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霞ヶ浦観測：フィールドサイエンスの原点
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霞ヶ浦は、関東平野東部に位置する海跡湖で、わが国第2の湖面積の湖です。国
立環境研究所は、1977年に霞ヶ浦の水質変動機構の解明と水質保全を目指して湖
水環境に係わる調査を開始し、2007年で観測30年となりました。

北海道大学大学院

地球環境科学研究院長

Ka

私が霞ヶ浦の調査に携わったのは、生物環境部
の研究員として国立公害研究所に入所した 1 年

岩熊 敏夫
外機のスクリューに絡みつき、何回か停船しては
ヒシの茎葉部を取り除かねばなりませんでした。

 月から 1 年  月までの 1 年間です。ちょうど

私は定期観測の他に、この和船を利用して高浜

前年から、霞ヶ浦の特別研究「陸水域の富栄養化

入の底生動物の採集を行っていました。当時はユ

に関する総合研究」が、１年間の予備研究を経て

スリカ成虫が大発生し、とりわけ春先と秋に発生

開始された直後でした。植物による大気汚染浄化

するオオユスリカと晩秋に大発生するアカムシユ

などと並んで、特別研究と称した一連の大型研究

スリカは、近隣住民にとって大変迷惑な虫でした。

が開始された時です。1 年からしばらくは、富

ユスリカの羽化の連続観測では、夜間にヘッドラ

栄養化の著しい霞ヶ浦高浜入を中心に物質循環の

イトを点灯して作業をすると、たちどころに顔中

基礎研究が、頻繁な現地観測により行われました。

がユスリカだらけになったものです。衛生害虫研

当時は湖岸にはヨシが、水深の浅い湖内にはヒシ

究の草分けであられた故佐々学研究所長は、底泥

が繁茂していました。初夏から盛夏にはミクロキ

中に沢山いるこの昆虫を、ヘドロを食う虫、とわ

スティスが湖面を覆い、透明度はほぼゼロの時も

かりやすく表現されました。実際に羽化量や幼虫

ありました（写真）
。高浜入には m 級船外機式の

の生産量、呼吸量などを調べてみると、流入負荷

FRP 製和船が  隻係留してあり、いつでも調査が

量のかなりの割合のリン、窒素と炭素が除去され

できました。船着き場を出ると繁茂するヒシが船

ていると推定されました。
このアカムシユスリカも、11 年を大発生のピー
クに、その後変動を繰り返しながら徐々に減少し
ていきました。霞ヶ浦で豊富に見られていたアカ
ムシユスリカなどは、日本の富栄養湖に数多く見
られていました。霞ヶ浦でも過去からの富栄養化
の進行と共にその現存量が増加してきたと考えら
れていますが、富栄養化がほぼ横ばいであるにも
かかわらず個体数が減少した要因は今後解明すべ
き課題です。生物や生態系は僅かな環境の変化に
応答するので、北浦、諏訪湖、琵琶湖など他の長
期観測地点との比較を進める必要があります。
1 年からの数年間は、私も含めて初めて湖の

写真 1

高浜入の湖面を覆うミクロキスティス
（1980 年頃）

観測に取り組む者も多かったのですが、最新の機
器類を自由に使い存分に研究する機会を与えて貰

－－
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いました。プロジェクトの枠内での研究とはいえ

すべての報告書に目を通してコメントを下さいま

個性あふれる諸室長のもとで、ベテランも若手も

した。1 年までに刊行された R シリーズ報告書

協力して観測研究を続け、それぞれが学位につな

100 冊の約 1/ は、霞ヶ浦の富栄養化に関連した冊

がるような研究を行えた、という点では本当に恵

子です。今のようにインパクトファクターで成果

まれた研究環境だったと思います。初期の定期全

を計るシステムが導入される前、一部では業績に

域調査は、土浦港を基地に比較的速度の遅い漁船

ならない電話帳、と揶揄されながらも手を動かし

タイプのディーゼル船が使われていました。移動

ながら文章にまとめていく作業を経験できたこと

する船上は水質土壌部、計測技術部など他部のメ

は、若輩研究者が自立する上で大いに役立ったと

ンバーから色々情報を得る場になっていました。

思います。また当時、新しくできた研究所が湖の

また共同研究者である筑波大学の先生の研究室の

研究を始めたらしい、と世間からは見られていた

学生さんが参加し、ある意味では非常に自由な大

ようですが、年々学会での反応に手応えを得たこ

学、といった雰囲気がありました。

とを覚えています。現在は、若手が観測研究に参
加できる場を常に提供しフィールドサイエンスを

報告は 100 号まで作ろう、との号令のもと、皆で

継承していくことが、かつてその恩恵に浴した者

大部の報告書をまとめていきました。所長自らは

の責務であると感じている次第です。
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佐々先生の後任の近藤次郎所長の、公害研研究

筑波大学大学院生命環境科学研究科

教授

福島 武彦

Ka

私が国立公害研究所に入ったのは 1 年  月

工学部を卒業した自分にとって湖沼調査は初め

で、霞ヶ浦全域調査にはそのはじめである 1 年

ての経験であり、霞ヶ浦全域調査は陸水学の講義

 月から 1 年  月まで参加しました。今となっ

そのものでありました。透明度に始まり、様々な

ては楽しい思い出の方がより多く残っていますが、

水質、底質や生物のサンプリング方法、その分析、

調査に参加した当時は、借り上げた漁船や自らが

解析など、そうした基礎をしっかりと船上で教え

運転する船での調査であったので、天候の心配な

てもらいました。プランクトンネット、ベントス

ど調査前日に気が重くなることも少なくありませ

用コアアンプラー、ガス採取水サンプラーなど、

んでした。寒い季節には漁船の船倉で丸くなって、
ひたすら次の地点に到着するのを待っていたこと
もありました。湖心域で強風による横波を受け転
覆しないようジグザグに進んだり、特に波の高い
時には出島あたりの漁港に逃げ込んで、調査を次
の日に延期したことも数回ありました。全域調査
ではありませんでしたが、湖心ステーション（建
設省所管、現在国土交通省所管）へ観測機器設置
に向かうため、視界 00 m ぐらいの霧の中、ただ
コンパスの示す方向に進んだこともありました。
霧の向こうから真正面に銀色の湖心ステーション
が見えた時は、安堵の気持ちでいっぱいとなりま
した。写真は当時のものです。

写真 1

－－

船上にて（筆者、1980 年）
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全域調査に参加しなければ一生知らなかったよう

湖での濁度、クロロフィルのリモートセンシング

なものを目にし、自分でサンプルを採取すること

解析を行ったり、流域の森林、市街地からの栄養塩、

もできました。水質、底質の調査法、生物や化学

有害化学物質流出動態とモデル化、水浸透率の空

の基本的なことに関する質問にも気楽に答えてく

間分布推定、土地被覆変化解析などを研究してい

れた、大槻、河合、野尻、相崎、海老瀬、矢木、

ます。こうした調査、解析は、各水域のモニタリ

細見、井上、今井、稲葉、松重、岩熊、森下、高村、

ングデータをベースにしたものであり、霞ヶ浦全

花里さん、ありがとうございました。今では偉そ

域調査データもいろいろと利用させてもらってい

うに湖沼の話をしていますが、それらの基礎は皆

ます。霞ヶ浦調査は他に国土交通省、茨城県が行っ

さんが作ってくれたものです。

ていますが、昨今の緊縮財政のおかげで、水質モ

湖の変化を直接目にすると同時に、同行の研究

ニタリングにかける予算も減る傾向があるようで

者と弁当を食べながら話をすることで浮かんだ研

す。いくつかの機関が協力して効率化を図ってゆ

究のアイディアも多かったようですが、今ではほ

くことも必要と考えられますが、生物に関する情

とんど覚えていません。当時は、学士、修士卒で

報などは、国立環境研究所として今後とも測定を

入所した研究員も多く、競争しながら博士論文を

続けてもらいたいものです。霞ヶ浦の水質、生態

書いていました。全域調査のサンプルを研究所に

系構造は、10 年ぐらいの時間スケールで変化して

持ち帰ると、サンプル処理が始まり、夜中の 1 時

いるように見えますので、長期モニタリングデー

過ぎにもいくつかの部屋では灯りが煌々と点いて

タはそうした解析に際して必須のものです。また、

いました。皆が若く、お互いに切磋琢磨している

欧米では 0 年を超えるモニタリングデータを有す

生き生きとした雰囲気は、今から考えると理想的

る湖沼も少なくありませんので、そうしたモニタ

な研究所といえるのではないでしょうか。

リング機関とネットワークを組んで、地球環境変

私は現在も、霞ヶ浦、諏訪湖、木崎湖、宍道湖

a
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での底泥採取調査、霞ヶ浦、太湖、トンレサップ

化の観測にも活用してもらえればと希望していま

( 財 ) 地球・人間環境フォーラムつくば研究所

萩原 富司

Ka

今から遡ること  年前の夏も、私は霞ヶ浦の

をしていました。当時のメンツは矢木、岡田、細見、

湖心にいました。私は茨城大学大学院から国立公

山根さんでした。夜の湖上は暗黒と静寂に包まれ、

害研究所水土壌環境部陸水環境研究室の共同研究

ではなく発電機と「ゲーム」の発する騒音と光に

員として修士論文研究の指導をしていただきまし

集まった無数の虫に囲まれて狭いキャビンはたい

た。当時の全域調査は特に生物生産が活発な夏に
は月に  回も観測に出ており、さらにキャンペイ
ン的に  時間生産量調査と称して DO（Dissolved
Oxygen gas：溶存酸素量）瓶を水中の何層かに垂下
して一定時間ごとに引き上げては、固定液を加え
ることを繰り返していました。すなわち、湖心に
調査船を係留して「待って」いなければならなかっ
たのです。待つあいだは時間に余裕があります。
それで「しかたなしに」調査船に発電機を持ち込
んで「冷たい飲み物を飲みながら  人でゲーム」

