
【科学技術週間に伴う国立環境研究所一般公開で「ココが知りたい温暖化」の講演会を開催（14 ページ参照）】

●国際シンポジウム 「都市におけるエネルギー ・ 炭素管理 － 科学と政策のギャップへの挑戦」
　国際ワークショップ 「都市におけるエネルギー ・ 炭素モデリング」
　Urban Energy and Climate Modeling Forum の設立　                                                                                                              �
　　
●地球環境豆知識 (2) ： カーボンニュートラル　                                                                                                                           �
  
●ココが知りたい温暖化 (19)
　○温暖化と生物の絶滅　                                                                                                                                                      �
　○リサイクルって温暖化対策になるの？　                                                                                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                            　　      �

●国内研究機関における地球環境関連の研究計画紹介 (10) ： ( 独 ) 交通安全環境研究所
　○自動車分野の CO2 排出量評価プログラムの開発                                                                                                                                               11

●観測現場から－ UV Net （有害紫外線モニタリングネットワーク） －　                                                                              1�

● 「国立環境研究所 科学技術週間に伴う一般公開」 開催報告                                                                           1�

●オフィス活動紹介－温室効果ガスインベントリオフィス (GIO) －
　○ 2008 年度提出版温室効果ガスインベントリ報告書を作成　                                                                                        1�
　　
●最近の発表論文から　                                                                                                                                                 1�

●日本リモートセンシング学会誌に GOSAT の小特集が掲載されました　                                               　                     1� 

●お知らせ
　○ 「サマー ・ サイエンスキャンプ 2008」 参加者募集　                                                                                                                                              1�
　
●地球環境研究センター活動報告 （4 月）　                                                                                                                        �0
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　現在、地球規模での二酸化炭素（以下、CO�）の

排出に都市部が大きく寄与していることは明白で

ある。この影響は今後、発展途上地域の急激な都

市化により急増するものとみられている。�00� 年

の国連の報告によると �00� 年にはすでに世界人

口 �� 億人のうち約半分が都市部に集中しており、

�0�0 年までには都市部の人口はさらに 1� 億人も増

加するものとみられている。このような都市化の

進行と一人当たりのエネルギー消費量の増加は不

可逆的であり、この事実はまた、都市部が CO� 削

減においてかつてないほ

ど重要な役割を果たし得

ることを示唆している。

つまり、密集した居住に

おけるエネルギー利用と

分配の高効率化は、エネ

ルギー消費の削減と低炭

素社会実現への可能性を

秘めている。

　しかしながら、都市の

重要性にもかかわらず、

過去数十年において、エ

ネルギー利用や CO� 排出の都市レベルでの分析は

行われてこなかった。過去のモデリングや政策分

析の研究は、分野別、特に建物や輸送の分野のみ

から扱われており、システム全体の統合や最適化

が欠けていた。

　近年、気候変動に関する論議において都市の重

要性が認められ、研究と政策の分野でも新しいイ

ニシアティブが進められているが、とりわけ、都

市のエネルギーや CO� のモデル研究のためのグ

ローバルなコミュニティーの調整、あるいは科学、

モデリングそして政策分析に関するさまざまな問

題を論議する場を発展させる必要がある。

　このような背景をもとに、 グローバル・カーボ

ン・プロジェクト（Global Carbon Project: GCP）は

アジア工科大学（Asian Institute of Technology: AIT、

タイ）および独立行政法人国立環境研究所（National 
Institute for Environmental Studies: NIES） と の 共 催

で、国際シンポジウム「都市におけるエネルギー・

炭素管理－科学と政策のギャップへの挑戦」（�00�
年 � 月 � 日）および国際ワークショップ「都市に

おけるエネルギー・炭素モデリング」（�00� 年 � 月

� 日～ � 日）をバンコク

の AIT センターにおいて

開催した。

　シンポジウムでは、政

策問題や都市の炭素管理

に お け る 知 見 と 行 動 を

取り巻く科学と政策の調

和に焦点をあてる一方、

ワークショップでは、主

に 都 市 の エ ネ ル ギ ー や

炭 素 モ デ リ ン グ 問 題 を

専 門 的 に 討 議 し た。 シ

ンポジウムには 1� カ国（アメリカ合衆国、ヨー

ロッパ、南アメリカ、オーストラリア、アジアな

ど）の主要な機関や国連環境計画（United Nations 
Environmental Programme: UNEP）、 国 連 ア ジ ア 太

平洋経済社会委員会（United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP）

そして国際環境自治体協議会（International Council 
for Local Environmental Initiatives: ICLEI）などの政

