岡崎：ところでモニタリングというのはアメリカ

が進んでいるのでしょうか。

井上：組織的にも研究者の質から言っても他を圧

倒しています。

岡崎：データは公開で他の研究者も利用できるん

ですね。

井上：地球観測サミット(注1)で議論が進んでいま

す。研究者ベースで行っていたものを公開し、共

同で進めていく方向です。また、成果をどうやっ

て世の中に伝えていくかも議論の一つです。

押しつけではない情報提供を

井上：地球環境問題を扱う時にはいろいろな情報

を収集し、一般に広めていくというのが重要なこ

とですね。

岡崎：一般に伝えていくというのは難しいことで

すが、大切なことです。

井上：地球環境問題は被害が明確に現れないので、

伝えていかないとアクションにつながりません。

ですから、フォーラムは重要な部分を進めてきた

わけです。

岡崎：そのツールとして、毎月発行しているグロ

ーバルネットなどを通して広がっていけばいいと

財団法人 地球・人間環境フォーラム

(財)地球・人間環境フォーラムは1990年5月に環境庁(当時)所管の公益法人として設立されました。

「地球環境情報の発信」と「地球環境研究の支援」を業務の大きな柱としています。月刊誌『グローバルネッ

ト』はそのときどきのタイムリーな話題をテーマとした特集を軸として内外の環境情報が平易に書かれてお

り、専門家から一般市民に至るまで、広く購読されています。また波照間と落石にあるモニタリングステー

ションの観測に毎月職員を派遣するなど地球環境研究センターの地球環境モニタリングの支援を行うととも

に、広く国立環境研究所の業務支援をしています。詳細は、ホームページ(h t t p : / / w w w . s h o n a n -

inet.or.jp/~gef20/gef/)を参照下さい。

http://www.shonan-inet.or.jp/~gef20/gef/
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思っていますが、さらに工夫は必要でしょう。一