－－

写真 1

1996 年当時の調査風景
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へんなことになっていました。今ではよい思い出

いました。観測途中で雷が鳴り始め、近くの船溜

ですが、まさかこれが 0 年も継続され、また私が

まりに避難したこともあります。沖合では船に落雷

観測業務に係わることになるとは夢にも思いませ

しやすいこともありますが、私が雷が怖いのです。

んでした。

台風で警戒水位を超え、調査のために港に行った

1 年、それまで霞ヶ浦全域調査チームが担当
していたフィールド調査は、地球環境研究センター

ら洪水ゲートが閉じられて調査が延期になったこ
ともありました。

が実施する GEMS/Water（地球環境監視計画のうち

転落の危険や船酔い、落雷の危険を乗り越え、

の陸水長期モニタリング計画）の観測ステーショ

国立環境研究所の研究者のご指導により 1 年間欠

ンに移行し、霞ヶ浦モニタリングとして継続され

測もなく観測を継続することができました。0 年

ることになりました。地球・人間環境フォーラムは、

の調査期間にはアオコに代表される富栄養化の顕

霞ヶ浦モニタリング事業に計画段階から関与し、

在化が起こりました。その後の難分解性溶存有機

現在までフィールド調査を継続しています。当方

物の上昇、白濁化現象と従来の湖沼水質汚濁には

は現場計測と試料採取、化学分析を分担してきま

見られない現象を長期水質変化としてデータで捉

した。これらのデータは、湖沼環境研究者が実施

えることができました。農業従事者の減少と高齢

する先駆的な研究の基礎を支えています。

化、森林の管理放棄、鯉養殖の中止など湖内外の

調査には 1 年に就航したオーダーメードの観

人間活動も激変しており、それに対応した水環境

測船 NIES を使っています。 隻の船体を甲板で

の変化が予想されます。今後ますます調査の継続

平行に繋いだ双胴船（カタマラン）で、甲板を広

性が重要となってくるでしょう。当財団も観測や

く低くして採水作業が容易な構造となっています。

水質分析を通じて高精度の長期観測に少しでも貢

私が学生のころ調査に使っていた単胴船に比べる

献できれば幸いです。

と横揺れや縦揺れが少なく、作業スペースが広い

最後に、調査は毎月 1 回、霞ヶ浦の  地点で実

優れた船です。単胴船時代の担当者に聞きますと、

施しています。その時々に気づいた事柄を少し科

以前は観測中に転落してずぶ濡れになり「落水（楽

学的に解説して地球環境研究センターウェブサイ

水？）
」の称号を与えられた人が何人かいたそうで

ト（

す。しかし、私が引き継いだ以降楽水さんは現れ

monthly.html）に、「今月の霞ヶ浦」として連載し

ていません。こんな安定した船とはいえ、時に湖

ています。霞ヶ浦でよく見られるアオコ、ユスリ

心部で強風に見舞われ、船が木の葉のように揺れ

カ、浚渫船、波の特徴や鼻と呼ばれる地形につい

た中での作業を余儀なくされたこともあります。揺

てわかりやすく解説しています。ここを読めば霞ヶ

れる船で計器を、野帳をじっと見つめていると……

浦の特徴がわかりますのでぜひご一読下さい。

://db.cger.nies.go.jp/gem/inter/ GEMS/kasumi/
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船酔いをおこしキャビンで横になった人も何人か

水土壌圏環境研究領域 湖沼環境研究室長
今井 章雄
水土壌圏環境研究領域湖沼環境研究室 主任研究員
松重 一夫

Ka

1. はじめに

プロットしては霞ヶ浦では何が起きているのだろ

私たちが霞ヶ浦でのモニタリングに本格的に携

うと思いを巡らして時を刻んでいます。本稿では、

わり始めたのは、1 年に開始された霞ヶ浦全域

霞ヶ浦トレンドモニタリングから得られた長期的

調査が GEMS/Water 霞ヶ浦トレンドモニタリング

なトレンドプロフィールと、このモニタリングと

と衣替えした 1 年でした。以来今日まで、霞ヶ

連携して実施した研究の成果についてお話をしま

浦トレンドモニタリングにはまり込み、データを

す。

－－
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に 1 mg ･ l-1 の高い値を示した後、徐々に減少し