策委員会から �� 名以上の著名な研究者が出席し

た。

　 開 会 式 は GCP の Shobhakar Dhakal 事 務 局

国際シンポジウム「都市におけるエネルギー・炭素管理

－科学と政策のギャップへの挑戦」

国際ワークショップ「都市におけるエネルギー・炭素モデリング」

Urban Energy and Climate Modeling Forum の設立

GCP つくば国際オフィス　NIES アシスタントフェロー　　Anil Raut

GCP つくば国際オフィス　事務局長　　Shobhakar Dhakal

GCP つくば国際オフィス　NIES ポスドクフェロー　　牧戸 泰代

写真 1　シンポジウム開会式の様子（一番左が Dhakal

事務局長）
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長 に よ っ て 進 め ら れ、AIT 副 総 長 の Sudip K. 
Rakshit 教 授 や GCP の 科 学 運 営 委 員 会 共 同 議 長

の Michael Raupach 博士が主催者を代表して参加

者を歓迎した。また、UNEP アジア太平洋支部の

Surendra Shrestha 所長と UNESCAP Environment and 
Sustainable Development Division の Rae Kwon Chung
所長が開会のあいさつをした。

　シンポジウムは � つのセッションにより行われ

た。第 1 のセッションはシンポジウムの主なトピッ

クの概要について � つの発表により、説明された。

第 � のセッションではロンドン、ニューヨーク、

リオデジャネイロ、サンパウロそしてメキシコ

シティの � つの事例研究を通して、都市のエネル

ギー、炭素排出シナリオや炭素管理に関する問題

が言及された。第 � のセッションでは � 人の発表

者により、インド、中国、フィリピンにおける発

展途上のアジアのメガシティや、ICLEI の都市エ

ネルギーと炭素排出シナリオイニシアティブに関

する発表が行われた。最後のセッションでは、パ

ネリストと参加者がともに低エネルギー・低炭素

都市を理解し、かつ実現するための研究課題や適

切な政策を構築するための討議を行った。

　ワークショップでは方法論的アプローチ、デー

タ入手問題について論じられ、また、世界の主要

都市（東京、大阪、北京、上海、ソウル、バンコク、

ジャカルタ、シンガポール、マニラ、サンパウロ、

リオデジャネイロ、メキシコシティ、ニューヨーク、

ロンドン）におけるエネルギーと炭素モデルの課

題についての発表が行われた。このワークショッ

プには 1� カ国 �� 名の著名な都市エネルギー、炭

素問題の研究者が参加した。

　シンポジウムでもワークショップにおいても、

前述の分野におけるさらなる研究の必要性につい

て広範囲にわたる討議が行われた。最終的にワー

クショップの参加者たちにより Urban Energy and 
Climate Modeling Forum（UECMF）を立ち上げるこ

とが決められ、さらに具体的な研究協力、データ

ギャップの橋渡し、都市エネルギーと炭素管理へ

の知見を高めるための国際的学術雑誌での特集号

の出版などを決めた。UECMF は現在 �� 名の研究

者と組織で成り立っている。

　ワークショップでは都市におけるエネルギーと

炭素モデリングの研究者が直面している主な論点

や課題について討議されたが、将来的には都市レ

ベルの研究の知見を深めるために、UECMF はこの

ような疑問に答えるべく全力を注ぐことになるだ

ろう。

　主な課題と論点は：

　○データの入手可能性に関する課題とその解決策

○都市の炭素排出シナリオ、モデリング、境界

に関するフレームワーク

　○都市における人と自然のダイナミクスの理解

○都市内におけるエネルギーと炭素モデリング

の空間的関係の理解

○異なる大きさの都市がグローバルな炭素排出

にどのように寄与するかの理解と、都市の大

きさによらないモデルの実現化

○農村部からの人口移動による都市化に伴う都

市部のエネルギー利用と炭素排出への影響の

理解

　帰国当日夜間のフライトを待つ間、ワークショップの参加者とともにバンコク市内を訪れました。やはり観

光地だけあり、車道は大型観光バスやトゥクトゥクと呼ばれる � 輪の乗り物

で混雑しており、歩道には排気ガスと立ち並ぶ露店の干物の匂いが満ちてい

ました。時間が限られていたこともあり、王宮とワット・プラケオ周辺を散

策しましたが、ほとんどの建造物は極彩色のきらびやかな装飾がなされてい

たり黄金だったりと、陽光を受け眩しいくらいに輝いていました。タイの人

たちがよく言う冗談（？）に、タイには � つの季節しかなく、それは “Hot, 

Hotter, Hottest”　だというものがあります。前日までは朝夕は肌寒いくらいの