般の人に知ってもらい、考えてもらうことが現実

のテーマとなるわけです。それには、財政的にも

しっかりしていかなければなりません。財団スタ

ート時はバブル期だったので、企業の資金的サポ

ートもありましたが、昨年再び理事長として戻っ

てきた時には、当時築いた土台の9割程度が壊れて

いました。人々に知らせるということをコマーシ

ャルベースでやっていくのは難しいことですが、

今後の最大の課題であり、期待に応えるべきテー

マだと思っています。

井上：この地球環境研究センターニュースは研究

者間の情報交換の手段、ネットワーク作りを目的

に始められましたが、国際的な取組や会議の報告

などを掲載するようになり、読者の層が広がって

きて、研究者のコミュニティとしてだけではなく、

一般の人が読むものとしての役割が出てきました。

現在は、もっとわかりやすくという要求が多いよ

うに思います。

岡崎：研究者は正確性がなければならないという

こだわりがあると思います。ところが、読者とし

ては基本が理解できればいいというニーズもあり、

使い分けが難しいですね。そういう方も養成して

いただくといいでしょう。

井上：研究者は長い間正確さを求められる教育を受

けてきていますから、使い分けは難しいです。市川

先生(元国立環境研究所長)は、「最先端の研究をわ

かりやすく伝える努力が必要だ」とおっしゃってい

ます。これは大変難しい仕事で、日本ではあまりそ

ういうことの評価がされないようですが、CGERで

はそれを目指していきたいと思っています。

岡崎：確かに国環研の報告書と比べると、地球環

境研究センターニュースは読みやすいです。環境

問題はより一般の人が近づいてくれるのが望まし

いですね。最近は大学生が以前より明確な意識を

持っているようで、心強く感じます。ですから、

そういうところへの働きかけも大切です。

井上：教育はモニタリング同様時間がかかります

が、きちんとやっていけばいい人材が育つと思い

ます。

岡崎：フォーラムで発行しているグローバルネッ

トも学生たちに触れてもらい、考えてもらうよう

なものにしたいと思っています。

井上：学生の本離れが進んでいると言われていま

す。私はインターネットを利用することも重要で

はないかなと思います。一方的に情報を流し、費

用の回収ができないので、経費の面での問題もあ

りますが。

岡崎：出版業界も単に書籍を発行するだけではな

く、CDと両方扱う形が多くなっています。二足の

わらじを履いている感じです。

井上：現在は試行錯誤の段階ですが、社会の変化を

把握し、工夫していかなければならないでしょう。

岡崎：多くの人に知ってもらうには、こちら側の

思いこみだけではいけません。

井上：先ほど岡崎理事長はフォーラムを設立され

る時に民間の立場でとおっしゃいましたが、それ

は正しいと思います。評価をするのは民間の人で

すから。一方的な押しつけではなく、本当に必要

なものを提供していくべきでしょう。

岡崎：その点は、地方自治体にいた頃、より切実

に感じられました。理屈として理解していただく

だけではなくて、一人ひとりの生活との関わりの

なかで理解してもらわなければなりませんから、

より明白に反応できる形で伝えていかなければな

りません。私は一般の人に知らせるということに

関しては、自治体が本気になって取り組むといい

のではと思います。自治体を核として国の政策を

リードしていく動きが以前より強くなりました。

自治体とうまく連携して進めていくのはいい方法

ではないでしょうか。

井上：地球環境研究センターニュースでも自治体

の地球環境問題に関する取組について紹介してい

ますが、情報をいただくだけではなく、共同とい

うことをもう少し真剣に考えてもいいかも知れま

せんね。

岡崎：送付先についても、どういう人に読んでも

らうといいかという人選が必要です。

教育現場への貢献

井上：学校、特に高校では、先生がしっかりした

ことを教えたくてもいい教材がなくて困っていま

す。新しい分野なので、先生たちは、どんな実験

や調査をすれば本質的な部分の教育ができ、学生
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が興味を持ってくれるかということに努力されて