まず霞ヶ浦を紹介します。霞ヶ浦は、西浦、北

て、1 年以降は年間変動も小さくなり漸減状

浦、鰐川、常陸利根川の  湖沼、 河川の総称で、

態にあります。一方、植物プランクトンの量を表

茨城県東南部に位置します。ちなみに、私たちが

すクロロフィル a（色素の量）は観測上最大値の

モニタリングしているのは西浦です。湖面積は 0

1μg ･ l-1 を記録した 1 年のデータを除くと、

km に及ぶわが国第  位の大きさの湖です。平均

約  年周期での増減はありますが、比較的安定し

水深は  m ととても浅い湖です。霞ヶ浦は湖面積

た値を示しています（図１(c)）
。つまり、植物プ

に比べ水深が浅く、また湖水の交換に 00 日もか

ランクトン量は減っていないが COD は減っている

かるため、水質が汚濁（富栄養化）しやすい湖です。

ことになります。COD で測定できる植物プランク

富栄養化現象とは、過剰なリン、窒素による植物

トンが減ったのかもしれません。

プランクトンの異常増殖（アオコ等）のことです。

次に、水がキレイかどうかを表すわかりやすい

経 済 協 力 開 発 機 構（Organisation for Economic Co-

指標である透明度の 0 年間プロットをみてみま

operation and Development：OECD） に よ れ ば、 年

しょう（図 1(d)）。透明度は直径 0cm の白色円盤

平均全リン濃度が  ～ 100μg ･ l （1 リットルあ

を湖に沈めて見えなくなる水深のことです。図か

たりマイクログラム）、クロロフィル a 濃度が年

ら、明らかに霞ヶ浦では 1 年辺りから透明度が

平均で  ～ μg ･ l の湖を富栄養湖としていま

急激に悪くなり、最近では 0cm 程度まで落ち込ん

す。霞ヶ浦の年平均値は、湖心で、全リン濃度は

でいることがわかります。アオコが出ていた時に

100μg ･ l を、クロロフィル a は 0μg ･ l を軽く

は、冬場に透明度が  m を超えたこともあります。

超えています。富栄養湖どころか過栄養湖といっ

アオコがいた方が透明度は良くなるようです。ち

たほうがフィットしています。

なみに、00 年からアオコを形成するらん藻ミク

-1

-1

-1

-1

ロキスティスが再び現れ始めて、透明度は改善に
3. 水質の 30 年間トレンド

転じています。透明度が悪くなった原因は懸濁物

それでは、霞ヶ浦 0 年間モニタリングによる

質（水に分散した微粒子）のプロットを見るとわ

長期トレンドをみてみましょう。湖の水質といえ

かります（図 1(e)）。懸濁物質濃度はアオコが消え

ば、環境基準である化学的酸素要求量（Chemical

た 1 ～ 1 年以降に直線的に増加しています。

Oxygen Demand：COD）、リンや窒素が頭に浮かび

湖水の中に沈殿しにくい微粒子物質（特に鉱物の

ます。リンや窒素は植物プランクトンの栄養素で

ような無機態、直径 1μm 位）が増え続けている

す。COD は湖水中の有機物全量を表すものですか

ようです。

ら、植物プランクトンの量と水に溶けている有機
物を足したものを表すと考えてよいでしょう。霞ヶ

4. トレンドデータが教えること

浦の湖心における全リン濃度の 0 年間プロットを

(1) 何をしてきたのでしょう？

図１(a) に示します。全リンは明らかに増加傾向に

富栄養化とは植物プランクトンの過度な増殖を

あります。霞ヶ浦がアオコで有名だったのは 1

指します。COD は植物プラントン量をみるため

～ 1 年ですから、アオコが発生しなくなってか

のものであり、一方、リンや窒素は栄養素ですか

ら全リン濃度が急激に上昇していることになりま

ら、植物プランクトンの増殖のポテンシャルを表

す。アオコはリンが多いと出るはずなので、とて

すと考えられます。これを踏まえて図をみてみる

も不思議です。全窒素（図は省略）もアオコが消

と、COD やクロロフィル a は 1 年以降それほ

えてから濃度が上昇しましたが、今は 1 年辺り

ど顕著に変化していません。富栄養化防止対策に

の値を取っています。

よる水質改善効果は出ていないようです。しかし、

次に有機物の指標である COD の 0 年間プロッ

リンは著しく増加しています。霞ヶ浦では富栄養

ト を み て み ま し ょ う（ 図 1 (b)）。 全 リ ン の ト レ

化が起こるポテンシャルは以前よりもずっと大き

ンドとは異なり、COD はアオコ全盛時の 1 年

くなっています。従って、対策を実施しているが、

－－
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水質は悪化していると解釈できます。“リンや窒素

常陸川水門による水位管理に移行し、管理水位が

が増えるとプランクトンが異常に増殖する” とい

10cm 上昇しています。水位の上昇は湖沼水質にか

う教科書的な考え方は、霞ヶ浦には当てはまらな

なりの影響を及ぼすと思われます。底泥浚渫も関

いようです。霞ヶ浦における COD 発生源対策の事

係するイベントとして挙げられます。霞ヶ浦での

業費は年間 0 億円です。この事業費を効果的に

底泥浚渫事業は 1 年に開始され、1 年に浚渫

使うには、何が起こっているかメカニズムをもっ

量が前年 1 年の約  倍、1 年にはその約  倍

と知ることが大切です。

に急激に増えています。001 年には 1 年のレベ

() どうして起きたのでしょう？

ルに減少しています。懸濁物質の増加とよく対応

全リン、透明度、懸濁物質や COD のトレンドを

しています。湖水で懸濁している物質は、底泥浚

見ると、霞ヶ浦では 1 ～ 1 年に何かインパ

渫の際に舞い上がって沈殿せずに浮遊している微

クトのあることが起きたと推察できます。この時

粒子かもしれません。

期以降、COD と透明度は年間変動幅が小さくなり、
値も減少しています。一方、全リンや懸濁物質は

5. トレンドモニタリングとコラボ（連携）した研

急激に増大に転じています。この時期近辺に起き

究の成果

たイベントを考えると、まず霞ヶ浦開発事業が挙

私たちの研究室では、霞ヶ浦トレンドモニタリ

げられます。霞ヶ浦開発事業は 1 年に完成して、

ングと連携した形で難分解性の（分解しにくい）

図 1 霞ヶ浦湖心での水質パラメータの長期トレン
ド：(a) 全リン，(b)COD，(c) クロロフィル a，(d)
透明度，(e) 懸濁物質，滑らかな曲線は 12 カ月の
移動平均

－－
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6. まとめ
私たちは霞ヶ浦で 0 年間に渡り、水質、生物、

Organic Matter：DOM）に関する研究をしています
（地球環境研究センターニュース 00 年 10 月号参

底質等のモニタリングを実施してきました。この

照）。近年、多くの湖沼でこの難分解性 DOM が漸

ような長期的でシステマティックなモニタリング

増しているといわれています。ここでは、湖水中

データは世界的にも極めてまれです。これだけの

の DOM と難分解性 DOM の長期トレンド（1

まとまったデータは、霞ヶ浦の将来環境を予測す

～ 00 年）について紹介します。図  は、霞ヶ浦

る際に大きな力になります。さらに、この長期ト

湖心での DOM 濃度、難分解性 DOM 濃度および分

レンドデータは、湖沼モニタリングのあるべき姿

解率の平均値をプロットしたものです。DOM と難

も示唆しています。霞ヶ浦では、全リンや懸濁物

分解性 DOM はともに同じようなトレンドを示し、

質の上昇トレンドが 10 年以上に渡って観察されて

1 ～ 1 年は上昇傾向、1 ～ 1 年は減少

います。霞ヶ浦は、非常に良く混ざっているとす

し、それ以降は比較的安定した値を示しています。

ると、一つのイベントの生起のために水質パラメー

調 査 期 間 の 最 初 と 最 後 の 値 を 単 純 に 比 べ る と、

タが次のステージで安定するまでに約 00 日（平

DOM 濃度は少し減少しています。しかし、難分解

均滞留時間× ）かかります。10 年以上にわたっ

性 DOM は反対に少し増大しています。この違い

て変化し続けるのは、一つのイベントが起きてか

の理由は DOM の分解率の変化にあります。1

ら別の複数のイベントが連鎖的に繋がって起きて、

～ 1 年には % 以上あった分解率は 1 年以

結果的に変化が長く続いていると想定されます。

降急激に減少して、最近では 10% 以下に留まって

つまり、湖沼の現況把握や将来予測のためには、

います。難分解性 DOM 濃度が減少しないのは、

長く地道なモニタリングを継続してゆくことがと

DOM が難分解性化したためといえます。なぜこの

ても大切であるといえます。今後、地球温暖化の

ような DOM の難分解性化が急激に進行したのか

影響がローカルな湖沼環境においてリアルに顕在

よくわかりません。ただ、DOM 分解率の顕著な減

化してくると予想されます。霞ヶ浦トレンドモニ

少が 1 年で起きているのをみると、やはり水位

タリングのような長期に渡り研究レベルでしっか

上昇や底泥浚渫の影響だろうかと思ってしまいま

りとしたフィールドデータを取得する湖沼モニタ

す。

リングの重要性は、今後ますます高まるでしょう。

図 2 霞ヶ浦湖心における DOM，難分解性 DOM(R-DOM) および分解率 (%Deg) のトレンド（エラー
バーは 1 標準誤差を示す。DOM 分解率は見やすくするためにエラーバーを表示していない）
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2007 年ブループラネット賞受賞者による記念講演会報告 (1)

00 年のブループラネット賞受賞者であるジョセフ・L・サックス教授（カリフォルニア大学［バークレー校］
教授）とエイモリ・B・ロビンス博士（ロッキー・マウンテン研究所理事長兼 Chief Scientist）による記念講演会が、
00 年 10 月 1 日、国立環境研究所地球温暖化研究棟 交流会議室で行われました。 回に分けて講演内容（要約）
を紹介します。

社会のニーズの変化と法律とのはざまで
カリフォルニア大学（バークレー校）

Professor Joseph L. Sax（ジョセフ・L・サックス教授）

私は環境法と天然資源法が専門で、自然科学者

スベガスの水の問題とその解決方法についてお話

ではありません。そこで、みなさんにとってどん

しします。というのも、ラスベガスは砂漠の中に

な話が面白いだろうかと考え、環境管理の問題が

作られた都市だからです。

どのように生じ、私のような専門をもつ人間がそ

10 年代、コロラド川の水は、その流域となっ

れをどう解決しようとするか、ということをお話

ている州の間で法的に分割されていました。各州

しするのがよいのではないかと思いました。私は

には、そのニーズを満たすため、川の水を一定の

近年、アメリカの乾燥地域における水の使用とそ

割合で使う権利が与えられました。これは地域間

の影響の問題に関わってきました。これからお話

での水資源問題を解決するために決められたこと

しすることは、みなさんにも関わりのあることだ

でした。当時、ネバダ州の総人口は ,00 人でした。

と思います。

現在ラスベガスはネバダ州で最も人口の多い都市
で、00 万人です。実はコロラド川の水は、砂漠
地域の各州に均等に割り当てられたわけではなく、

ラスベガスの急激な人口増加と水資源
アメリカの南西部、メキシコへとつながる辺り

州の当時と将来のニーズの予想に基づいて行われ

に位置するコロラド川流域には、 つの州（カリ

ました。均等にとなると、1 州平均 1％というこ

フォルニア、ネバダ、アリゾナ、ユタ、コロラド、

とになりますが、ネバダ州への割り当ては、当時

ワイオミング）があります。これらの州は、アメ

の状況から ％になりました。何年もの間、それで

リカで最も降雨量の少ない地域です。たとえばア

問題はありませんでした。しかし、善かれあしかれ、

リゾナは、arid zone ――乾燥した地域という言葉

誰かがラスベガスでギャンブルを興すことを思い

からきていて、つまり砂漠地帯なのです。この地

つき、ラスベガスは今日映画でおなじみの都市と

域の大半が乾燥地で、特に流域の最南部はまった

なりました。そしてこの 0 年間で、アメリカ西南

くの砂漠で、年間降水量はわずか 100mm です。で

部の都市人口は急激に増加しました。暖かくて乾

すから、ロッキー山脈の西側に位置するこの全地

燥した地域に人が集まってきたのです。

域にとって、コロラド川は唯一の重要な水源です。

ラスベガスは長年アメリカで年間人口増加率の

これから、みなさんもご存知のラスベガスという

最も高い都市で、年 ％という増加率を示していま

都市について、その知られていない側面をお話し

した。ところが、人口がこのように急激に増加し

したいと思います。

た一方で、ラスベガスに分配される水の量は全く

ラスベガスというと、カジノとかギャンブル、
映画スターを想像されるでしょうが、今日は、ラ

増えていなかったのですから、問題が生じたのは
当然のことです。
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Professor Joseph L. Sax （ジョセフ ・ L ・ サックス教授） プロフィール xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 年

イリノイ生まれ

1 年

ハーバード大学卒業

1 年

シカゴ大学法学院卒業 J.D. 取得

1 ～ 1 年

コロラド大学

1 ～ 1 年

ミシガン大学法学部教授

1 年～

カリフォルニア大学（バークレー校）教授

1 ～ 1 年

内務長官顧問兼内務次官補代理
（（財）旭硝子財団ホームページより引用）

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
何かするべきでしょうか。いえ、それはできない

問題解決の方法はいろいろあるが…
水の需要の増加により問題が生じたとき、アメ

のです。第一に、アメリカは自由の国で、誰もが

リカが採ってきた方法というのは、川を選び、よ

好きな所に住むことができます。第二に、ラスベ

いダムの候補地を挙げ、ダムを建設し貯水池を造

ガスの経済を発展させている本当の推進力は、ギャ

ることでした。それによって水を集め、パイプや

ンブルではなく、建設業です。建設業界は、今の

運河で水を必要な地域に送ったのです。これは土

人口流入に基づいて動いています。もしネバダに

木工学（エンジニア）のプロジェクトです。アメ

越してくる人々を遮断してしまえば、政治的、経

リカ西部の水の地図には、ダムや貯水池、パイプ

済的大混乱が起こるでしょう。ですから、人口抑

ラインが至るところに見られます。

制は考えられないのです。

カリフォルニアに限ってみても、人々と農場、

節約はどうでしょうか。それは可能です。政治

産業に水がどのように供給されてきたかというこ

的にも経済的にも受け入れられます。しかし、意

とは、大変興味深いことです。土木による問題の

外なところに問題がありました。ラスベガスには、

解決は、通常の手段ですが、今日、さまざまな理

産業といえるようなものも、農業といえるような

由からこの方法は使えません。環境に関する理由

ものもありません。つまり消費される水の大部分

もあります。ダムや貯水池を造ることの弊害も明

が農業灌漑用水や工場での冷却用水、水力発電に

らかになっています。私たちは、エコシステムを

使われるといった地域とは、事情が異なるのです。

回復したいと考えます。また経費の問題や、ダム

ラスベガスの水は事実上、すべて家庭で消費され

に適する場所がもう残っていないという現実もあ

ているのです。

ります。
では、どうやってラスベガスの問題を解決でき

水の消費量を減らす妙案とは？－芝生から砂漠の庭園へ

るでしょうか。水が余っているところから買うと

水は、家庭でどのように使われているのでしょ

いうのはどうでしょう。これも試しました。前に

うか。実はその 0％以上が、芝生の緑のために使

述べた 0 年前の配分比により、ネバダの需要が満

われているのです。みなさんはどう思われるかわ

たされていないのに、現在他の州には余分に供給

かりませんが、アメリカ人というのは、自分の小

されていたからです。しかし、この考えはうまく

さな家をきれいな緑の草で囲いたがるのです。そ

いきませんでした。水の販売は法律で許可されて

の緑の草は、もちろん砂漠においては外来種です

いないのです。水が州の「生得の権利」であると

から、砂漠で芝生を育て、それをいつも緑に保と

するなら、将来、必要になった時に、それはいつ

うとすれば、莫大な量の水が消費されます。では、

でも利用できる状態に保たれていなければなりま

どうするか。メーターを設置して、使った水 1 ガ

せん。そこで水をよそから買うという可能性はな

ロン、1 リットルごとに、料金を課すという節水方

くなりました。

法もあります。でもそれは、消費量のほんの一部

年 ％という人口増加に歯止めをかけるのはど

にすぎません。

うでしょうか。ネバダへの移入を制限するために、

－ 10 －
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へんポジティブで面白く、とても想像力の豊かな

とができます。一種の保護基金です。時期が来たら、

考えでした。彼らは、お金を払ったのです。芝生

現在の土地所有者は、土地から出ていくことにな

を取り除くために、１平米ごとに一定の金額を出

ります。つまり私たちは、今湿地保全のために少

したのです。さらに無料の指導プログラムも提供

しのお金を投資し、将来、時期が来たときに、そ

しました。土地に固有な植物種を使った「砂漠の

のお金で土地を守ることができるのです。

庭園」を作る方法を教えたのです。その結果、多

将来深刻な問題が生じることが明らかな場合、

くの人がお金を受け取り、芝生が取り払われまし

十分に早く対処すれば、大抵の場合、比較的容易

た。また、庭園の植物は砂漠の固有種ですから、

で経費的にも実行可能な方法がある、ということ

水の消費が少ないことは言うまでもありません。

を是非知っていただきたいと思います。それによ

私たちは、一人当たりの水の消費量が減ったこ

り、その土地に住む人やそこで仕事をしている人

とを確認しました。まだ最終的な結果は出ていま

を移動させたり、彼らに被害を及ぼさずに資源の

せんが、数値を紹介しますと、アメリカ西南部の

価値を維持することは可能なのです。ですから海

乾燥地域で、最も消費の多い都市で一人一日当た

面上昇の問題についても、解決方法はあると思い

り 0 ガロン、最も消費の少ない都市で、一人一

ます。

日 10 ガロンとなっています。消費量の 0％削減
は、よい結果だと思います。
Q：環境法と環境問題についてお尋ねいたします。
私は法律家ではありませんが、法律というのは、

大切なのは「転ばぬ先の杖」
次に、気候変動の問題について、まだ解決はし

一旦制定されると、それを変更、修正するのが難

ていないが、よい解決方法があるという例を紹介

しいものだと感じています。その一方で、社会、

したいと思います。

環境の変化は著しいものです。ですから法律が環

カリフォルニアの沿岸でも、海面の上昇が危ぶ

境の現実に即応できるように、修正する手順、法

まれています。海面上昇に関する問題のひとつは、

律を臨機応変に現実に対応させる方法がないのか、

海水が内陸部へ移動することで、貴重な湿地が失

お聞かせください。

われることです。もちろん放っておけば、新しい

A：社会のニーズの変化などの現実に法律を対応さ

湿地が内陸部に作られていくことでしょう。しか

せるよう努力を続けることは大切です。しかしそ

し海岸線は、開発目的などにとって著しく価値の

れは大変に難しいことです。私は、以前、南アフ

ある場所です。そこで何とか海の水をせきとめて、

リカで憲法の作成に携わったことがあります。ア

土地の経済的価値を守らなくてはいけないと感じ

パルトヘイトのもとでは、水はすべて、白人の移

ているのです。そのために、私たちに何ができる

民に割り当てられていました。アパルトヘイトが

でしょうか。

終わった現在、政府は新しくなりましたが、南ア

最近ニューオーリーンズを襲ったハリケーン、

フリカの大変貧しい先住民の場合、水浴や料理な

カトリーナのような大災害について考えてみます

ど、生活に必要な最小限の水のニーズが満たされ

と、多くの場合、大惨事になったのは、誰も備え

ていませんでした。また南アフリカは、国の経済

をしていなかったからということにつきます。い

を築いてきた白人社会の特典を失いたくなかった

つ来るかは分からないとしても、災害が起こるこ

のです。そこで問題は、どのようにして法律を変

とは予想できるわけです。そこで私たちが考えた

えるか、しかも、すべての白人を追い出したり経

のは、保護すべき湿地を明確にしようということ

済発展を損なってしまうような急激な変え方を避

でした。それらが今よい状態にあり高台にあると

けるにはどうしたらよいか、ということでした。

しても、これから 0、0、0 年後には浸水が予測

私たちが対処しようとしている問題はこのような

されます。実際、0 年後に浸水が起こるなら、半

ものです。これはもっとも重要な問題で、かつもっ

世紀ほどは、現在の目的のために利用できるわけ

とも難しい問題なので、今のはたいへんよい質問

です。今、低コストで土地所有者から権利を買い、

だと思います。

そのお金を資金として、その期間に利子を得るこ

－ 11 －

地球環境研究センターニュース

Vol.18

No.9（2007年12月）

な物理的・化学的な性質は、今回取り上げる温暖

化石燃料の燃焼に伴って発生する微粒子
化石燃料を燃やしたときに放出される微粒子と

化だけではなく、大気汚染や酸性雨など多くの環

いえば、蒸気機関車から吐き出される黒煙や、都

境問題にとって重要であり、これまでにも数多く

知事がペットボトル詰めにしていたディーゼル車

の研究が行われています。

の黒い排気ガスなどを思い浮かべる方が多いと思
います。この黒い微粒子は化石燃料が不完全燃焼

エアロゾルが日射を変えるあの手この手

を起こして発生した煤ですが、実際にはこうした

エアロゾルは、幾つかの異なった過程により大

目に見えるもの以外にも、不純物として含まれる

気中での光や熱のエネルギーの流れを変化させ、

硫黄分や空気中の窒素などが燃焼によって酸化さ

気温を変化させる効果を持ちます。そのような効

れた物質や、燃焼し切れずに残った燃料中の炭化

果としては、エアロゾル自体が光を反射したり吸

水素などが気体（前駆気体）として放出されてい

収したりすることにより地表へ届く太陽光を減少

ます。前駆気体は大気中での光化学反応を受けて

させる効果（直接効果）や、雲の性質を変化させ

変質され二次的な微粒子が生成されます。大気中

ることによる間接的な効果があります。雲を構成

に放出あるいは生成された微粒子は、大気エアロ

する雲粒は、エアロゾルを核とした水蒸気の凝結

ゾルと呼ばれており、降水などによって大気から

により生成されますが、エアロゾルの数が多い場

除去されるまで大気中を浮遊し（注 1）、時には発

合は少ない場合に比べて、同じ量の水蒸気がより

生域から遠く離れた領域まで大陸や大洋を越えて

多くのエアロゾルに配分されることになり、雲粒

運ばれることが知られています。

ひとつひとつのサイズが小さくなります。このよ

化石燃料の燃焼に伴うエアロゾルの放出量や種
類は、燃焼させる化石燃料の種類や燃焼形態によっ
て異なっており、一般的には石油や天然ガスに比
べて石炭からはより多くのエアロゾルが発生する
と言われています。また、エアロゾルは化石燃料
の燃焼からだけではなく、薪や農業廃棄物（稲藁
など）の燃焼、森林火災などからも大量に発生し
ていると考えられています。エアロゾルが持つ様々
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うな小さい雲粒からなる雲は太陽光を反射する効