いるようです。私たちが教材のようなものを考え

たり、主要な情報を伝えていくこともできるので

はないでしょうか。文部科学省がインターネット

で教材を見られるようにするという企画があり、

昨年、「地球温暖化」を監修しました。その時に知

り合った熱心な高校の先生から、実際の現場での

ことを生徒たちに見せてほしいという要望があり、

つくばまで来てもらい、水田からメタンが出てい

るのを計測してもらいました。学生にとっては大

変いい経験だったと聞いています。体験させて考

えてもらうのも重要です。

岡崎：教育現場での新しい取組は環境とITですが、

興味を持っている先生がいるかどうかがキーです。

また、校長先生の熱意にも関わってきます。現在、

環境の方がやや層が厚いと思いますが、新興勢力

ですから、うまく広がっていくといいと思います。

側面からNPOなどが協力し支えていくという動き

は、地域で少しずつ増えているようです。

井上：環境ボランティアの人も教育に関心を持っ

ています。国環研でもお手伝いが可能だと思いま

す。

岡崎：私の財団でも今後の新しい仕事としてお手

伝いができればと思っています。

井上：やらなければならないことは山のようにあ

り、大変ですが、反応を見ながら次の手を考えて

いくのは楽しみでもあります。

岡崎：環境省で自治体を通して地球温暖化問題を

浸透させようと組織作りを進めていました。いろ

いろなことがうまくつながって効果が出ればと期

待しています。

井上：今日はCGERやフォーラムが設立された頃

の話から将来のことまで、いろいろと興味深いお

話を伺うことができました。ありがとうございま

した。

岡崎：15年間の過去よりこれからの前向きな話が

たくさんあり、井上先生もそろそろ定年などと言

っていられないですよ。今後ともよろしくお願い

いたします。

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

(注1)地球観測サミット：2003年6月のエビアン(フラ

ンス)・G8サミットで合意された、地球観測に関する

国際協力強化をめざした実施計画の国際的検討の場と

して想定された会合。

研究成果を広く伝えるために：「地球環境研究up-to-dateインタビ

ュー：第17回」に答えて
－ 国際林業研究センターからの情報発信 －

国際林業研究センター　プロジェクト支援員　　倉光 宏明

地球環境研究センターニュースVol.15 No.5

(2004年8月号)の「地球環境研究up-to-dateインタ

ビュー：第17回」に、「最先端の記事を非研究者に

伝えて」という欄があった。最新の研究がどこま

で解明されているのか、また反対に何が分かって

いないのかをちゃんと国民に伝えてほしいという

内容であった。そのためには、「沈黙の春」のレイ

チィル・カーソンや「奪われし未来」の著者のよ

うな研究者以外の文系出身者やフリーライターに

書いてもらうなどの工夫が必要であると、環境文

明21代表の加藤三郎氏は言われた。さらに、「わか

りやすい記事を書くことは、レベルを下げるわけ

ではなく、最高のレベルの話を理解してもらうこ

とである」という市川元国立環境研究所長の言葉

に地球環境研究センターの井上元氏が言及されて

いた。

私の勤務する国際林業研究センター(Center for

International Forestry Research: CIFOR)では、研究成

果の積極的な普及も活動目的の一つとしている。

その普及活動の一つに POLEX(Forest Pol icy

Experts)メーリングリストサービス(POLEX)があ

る。POLEXは、CIFORが世界各国の森林、森林政

策および森林保護に関わる人々に無料で配信して

いるメーリングリストで、所長David Kaimowitzが
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毎月2回、厳選した最新の研究報告を簡潔かつ読み

やすく要約し、入手方法をあわせて紹介するもの

である。POLEXは、英語だけでなくフランス語、

スペイン語、インドネシア語そして日本語に翻訳

され、配信されていている。CIFORが2003年に行

ったPOLEX日本語版の影響評価アンケートの結

果、POLEXの読みやすい文章は森林政策に対する

知識や理解を深めることに役立っており、特に

POLEXを日本語で受信できることに対して多数の

感謝が寄せられた。この結果を受け、CIFORウェ

ッブページ内に、POLEX日本語版を含むCIFOR関

連の日本語情報を載せたウェッブサイトを作った

(http://www.cifor.cgiar.org/polexjpn)。

より広い一般の人々に情報を伝達しようとする

場合、メーリングリストやウェッブサイトのよう

なすでに興味を持った人々への手段の活用だけで

は不十分である。なぜなら、メーリングリストは

登録を必要とするので、不特定多数を対象に情報

を発信する手段として適していない。また、ウェ

ッブサイトは誰もが利用可能ではあるが、訪問の

きっかけは一般的に検索エンジンからである。関

心のない人は、ウェッブサイトの題目を検索する

ことはまれで、ウェッブサイトを訪問することは

おろか、その存在にすら気づかないだろう。

そのため、CIFORは一般の人々が日常的に接す

るメディアを通じた情報発信も重視している。し

かし、研究成果の普及とメディアでは性格が異な

っており、その溝は深い。メディアは限られた字

数や時間でメッセージを伝える必要があるが、研

究内容を正確に伝えるには時間がかかり、地味な

作業である。よって、メディアを通じた情報発信

は正確な情報の伝達が難しく、時に誤解を生むこ

とさえある。

「レベルを下げるわけではなく、最高のレベル

の話を理解してもらう」ためには、メディアを通

じた興味の喚起とメーリングリストやウェッブサ

イト等によるバックアップの組み合わせが必要で

はないかと考える。限られた字数や時間で、研究

内容や成果の全てを語ることは不可能である。よ

って、メディアを利用して研究内容や成果の概要

とメーリングリストやウェッブサイト等詳細な情

報源を紹介すれば、新たに興味を持った人に対し

て詳しい情報を提供することができる。例えば科

学的な情報を扱うアメリカのNGOでは、不特定多

数の人々の興味を引きつけるため、短いCMの中に

ホームページのアドレスを記載する。これは、情

報源をはっきりさせることにより情報の信憑性を

高めるとともに、新たに興味を持った人に対して

正確に情報が伝えられ、誤解を生む可能性も低く

なる。

研究成果は人に伝えられ使われることで初めて

意味を持つと考える。インターネットおよびメデ

ィア等による情報伝達手段の選択と活用は、今後

の研究普及活動の大きな課題であると考える。よ

り有効に情報を伝達するためには、研究機関内で

の研究者とライターやウェッブデザイナー等の広

報部門との密な連携が必要となることは言うまで

もない。研究者にとっては研究外の業務と感じる

こともあるだろう。しかし、このような努力なし

に研究成果をわかりやすく伝え、よりよい政策の

策定や科学の進歩に貢献することはできないと考

える。

＊本稿は、地球環境研究センターニュース Vol.15

No.5 (2004年8月号)に掲載された「地球環境研究up-

to-dateインタビュー：第17回　NPO法人・環境文明21

代表加藤三郎氏」に対する読者からの投稿です。
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2004年4月より、国