加し、それに伴い負の放射強制力（注 ）（地表を

率（この効率をアルベドと呼びます）が高くなり

冷却する作用）も大きく増加しました。そしてこ

ます（雲アルベド効果）。また、小さな雲粒は雨粒

うした領域では、同時に排出されて大気中に蓄積

にまで成長して大気中から除去されるまでの時間

された温室効果ガスによる正の放射強制力（地表

が長くなるので、雲として存在する時間が長くな

を暖める作用）の増加を打ち消し、現在における

り、太陽光をより長時間反射するようになると考

正味の放射強制力が負と評価される場合もありま

えられています（雲寿命効果）
。いずれも地表に届

す（注 ）。

く太陽光を減少させる効果があります。一方、光

しかしながら、全球で平均した場合、エアロゾ

を吸収する性質のある微粒子（煤など）は、前出

ルの増加による負の放射強制力の増加は直接効

の直接効果によって地表に届く太陽光を減らすも

果 に よ っ て -0.W/m、 雲 ア ル ベ ド 効 果 に よ っ て

のの、吸収によって微粒子を含む大気層が加熱さ

-0.W/m と見積もられており（図１）、これらを足

れ、雲粒の蒸発が起こったり、大気が安定化して

しても二酸化炭素の増加による正の放射強制力の

雲の発生が抑制されたりして、地表に届く太陽光

増加（1.W/m）に比べて小さいという評価になっ

を増やす効果（準直接効果）も併せ持つと考えら

ています。エアロゾルによる放射強制力変化の見

れています（注 ）。

積もりは不確実性が非常に大きいのですが、ここ
に挙げた値は現状で最も確からしいとされる値で
あり、しかも森林火災などによって発生するエア

エアロゾル vs 温室効果ガス
こうしたエアロゾルによる放射効果と、同時に

ロゾルの影響も含まれているため、化石燃料起源

排出される温室効果ガスによる温暖化効果の比較

のエアロゾルのみによる負の放射強制力変化はこ

を考えてみましょう。仮に、バケツ一杯の石炭を

れよりも小さいと考えられます。さらに、メタン

燃やした時に発生するエアロゾルと温室効果ガス

や対流圏オゾンなど化石燃料の消費に関係するそ

について、それらによる放射効果の大小を考えた

の他の温室効果ガスの影響を加えれば、化石燃料

とします。石炭が燃え尽きるまでもうもうと排出

の消費に伴って発生する温室効果ガスとエアロゾ

される黒煙や二次的なエアロゾルによって、当初

ルによる正味の放射強制力は、現在において明ら

は太陽光が著しく遮断され気温が一時的に下がる

かに正、すなわち地表を暖めていると言うことが

かもしれませんが、その後エアロゾルは降水など

できます。つまり、化石燃料の使用を抑える行為は、

により大気中から急速に失われ、次第に温室効果

温暖化の抑制策として有効であると結論すること

ガスによる温暖化の影響が現れてくることが予想

ができるでしょう。

されます。このような場合、エアロゾルは温暖化
を抑止したと言えるのでしょうか。さらに、バケ
ツに次々と石炭を補充していった場合には、結果
的にどちらの効果が優勢になるのでしょうか。
こうした問いに答えるため、気候変動に関する
政 府 間 パ ネ ル（Intergovernmental Panel on Climate
Change：IPCC）の第  次評価報告書では多くの大
気大循環モデルを用いた定量的な評価が行われて
います。ただし、エアロゾルの放射効果としては、
比較的理解の進んでいる直接効果と雲アルベド効
果のみが考慮されました。それによれば、工業化
以降、大気中のエアロゾル量は化石燃料の使用が
多い領域（北米、欧州、東アジアなど）や森林火
災の多発域（アマゾン、中央アフリカなど）で増

図 1 工業化以前から現在までに、各種気候強制要
因が変化したことによる放射強制力変化の見積もり
（IPCC 第 4 次評価報告書第 1 作業部会報告書政策決定
者向け要約（気象庁訳）をもとに作成）右の数値は、
各要因による放射強制力の最良推定値と、括弧内は
色々なモデルによる推定値の 90％が収まる幅
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効果ガス双方の発生源たる化石燃料の消費自体を

温暖化も大気汚染も：一石二鳥の対策
一方、化石燃料起源のエアロゾルには、環境へ

抑制して行くことが何よりも重要であると言える

さまざまな悪影響を及ぼす物質という側面があり

でしょう。

ます。例えば、半径 .μm 以下などサイズの小さ

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

なエアロゾルは、人間の肺の奥深くに到達して種々

（注 1）エアロゾルが大気中を滞留できる時間は気象条件

の健康被害を引き起こす可能性が懸念されていま

などにより異なりますが、対流圏では一週間程度、圏

すし、硫酸塩や硝酸塩からなるエアロゾルは酸性

界面から成層圏にかけては数カ月から数年程度です。

雨を引き起こし森林や湖沼などの生態系に悪い影

（注 ）ここに挙げた以外にも微粒子による間接的な効

響を及ぼすことが知られています。また、前駆気

果（例えば氷晶核効果など）が提案されています。

体の変質過程ではエアロゾルとともにオゾンなど

（注 ）放射強制力：二酸化炭素などの温室効果気体の

の光化学オキシダントが生成され、光化学スモッ

濃度や太陽放射強度などの変化による対流圏界面に

グとして知られる大気の汚染とそれに伴う健康被

おける放射強度の変化。放射強制力が正の場合には

害が引き起こされます。このため、過去に大気汚

地表を加熱し、負の場合には冷却します。（地球環

染を経験した国々では、自動車や工場、発電所な

境研究センターニュース 00 年  月号「ココが知

どで化石燃料を大量に消費する際、排気中のエア

りたい温暖化 ()-」注 1 より）

ロゾルや前駆気体を除去（脱硫、脱窒）する対策

（注 ）地表気温の変化は放射強制力のみで決まるわけ

が進められてきました。しかしながら、同時に発

ではなく、各種のフィードバック過程や大気の流れ、

生する温室効果ガスを排気から除去する対策につ

降水・蒸発の変化などからも影響を受けるため、正

いては遅れており、現状では、エアロゾルの排出

味の放射強制力が負と評価された領域でも、実際の

だけが抑制されている状況と言えます。こうした

気温は上昇している場合が多いです。

状況では、エアロゾルの冷却効果によりこれまで
部分的に相殺されてきた温室効果ガスによる温暖

→さらによく知りたい人のために

化を、ある程度促進してしまった可能性があるか

D.J. ジェイコブ（00）大気化学入門 第  章「エ

もしれません。

アロゾル」. 東京大学出版会 .

ですが、エアロゾルの健康影響や大気汚染の被

気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル（IPCC） 第  次

害は甚大であり、温暖化対策だけを考えて燃焼排

評価報告書第 1 作業部会報告書 政策決定者向

気中からのエアロゾルの除去を止めるわけにはい

け 要 約（ 日 本 語 訳

きません。結局、温暖化対策と大気汚染問題への

climate/cpdinfo/ipcc/ar/index.html）

://

.data.kishou.go.jp/

対策の双方を満たすためには、エアロゾルと温室

＊「ココが知りたい温暖化」は地球環境研究センターウェブサイト (
://
-cger.nies.go.jp/qa/qa_index-j.
html) にまとめて掲載しています。また、各 Q&A を 1 枚ずつにまとめたリーフレットも作成しています。上記ウェ
ブサイトからダウンロードできます。

「ココが知りたい温暖化」で取り上げてほしい素朴な疑問・質問をお寄せ下さい。
疑問・質問は、氏名と連絡先を記入し、ニュース編集局宛にご連絡下さい ( 勝手ながら電話での質
問はご遠慮ください）
。
＊なお、掲載する場合、事務局で加筆修正させていただくことがあります。
お送りいただいた個人情報は「ココが知りたい温暖化」業務以外には 使用いたしません。
また、個人情報を掲載することはありません。
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Meteorological Organization：WMO）と国連環境計

国民の大半は、気候変動に関する政府間パネル

画（United Nations Environment Programme：UNEP）

（Intergovernmental Panel on Climate Change：IPCC）

により 1988 年に設立されました。その使命は、温

報告書の内容について、新聞等のマスメディアを

暖化研究を独自に企画実施することではなく、既

通じて知ったことと思います。しかし報道資料で

存文献に基づき温暖化に関する最新の科学的知見

は報告書の作成手順まで詳説されることは稀です。

を収集・評価し、現時点で科学的に何がどの程度

そのため「どこかに IPCC 本部があり、そこでは数

分かっているのか、を整理して示すことです。

十人の研究者が雇用され、日々報告書作成のため
の研究を実施している」というようなイメージが
持たれる場合もあるようです。

IPCC の活動は、ビューロー（議長団）の下に、
第 1 作業部会（自然科学的根拠）、第 2 作業部会
（影響、適応、脆弱性）、第 3 作業部会（緩和策）、

事実はそうではなく、例えば 2007 年に公表さ

並びに温室効果ガスインベントリに関するタスク

れた第 4 次評価報告書（Fourth Assessment Report：

フォースが置かれ、世界中の多くの科学者の協力

AR4）については、150 を超す国々からの約 500 人

を得て行われています。各作業部会での評価作業

の主執筆者らによって草稿が作成されており、そ

は定期的に行われ、その報告書は国際的に合意さ

の草稿をレビューした専門家の数は約 2000 人にも

れた科学的理解として、政策検討・国際交渉の場

上ります。また、温暖化に関する最新の科学的知

面でも多用されてきました。そのような経緯から、

見について包括的かつ客観的な見解を示す報告書

科学的知見に依拠して望ましい特定政策を提案す

となるよう、その作成手順には多くの工夫が凝ら

ることが IPCC の役割である、との誤解を受けやす

されています。本稿では、IPCC 報告書の作成手順

いのですが、設立以来 IPCC は政策中立を原則とし

を詳説し、そこに凝らされた工夫について紹介し

ており、特定の政策を提案することはありません。

ます。
報告書はどんな手順で作られるのか？（下線は報告
書の包括性・客観性を高めるための工夫）

IPCC って何をする組織なの？
温暖化問題の重大さと対策の必要性への認識

○執筆者の選出

の 高 ま り を 受 け、IPCC は 世 界 気 象 機 関（World
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す。総会で承認された骨子案に沿って報告書を作

CLA・LA が作成した二次草稿は、次に政府・専

成すべく、まず執筆者の選出が行われます。各作

門家レビューに回されます。その意見をふまえ

業部会議長からの要請に応じて、各国政府や国際

CLA・LA が作成した最終草稿は、さらに最終政府

機関は各章の執筆に相応しい専門家の履歴書を

レビューに回されるとともに作業部会総会に提出

IPCC 事務局に送付し、その情報をもとに事務局は

されます。複数回のレビューにより、報告書の正

広く専門家をカバーした執筆者候補リストを作成

確さが高められます。なおレビュー意見について

します。報告書の執筆を主担当する調整役代表執

は、プロセスの透明性の確保のため、報告書完成

筆 者（Coordinating Lead Author：CLA）
・代表執筆

後も一定期間公開されます。

者（Lead Author：LA）、レビュープロセスを監視

○報告書の受諾・承認

し助言を行うレビュー編集者（Review Editor：RE）

作業部会総会に提出される最終草稿は、数百

は、ビューロー会合でそのリストから選出されま

頁 の 本 文 各 章、 約 0 頁 の 政 策 決 定 者 向 け 要 約

す。包括的な報告書の作成を実現するため、専門

（Summary for Policymakers：SPM）、約 0 頁の技術

分野や出身地域の偏りを避けた執筆者構成とする

要約（Technical Summary：TS）からなります。うち、

よう定められています。

SPM については、参加国の代表者らによって審議

○草稿作成

され、必要な修正・加筆を施されたものが、一行

CLA・LA は、原則として、査読（注 ）を経て

ずつ全会一致で「承認」されます。一方、本文各

学術雑誌に公表済みの論文（査読論文）を引用し

章と TS は、承認された SPM の表現等と一貫性に

て草稿を作成します。ただし、例えば民間での温

問題がないように、必要ならば編集上の修正を加

暖化対策事例などについては業界紙や国際機関報

えるという了解のもとに「受諾」されます。

告書でしか公表されない場合もあります。そこで、
報告書の包括性を高めるため、査読論文以外につ

報告書の包括性・客観性を高めるための工夫

いても、精査のうえ手続きをふめば引用可能とし

以上のように、報告書の包括性・客観性を高め

ています。なお、相応の科学的根拠を持つ対立見

るとともに、誤り・偏りを減らすため、作成手順

解がある場合には、一方のみを取り上げずに両見

に様々な工夫が凝らされています。うち RE は第 

解を記し、現時点での科学的知見ではどちらかに

次評価報告書（Third Assessment Report：TAR）で

断定できないことを示します。また、必要に応じて、

新規設置されました。TAR 以前は、レビュー意見

不確実性の幅や研究者間の見解の一致度について

を草稿にいかに反映させるかは、最終的には各章

も記されます。

CLA・LA の判断に委ねられていましたが、レビュー

○レビューと草稿修正

意見の適切な反映を目指した改善といえます。

報告書の信頼性は、その厳密かつ透明性の高い

䊎䊠䊷䊨䊷䊜䊮䊋䊷䊶ႎ๔ᦠ㛽ሶ䊶ၫ╩⠪䈱ቯ

䊶
䊶
䊶
䊶

レビュープロセスにより担保されます。一次草稿
は、まず専門家レビューに回されます。IPCC のレ
ビューの特徴の一つはその規模の大きさです。前

䊧䊎䊠䊷䊒䊨䉶䉴

䊶 ৻ᰴ⨲Ⓜ䈱ᚑ
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䊶 ੑᰴ⨲Ⓜ䈱ᚑ

千を超す意見が提出されます。多数のレビュアー
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の参加を得ることで、草稿作成時に見逃した知見
を取り入れて報告書の包括性を高めるとともに、
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誤り・偏りを減らすことを目指しています。なお
各章には  ～  名の RE が配置され、査読意見へ
の CLA・LA の対応を監視するとともに、必要に
応じて助言を与えます。専門家レビューをふまえ
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各々の工夫の効果を客観的に評価することは困

（注 ）査読：研究者は学術雑誌に論文を掲載するこ

難ですが、AR に LA として参加した経験の範囲

とにより、その研究成果を公表します。研究者が投

で主観的意見を述べるなら、それぞれ有効に機能

稿した論文原稿は、その論文が扱っている分野を専

していると思います。大量に寄せられたレビュー

門分野とする（一般的に匿名の）研究者により、論

意見については、RE の助言も得つつ、取り扱いに

文の論理性・新規性等の観点から当該雑誌への掲載

議論を要するもの、さらに文献をあたり情報追加

が適当であるかが審査され、審査意見に応じて必要

が必要なもの、文法修正等の軽微なもの等に種別

な原稿訂正を行った後に受理・掲載されます。この

され、限られた作業時間の中で、それぞれ適切な

プロセスは査読と呼ばれ、論文の誤りを公表前に発

対応がとられていたと思います。少なくとも、理

見・修正するとともに、内容をより有用なものとす

にかなった意見を無視するようなことはありませ

るために役立っています。査読の結果、雑誌掲載を

んでした。

拒否される場合もあります。雑誌によっては査読を

以上に示した作成手順から分かるように、また

行わずに論文掲載するものもありますが、査読を経

執筆者としての経験から言えば、質問文の「一部

て掲載された論文は、投稿者以外の専門家により品

の科学者の意見をまとめただけで、正しいとは限

質保証されているという点で、一般的に価値が高い

らない」との見方は的を射ていないと考えます。

と考えられています。

ただし、TAR 以降に RE が設置されたように、作
成手順の透明化と包括性・客観性向上のために、

→さらによく知りたい人のために

今後もさらなる工夫を重ねていくことは重要で

近藤洋輝 . 地球温暖化予測がわかる本 . 成山堂書店 .