立環境研究所・地球

環境研究センターに

NIESアシスタントフ

ェローとして着任い

たしました橋本茂と

申します。前職では、

東アジアからの越境

大気汚染の実態を明らかにするために、離島(隠岐、

利尻、沖縄)において、大気汚染ガス成分(酸性ガ

スやアルデヒド等)のモニタリング等を行っており

ました。現在は地上観測局(落石、波照間)におけ

る温室効果ガスモニタリングに関する研究等を行

っております。特に、温室効果ガスであるオゾン

に関しては、正確な基準というのが確立されてい

ませんので、その研究を主にやり始めています。

日本のオゾン濃度の基準は、各自治体や研究機

関において主に2種類の校正法が用いられており、

この校正法の違いによりオゾン濃度の誤差を生じ

ることが予想され、日本のオゾン濃度の基準を確

立する必要性があります。その研究の一環として、

フランスにある国際度量衡局(BIPM)での国際相互

比較実験への参加の機会をいただきました。以前、

ある測定装置の相互比較実験において満足した結

果が得られなかった苦い経験から、「今回も厳しい」

と予想していましたが、その予想に反し良好な結

果が得られ、また異分野(長さや重さなどの計測標

準)の研究者との交流など貴重な経験をさせていた

だきました。しかし、このオゾンの標準に関する

研究はまだ始まったばかりで、国内やアジア間の

ネットワーク化に向けて多くの課題が予想され、

多くの人のご意見やご協力が必要となると思いま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。

地球環境研究センターは、いろいろな専門の方

がいらっしゃるので、毎日が非常に刺激的で月日

があっという間に過ぎていくのを感じます。今後

はカップラーメンを食べるのをできるだけ控え、

気合と根性をモットーに研究に邁進したいと思い

ます。
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国立環境研究所で研究するフェロー：橋本 茂
(地球環境研究センター　NIESアシスタントフェロー)

つくば科学フェスティバル２００４報告

地球環境研究センター　主幹　　中山 正史

「つくば科学フェスティバル」は、青少年の科

学に対する夢を育むことを目的に、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

員会が主催しているものです。政府系の研究機関

が数多く集まるつくばの特性を生かし、市内の研

究者や、小学校、中学校、高等学校の教師・生徒

等が参加し、科学の楽しさ、大切さをわかりやす

い実験などをとおして、子供たちに、科学に親し

み、科学の不思議さ・面白さを発見してもらおう

という科学イベントです。平成8年度から数えて今

年で第9回となります。

今年は、台風22号の襲来により初日は中止、2日
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目の10月10日のみでしたが、「楽しみ！ドキドキ！

びっくり！科学」をテーマにつくばカピオ(つくば

市竹園)で開催されました。年々出展ブースが増え、

今年は52団体、71企画で、入場者数も一日で約

5,500人に達しました。

国立環境研究所では、PM2.5･DEP研究プロジェ

クトによる「森や林が支えるあなたの命」、環境研

究基盤技術ラボラトリーによる「細胞培養にちょ

っとだけ挑戦」、「トキの紙クラフトを作ろう」、生

物圏環境研究領域による「川の生き物で水質を調

べよう」、地球環境研究センター(CGER)による

「ぱらぱらマンガを作ろう」、「かんきょう問題かん

しん度チェック」と題した、自然の素晴らしさや

地球温暖化に係わる企画を出展し、多くの子ども

たちに、楽しみながら学んでもらいました。

CGERが出展した企画のうち、「ぱらぱらマンガ

を作ろう」では、①だんだん温暖化、②あなおそ

ろしや～ オゾンホール、③すーすーはーはー 森の

息づかい(副題：地球温暖化を防ぐ森林のはたら

き)の3種類を用意しました(詳細は次ページを参

照)。

「かんきょう問題かんしん度チェック」では、

テーマとして、‘温暖化’‘酸性雨’‘水’‘エネル

ギー’‘ゴミ’‘野生動物’‘オゾン層’‘ダイオキ

シン’‘京都議定書’‘紫外線’‘ヒートアイランド’

‘二酸化炭素削減’‘生物多様性’‘地球温暖化の影

響’等の従来のものに、‘みんなの“たから”森を

守ろう’を加えた計15種類のクイズに挑戦しても

らい、スクラッチカードで答えてもらいました。

一昨年、昨年と見かけた顔ぶれもチラホラ・・・、

新たに加わった問題も含め、頭をひねりながら一

問一問一生懸命カードを削る光景が見られました。

わずか一日の開催でしたが、スクラッチクイズ

挑戦者延べ300名、ぱらぱらマンガ挑戦者延べ850

名と、多くの方々に挑戦・体験していただき、子

どもたちや父兄の方々に地球環境問題に少しでも

ふれていただくことができたように思います。

なお、昨今新聞紙面上やニュース等で地球温暖

化について特集が組まれ、多くの方々の関心が環

境問題に向けられ、私たちの研究所見学希望も増

加の一途を辿っております。当研究所はもとより

当センターの活動を地元市民をはじめ、幅広い層

に理解いただくことが重要であるとの観点から、

今回の出展を含め、様々な研究成果について今後

も積極的に情報発信をしていきたいと思います。
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「ぱらぱらマンガ」を知っていますか？　ほと

んどの方は一度は作って楽しんだ経験があると思

います。学校での授業中に教科書の端に少しずつ

動作をずらした絵を描いて、ページを早めくりし

て、絵が動くのを楽しんだことがあることでしょ

う。

地球環境研究センターでは、ぱらぱらマンガで

地球環境の現状をわかりやすく理解してもらう環

境教育グッズを作成しました(表紙参照)。この地

球環境ぱらぱらマンガは、地球環境に係わる研究

成果をわかりやすく図化したもので、子どもたち

が簡単な工作をして冊子に綴じ、端をパラパラと

めくると、地球環境の変化を動画像として実感で

きるようにしました。今までに、以下の3編を作成

しました。

①だんだん温暖化：国立環境研究所と東京大学

気候システム研究センターが共同開発した地球温

暖化モデルで2100年までの地球の気温上昇をスー

パーコンピュータで計算した結果を図化し、今後

100年間で地球がどのくらい気温上昇するのか紹介

しました。

②あなおそろしや～オゾンホール：NASA(米国

航空宇宙局)の南極上空の成層圏オゾンの衛星観測

データに基づき、国立環境研究所で南極成層圏オ

ゾン分布の変遷を図化し、南極オゾンホールの発

生から消失に至る過程を紹介しました。

③すーすーはーはー 森の息づかい：地球環境研

究センターが陸域生態系の炭素収支観測を行って

いる北海道のカラマツ林(苫小牧フラックスリサー

チサイト)における森林と大気間の二酸化炭素の１

年間を通した出入りを図化し、温室効果ガスであ

る二酸化炭素の森林による吸収の実際を紹介しま

した。

地球環境研究センターには、様々な見学者が後

を絶つことなく来訪します。環境教育の一環とし

て小中学校からも多くの見学があります。それら

の子どもたちに対しては、まず、環境への興味を

抱いてもらう工夫が必要です。特に、地球環境は

極めて概念的であり、漠然としたもので、現象を

説明するのに苦慮します。ここで紹介した「地球

環境版ぱらぱらマンガ」は、子供たちが対象とす

る地球環境問題を自らが作業することによって、

その概要を理解することができるので、環境教

育・普及ツールとして有効なものではないでしょ

うか？

＊「地球環境ぱらぱらマンガ」に関する問い合わ先：

cgerpub@nies.go.jp

地球環境の現状をぱらぱらマンガで見る

地球環境研究センター　研究管理官　　藤沼 康実

＊お詫びと訂正

Vol.15 No.7 (2004年10月号)「GOSAT検証観測候補地としてのワリグアン観測所訪問記」の中に誤りが

ありました。お詫びして訂正いたします。

(誤)ワリグアン→ (正)ワーリーグァン

(誤)清海湖 → (正)青海湖

11ページ左の段落最下行　(誤)陝西省→ (正)青海省

12ページ右の段落下から15行目　(誤)ラマ仏教→ (正)ラマ教

http://www-cger.nies.go.jp/parapara/index.html
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9月下旬に陸別成層圏総合観測室を訪問しました。ここは、北海道は道東の
ほぼ中心にある陸別町の町立「りくべつ宇宙地球科学館(銀河の森天文台)」
の一室を名古屋大学太陽地球環境研究所と共同で借り受け、広帯域ミリ波放
射計によるオゾン鉛直分布の観測、ブリューワ分光光度計などによる有害紫
外線の観測、レーザーレーダーによる成層圏の気温鉛直分布の観測などを行
っている施設です。