しょう。

（財）地球・人間環境フォーラム IPCC 関連ホーム

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

ページ

://

.gef.or.jp/ipcc/

（注 1）レビュー：草稿に対する意見提出のこと。

最近の発表論文から
＊地球環境研究センター職員及び地球温暖化研究プログラムメンバーの最近の発表論文を紹介します。
西シベリア南端気候域のミズゴケ泥炭地における泥炭蓄積パターンとそのトレンド
（Peregon, A. ほか、Environ. Res. Lett., , doi:10.10/1-///001, 00.）
西シベリアの泥炭地（湿地帯の一種）には大量の炭素が蓄積されており、将来の気候変動に伴ってこの
泥炭地が炭素の吸収･排出源のどちらになるかは地球温暖化の未来を左右する重要な要素の一つである。
本研究では西シベリア南端のミズゴケに覆われた泥炭地の長期的及び最近の炭素蓄積のトレンドを評価
し、この地域の泥炭地は現時点で炭素の吸収源となる傾向にあることを明らかにした。地球温暖化の影響
によって降水量が増えた場合には特にその傾向が強くなると予想されるが、逆に乾燥化が進むことで炭素
の発生源となる可能性もある。
論文の詳しい情報は、地球環境研究センターのウェブサイト (
://
-cger.
nies.go.jp/index-j.html) をご参照下さい。この他の論文情報も掲載されています。
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温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）進捗状況報告会開催
地球環境研究センター 衛星観測研究室長
地球環境研究センター 地球環境データベース推進室長
1. はじめに

横田 達也
松永 恒雄

環研）理事の挨拶に始まり、最初に GOSAT サイエ

平成 1 年 10 月  日（金）に虎ノ門パストラル

ンスチームチーフサイエンティストである井上元・

ホテル（東京都港区）にて、「GOSAT 進捗状況報

名古屋大学教授による概要説明が行われました。

告会」が開催されました。

そこでは、三者の分担や GOSAT と米国の二酸化炭

温 室 効 果 ガ ス 観 測 技 術 衛 星（Greenhouse Gases

素観測衛星（Orbital Carbon Observatory：OCO）と

Observing Satellite：GOSAT）は、宇宙から地球全

の比較、サイエンスチームの役割などが紹介され、

域の二酸化炭素等の濃度を測定することを目的に、

最後にまとめとして以下の事項が示されました。

宇宙航空研究開発機構（Japan Aerospace Exploration

○温室効果ガスの収支分布とその変動を解明す

Agency：JAXA）
、 環 境 省、 国 立 環 境 研 究 所 の 三

る観測は、炭素循環の理解・二酸化炭素安定

者が共同で進めている衛星観測プロジェクトで、

化戦略にとって重要であるとの、世界の科学

00 年度中の打上げを目指しています。上記の三

者の認識がある。

者は、GOSAT プロジェクトを進める上で、有識者

○対流圏下部の濃度は収支を反映している。こ

からの科学技術に関する助言を得るためにサイエ

れを全球的に測定することが必要である。

ンスチームを設置し、その会合を定期的に開催し

○高い測定精度で衛星観測を行うことは、大き

ています。本報告会は GOSAT サイエンスチーム

なチャレンジである。

が主催したもので、GOSAT プロジェクトが平成 1

○センサの開発と信号対雑音比（Signal to Noise

年に開始されて以来、初めて開催されるものです。

Ratio：SNR）の良い安定したデータの取得、デー

本報告会は、GOSAT プロジェクトの立ち上げ、

タ解析上の誤差の克服・検証、データ利用の

推進に関係された方々に、これまでのプロジェク

推進など、多くの課題がある。

トの経緯、さまざまな取り組みの現状、そして今

○このプロジェクトは、国際協力と競争の上に

後の予定について説明することを目的として、衛

進められている。

星打ち上げまで約 1 年前に迫った今期に開催され

次に JAXA GOSAT プロジェクトチームの浜崎

ました。報告会では、どのような衛星・センサシ

敬・プロジェクトマネージャによる GOSAT 開発

ステムで測るかはもとより、どの程度の精度で温

状況の説明が行われました。そこでは、GOSAT プ

室効果ガスの測定が可能か、どのようにして誤差

ロジェクトが立ち上げられた経緯と、立ち上げ後

を低減するか、全球の濃度分布観測から何が期待

の変遷の概要が示されました。平成 11 年度～平

できるかなどの説明を目指しました。本報告会に

成 1 年度には、地球環境変動観測ミッション -A1

は 10 名の方の参加がありました。ここでは、報

（Global Change Observation Mission – Atmosphere

告の前半の話題（GOSAT プロジェクトの立ち上げ

1：GCOM-A1） に、 オ ゾ ン・ 広 域 大 気 汚 染 観 測

と経緯、データ処理アルゴリズム）を中心にご紹

紫 外 分 光 計（Ozone and Air Pollution Ultraviolet

介します。なお、当日のプログラムについては、

Spectrometer：OPUS）、環境省の傾斜軌道衛星搭載

://

-cger.nies.go.jp/index-j/topics/information/

inf00/inf00.html をご参照下さい。

太陽掩蔽法フーリエ分光計（Solar Occultation. FTS
for Inclined orbit Satellite：SOFIS）、及び欧州宇宙機
構（European Space Agency：ESA）の成層圏風プロ

2. GOSAT プロジェクトの立ち上げとこれまでの経緯

ファイル観測装置（Stratospheric Wind Interferometer

報告会は安岡善文・国立環境研究所（以下、国

for Transport Studies：SWIFT） の 搭 載 が 検 討 さ れ
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ていました。その後、わが国の京都議定書への批

ムの中島正勝・サブプロジェクトマネージャより、

准などを受けて、平成 1 年度に温室効果ガスの

センサハードウェアの開発状況についてより詳細

観測等による地球温暖化防止に向けた取り組みへ

な報告がありました。GOSAT の二つの搭載センサ

の貢献にミッションが変更されました。予算上の

の概要と観測概要の説明のほか、センサ開発に先

制約から環境省と宇宙開発事業団は、OPUS の開

立って技術開発リスク洗い出しとアルゴリズム検

発を中止し、OPUS と SOFIS を統合した温室効果

証のために、地上・航空機による実データ取得用

ガス・オゾン観測センサを共同開発することとな

センサである TOKYO モデルと TSUKUBA モデル

りました。GCOM-A1 は「温室効果気体観測技術

を製作して各種実験を実施したこと、センサ（エ

衛星（GOSAT）」に名称が変更され、センサ名も

ンジニアリングモデル）の打上前の開発試験を実

「温室効果ガス観測センサ（後に Thermal And Near

施して、そこでいくつかの課題が判明したものの、

infrared Sensor for carbon Observations：TANSO と

対策方法と要求仕様の達成の目処がついたこと、

命名）」となりました。宇宙開発委員会での見直

週末も返上して PFM の開発を進めていることなど

しのもとに平成 1 年度から GOSAT の開発研究へ

について説明がなされました。

の移行が了承されました。なお、ESA からの取り
下げにより、SWIFT の搭載は中止となりました。

次に国環研の横田達也・GOSAT プロジェクト
リーダー（地球環境研究センター衛星観測研究室

JAXA の GOSAT プロジェ

長 ） が、GOSAT の 短 波

ク ト チ ー ム は、 平 成 1

長赤外（Short Wavelength

年  月 に 発 足 し、 環 境

Infra-Red：SWIR）データ

省、国環研との協力・連

の解析方法について報告

携を図るとともに、サイ

を行いました。それに先

エンスチームからの助言

立 ち、 国 環 研 の GOSAT

を反映しつつ、センサ及

プロジェクトへの取り組

び衛星の開発を進めてき

みの経緯を紹介しまし

ま し た。 平 成 1 年  月

た。国環研としては、平

には、温室効果ガス観測

成 1 年 の 秋 に GOSAT

技術衛星プロジェクト研

研究チームを発足しよ

究推進委員会より、センサの観測方式等について

うとしている矢先に、環境省のオゾン観測センサ

の検討結果が報告されました。その後、基本設計

「改良型 . 大気周縁赤外光計Ⅱ型（Improved Limb

審査、詳細設計審査を経て、センサの打上用モデ

Atmospheric Spectrometer-II：ILAS- Ⅱ ）」 を 搭 載 し

ル（Proto-Flight Model：PFM）の製作と試験を行っ

た環境観測技術衛星「みどりⅡ」の運用停止とい

ています。平成 1 年度以降の変更点は、一酸化炭

う事態が発生しました。当時の環境省・小池大臣

素（CO）観測機能の追加を検討したが、技術的・

の談話に基づいて、環境省では今後の温室効果ガ

時間的な問題から実現しなかったこと、雲・エア

ス観測センサの開発を従来どおり進めて良いかを

ロソルセンサの波長特性をサイエンスチームの助

検討する「衛星利用による地球観測・監視に関す

言をもとに変更したこと、当初は米国の他衛星と

る検討会」が地球環境局長の諮問の下に発足しま

の相乗りで GOSAT を打ち上げる予定であったが、

した。その中間報告結果（JAXA と共同して開発

相乗り衛星の遅れによって GOSAT の単独の打ち上

を継続することが適当）を待って、ようやく平成

げとなり、観測軌道も変更されたことなどが挙げ

1 年  月に、当時の井上元・地球環境研究センター

られます。センサ・衛星の開発に当たっての開発

総括研究管理官をリーダーとして「GOSAT 研究

基本方針は、「信頼性の確保を最優先」として、生

チーム」がヴァーチャルチームとして発足しまし

存確率の高い衛星の開発を進めています。

た。その後、国環研の第二期中期計画の開始にあ

本発表に続いて、JAXA GOSAT プロジェクトチー

たり、平成 1 年  月より地球温暖化研究プログラ
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ムの中核研究プロジェクトの一つとして、GOSAT