秋の北海道は、本州よりも早く木々が
色づいてきていました。どんよりとした

天気でしたが、ピーンと張りつめた冷たい空気のため木々は一層鮮
やかに見えたのでした。日中の訪問でしたが、また来る機会があれ
ば(プライベートで来たいと感じました！)、コテージに泊まり、

『銀河の森天文台』の屋上から夜空を家族と一緒に見上げてみたい
ものです。そして、あわよくばオーロラを見たいものです。

地球環境研究センター温室効果ガスインベンオリオフィス

リサーチャー　　相沢智之

オーロラのように色づく秋

『銀河の森天文台』の屋上からの眺望

& 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、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。

GEMS/Water 摩周湖モニタリングデータブック (CGER-M016-2004)

摩周湖は地球環境研究センターが事務局を担うGEMS/Waterのベースライン
モニタリングステーションであり、国立環境研究所や主に地元北海道の研究機
関等が長年にわたって調査に携わり、多くのデータが蓄積し続けています。一
方でそれらデータは散在した状態であったため有効に活用されているとは言え
ませんでした。そこで、過去の調査結果の総合的整理と摩周湖の現状把握を目
的に、摩周湖に関する自然科学的・人文社会的データを解説とともに収録しま
した。

［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

○M016出版物1冊のみ：340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
2004.10. 4 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)

詳細は、地球環境研究センターニュース10月号13ページを参照。
22～23 Post-APGC Flux meeting(つくば)
25 第6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の山形与志樹研究管理官が“Terrestrial Carbon Sink and
Regional Carbon Management: Theory and Practice”を、コロラド大学のDr. Allan Wallis、
GCP国際オフィスのPeenlope Canan事務局長がそれぞれ“Regionalism and Carbon
Management"を発表した。また、IHDPのDr. Barbara GobelがIHDPの活動報告を講演した。

25 GEMS/Water摩周湖調査シンポジウム「摩周湖が守る地球環境」(北海道)
詳細は、後日 本誌に掲載。

26 平成16年度GEMS/Water担当者会議(北海道)
国内のGEMS/Water活動を円滑に推進するため、北見市にて関係約20機関の参加のも
と、データの取り扱いや今後の活動内容等について意見交換を行った。

所外活動(会議出席)等
2004.10.16～17 アジア環境白書編集委員会出席(一ノ瀬主任研究員/東京)

2007年に発行予定のUNEP/GEOレポートのドラフト執筆方針について、編集委員会
のメンバーと議論した。

19～22 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/ APGC
2004参加(藤沼研究管理官・梁NIESフェロー/つくば)

20～22 第45回大気環境学会年会出席(向井研究管理官・橋本NIESアシスタントフェロー/秋田)
NISTの標準参照光量計(SRP35)を用いたオゾン濃度基準についてのポスター発表及
び、国内の自治体のオキシダント測定に関する全国アンケートを基に、今後の共同
研究について議論を行った。

26～27 山形とコロラドから地球温暖化を考えるシンポジウム(山形研究管理官・Canan NIESフ
ェロー/山形)
地球環境研究センターの山形与志樹研究管理官が“地球温暖化に対処する地域にお
ける炭素管理の可能性”を、GCP国際オフィスPenelope Canan事務局長が“Global
Warming, the Carbon Cycle and You”を講演した。

見学等
2004.10. 1 放送大学東京文京学習センター一行(20名)

7 鳥取県立八頭高等学校2年生一行(21名)
7 島根県立松江南高等学校理数科2年生一行(44名)
14 日本製薬工業協会環境安全委員会一行(50名)
25 マリンフロート推進機構一行(12名)
28 清瀬市役所環境課 環境セミナー一行(24名)

地球環境研究センター(CGER)活動報告(2004年10月)
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