くい代わりに、昼夜を問わずに高度 2 〜 3 km より

関連の研究プロジェクトが立ち上がりました。併

も高い高度での高度分布を出しやすいという特徴

せて平成 18 年 9 月からは GOSAT 事業の推進を担

があります。SWIR とは相補的な関係にあるため、

当する国環研 GOSAT プロジェクトオフィスが発足

両者の複合利用によって GOSAT の特徴が引き出さ

し、GOSAT 定常処理システムの開発を中心に事業

れる点についても紹介されました。

推進を行っています。
4. その他の報告
3. データ処理アルゴリズムについて

その後、GOSAT に搭載されるもう一つのセン

SWIR の解析アルゴリズムの開発については、

サ「雲・エアロソルイメージャ（Cloud and Aerosol

GOSAT の観測データを最大限に活用するため、雲

Imager：CAI）」 に よ る サ イ エ ン ス の 状 況（ 中 島

やエアロゾルのほとんど無いクリアスカイの観測

孝・東海大学情報技術センター准教授）、GOSAT

条件だけでなく巻雲や薄いエアロゾルに対処する

プロジェクトの最終的な目標である全球の炭素

手法の研究について報告しました。また、SWIR で

収支分布推定（インバースモデル）に GOSAT の

は、その波長帯の大気層の高度方向の分離性を示

データを如何に活用するかについての紹介（Shamil

すアベレージングカーネルの形状から、二酸化炭

Maksyutov・国環研地球環境研究センター主席研究

素の高度分布は出しにくいこと、しかし観測光路

員）、GOSAT の校正計画（塩見慶・JAXA 地球観測

に沿った積分値としてのカラム量は安定して出せ

研究センター）、検証計画（森野勇・国環研地球環

そうなこと、さらにカラム量といっても、GOSAT

境研究センター主任研究員）、新たな検証装置開発

自身から得られる情報は地表面から宇宙までの総

計画（川崎昌博・京都大学教授）について、それ

積算量ではなく、地表から高度約 12 km までの高

ぞれ報告がなされました。

度方向に重みの付いた積算量で、高高度について

さらに、GOSAT のデータ利用者に関係の深い

は先見情報を加えて総カラム量が得られることな

事項として、JAXA の担当する定常処理システム

どを紹介しました。

（竹島敏明・JAXA 地球観測研究センター）、国環

午後には SWIR アルゴリズムに関する報告の続

研の担当する定常処理システム（渡辺宏・国環研

きとして、衛星観測を模擬した筑波山高所観測実

GOSAT プロジェクトオフィスマネージャ）、デー

験データの解析値と同期直接観測値とでどの程度

タポリシーや研究公募（リサーチアナウンスメン

一致するかを検討し、開発しているアルゴリズム

ト）計画（横田達也・国環研 GOSAT プロジェクト

に大きな誤りがないことを確認したことの報告（吉

リーダー）に関する説明がありました。

田幸生・NIES ポスドクフェロー）と、観測光の偏

最後に堀川康・JAXA 理事からの挨拶をもって

光を含む放射伝達計算の考え方についての報告（太

報告会は閉会となりました。次回の報告会は、約 1

田芳文・NIES ポスドクフェロー）がありました。

年後の衛星の打ち上げ前を目処に開催される予定

それに続いて、GOSAT の熱赤外（Thermal Infra-

です。

Red：TIR）データ解析手法の現状として、TIR 観測
の特徴、過去の温室効果気体センサ（Interferometric
Monitor for Greenhouse gases：IMG）の観測データ

Global Greenhouse Gas Observation by Satellite

＊ GOSAT プロジェクトの和

の解析事例、日本航空の民間航空機データとの比

文パンフレットに続いて英文

較に基づく検証、気温誤差を避けるための波長選

パンフレットが発行されまし

択の方法、高度分布情報を均一にするための大気
の層切りの方法などについて、今須良一・東京大

GOSAT
Project

た。英文パンフレットは、地
球環境研究センターウェブサ

学気候システム研究センター准教授より報告があ

イ ト（

りました。TIR では、アベレージングカーネルの

go.jp/gosat/gosat_e.pdf）からダ

形状から地表面付近の二酸化炭素濃度は推定しに

ウンロードできます。
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平成 19 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会
地球環境研究センター
平成 1 年度スーパーコンピュータ利用研究報告
会を 11 月 0 日に国立環境研究所で開催し、約 0

主幹

山本 哲

ンの利用計画・運用基本方針などをご審議いただ
く「スーパーコンピュータ研究利用専門委員会」

名が参加した。当研究所のスーパーコンピュータ

（「スーパーコンピュータ関連研究ステアリンググ

（以下、スパコン）は 1 年度末に新機種（SX-R

ループ」を改称）委員の方々も参加され、数々の

/1M1）に更新されたが、これを機に、スパコン

貴重なご意見をいただいた。

の研究利用についてもあわせて見直し、これまで
「スーパーコンピュータによる地球環境研究発表

報告を行った研究課題などの詳細は、地球環境

会」として行われていた毎年の発表会もあらたに

研究センターのウェブサイト（

利用研究課題の中間報告会として位置付け、標記

nies.go.jp/index-j/topics/workshop/w011/w011.

の名称に変更した。

html）をご参照ください。要旨や発表資料も掲載

今年度課題募集に応募し利用が承認された研究

://

-cger.

しています。

課題のうち 1 課題の報告があり、報告に続く議論

なお、0 年度のスパコン利用研究課題募集を 1

もときおり時間を超過して活発に行われた。同日、

年末頃開始する予定です。詳細は地球環境研究セ

研究報告会に先立って開かれた、当研究所スパコ

ンターのウェブサイトをご参照ください。

天塩川とイトウ
道北では、11 月に入って雪が降り始めています。カラマツ若齢林におけ

四季折
々

る物質循環研究は植林後  年目となっており、生育のよい苗木は m を超え
るくらいにまで成長しました。カラマツ林に生える「らくよう」という名の
食用きのこも研究サイト内のあちらこちらに出てきています。

天塩

天塩研究林の近くには長さ km で全国で  番目に長い天塩川がありま
す。北見山地の天塩岳付近が源流で、名寄盆地を北上し天塩平野に出て日本
海に注ぐ、冬季には結氷する河川です。他の河川と同様に天塩川も改修が進
んでいる箇所もありますが、比較的自然が残されており、河川を取り囲む森

林ではクマやオジロワシやオオワシなどが生息しています。また秋にはサケが上流で卵を産むために大
群で川を遡ってきます。同じサケ科で幻の魚としても有名な「イトウ」も生息しています。イトウは日
本最大の淡水魚で、0 年程まえに m を超える個体が北海道の別
の河川で獲れたという記録もあるそうです。産卵後も死ぬことな
く、一生の間に何回も産卵を繰り返す特徴があります。高齢の個
体がいることでも有名で、1m を超えるような大きい個体ではゆう
に 1 年から 0 年は生きているようです。なお、写真のイトウは
調査のために捕獲したもので、測定後は川に放しました。
北海道大学天塩研究林

高木 健太郎
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地球環境研究センター (CGER) 活動報告 (2007 年 11 月 )
地球環境研究センター主催・共催による会議・活動等
00.11. 1 ～ 
国内シンポジウム
「長期生態系モニタリングの現状と課題－温暖化影響と生態系応答」
（つくば）
標記シンポジウムでは、わが国の生態系に係わる長期観測の現状と課題、今後の展望
などについて、生態学及び炭素循環研究の両分野から講演（1 件）とポスター発表（
件）があった。詳細は、本誌に掲載予定。
1
波照間ステーションにおける波照間中学校総合学習会（沖縄）
波照間中学校 1 ～  学年  人を対象に、環境総合学習として波照間ステーションの
施設見学及び講義、自転車発電等を行った。詳細は、本誌に掲載予定。
0
平成 1 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会（つくば）
平成 1 年度国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究課題の中間報告会として
開催した。1 課題から報告があり、約 0 名が出席した。詳細は、本誌 1 ページを参照。
所外活動（会議出席）等
00.11. ～ 0
地球観測に関する政府間会合第  回本会合及び第  回地球観測サミットに参加（野尻副
センター長・松永室長・藤谷地球温暖化観測推進事務局長・宮崎 NIES フェロー / 南アフリカ）
サミットでは各国が協働して、観測データ、予測結果、情報システムの相互運用の改
善を目指す宣言文が採択された。松永らは、「全球温室効果ガスモニタリング」と題
してエキシビションに出展し、各国の閣僚等に説明した。詳細は、本誌に掲載予定。
 ～ 0
0th Anniversary of the Global Carbon Dioxide Record Symposium and Celebration にて発表
（アレクサンドロフ NIES フェロー / アメリカ）
著名な米国の研究者や WMO の代表者等も出席した本会議において、陸域炭素収支推
定モデルの整合性を確認する方法についてポスター発表をするとともに、現在データ
ベース推進室で開発中のシステムの改良に関して有益な情報を収集した。詳細は、本
誌に掲載予定。
見学等
00.11.1
1
0





筑波大学外国人留学生（ 名）
沖縄県立球陽高等学校（ 名）
結城市婦人学級連絡協議会（0 名）
NHK 関東甲信越管内 環境取材担当者会議（0 名）
中国国家環境保護総局、
北京大学、上海市環境科学研究院、中国地質大学、筑波大学（11 名）
東京商工会議所墨田支部（ 名）
筑波大学 大学生・大学院生（理科教職課程履修者）
（0 名）

視察等
00.11. 
0

荒井広幸参議院議員及び議員会（福島県田村市議会議員他、地元町・市議会議員）
（1 名）
エルサルバドル経済社会開発財団アントニオ・カブラレス総裁
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