“Hot” でしたが、この日は見事な快晴の “Hotter” となり、チャオプラヤー川

の船着き場での風がとても爽やかでした。                                                    （牧戸）

Hot, Hotter, Hottest

GCP つくば国際オフィスのス

タッフ（王宮にて）
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　○長期的炭素削減の研究

○都市部の炭素管理に対する広範囲の対処法に

関する評価

　このイベントは GCP の 方針によりカーボン

ニュートラル（「地球環境豆知識」参照）で行われ

た。参加者の移動、宿泊などに伴う CO� 排出量は

“Climate Friendly”（オーストラリアのカーボンオ

フセットプロバイダー）から カーボンクレジット

を購入することにより相殺した。CO� 総排出量は

�0.� トンであり、これらは 1 トン当たり �0.1� ドル

で購入された。

＊本稿は Anil Raut 氏、Shobhakar Dhakal 氏および牧戸泰代氏の原稿を牧戸泰代氏が和訳したものです。原文（英
語）は最後のページに掲載しています。
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　カーボンニュートラルとは、気候変動に影響を与える二酸化炭素（以下、CO�）などの大気中

の温室効果ガスを大気中に排出しない、ということである。気候変動を防ぐためには、温室効果

ガスを排出する活動を行わないことが理想であるが、温室効果ガスを排出した場合、どこかで削

減された温室効果ガスを購入することによりカーボンニュートラルを達成できる。これが現在カ

ーボンニュートラルのための一般的な方法であり、カーボンオフセット（温室効果ガスの収支の

相殺）を提供する任意市場が主導している。カーボンニュートラルの考え方では、まず、温室効

果ガスの排出を減らす努力がなされるべきであること、信頼できるカーボンオフセット提供者か

ら購入して排出量を相殺するべきであることも指摘される。

　カーボンニュートラルという用語は、太陽光発電や風力発電、水力発電など、CO� をまったく

排出しないエネルギー源にも使われる。また、バイオマスを燃焼すると発生する CO� は、もとも

と植物が光合成により大気から吸収したものなので、バイオマスの持続的な利用はカーボンニュ

ートラルとして考えられる。カーボンオフセット提供者は、このようなカーボンニュートラル技

術に投資して削減クレジットを生み出している。

　現在、企業、政治的指導者、著名人、イベントや組織・機関などが、企業責任と社会的責任を

果たすため、急速にカーボンニュートラルを導入しており、また、ノルウェーが打ち出したような、

国が �0�0 年までにカーボンニュートラルを達成するといった意欲的な計画もみられる。このよう

なカーボンニュートラルの計画は、地球温暖化を防止するため、自然によって吸収される量以上

に CO� を排出しないことが長期的な目標であるという世界的な合意の上に位置するものである。

　なお、グローバル・カーボン・プロジェクト（GCP）は、カーボンニュートラルの方法に関す

るガイドラインとして「Carbon Reductions and Offsets」を発行した。本書は GCP のウェブサイト

で閲覧できる。

（Anil Raut）

＊本稿は Anil Raut 氏の原稿をニュース編集局で和訳したものです。原文（英語）は最後のページに掲載
しています。
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温暖化すると人間は大丈夫なの？

　気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental 

Panel on Climate Change: IPCC）第 � 次評価報告書

には「地球の気温が 1 ～ �℃上昇すると生物種の

�0 ～ �0％が絶滅の危機に瀕する」と予測されてい

ます。この報告から生物の一種である人間は大丈

夫なのか？ということが気になります。まず、生

物学的に人間という生物種そのものは、恒温動物

であり、温度変化には強い種です。さらに衣類や

住居などの人工物によって身を守る文化的な適応

力も身につけているので、気温が � ～ �℃上昇し

ても絶滅することはないと考えられます。ただし、

これは人間と温度の関係だけからみたリスク評価

に過ぎず、実際の温暖化にともなう人間存続の可

能性に関するシナリオは、それほど単純なもので

はありません。

温暖化すると生物は減るのか？増えるのか？

　IPCC の報告書では、温暖化によって生物種が多

数絶滅する恐れがあると警告しています。実際に

近年、高山帯や北極などの寒冷地において、気温

の上昇が原因で減少していると考えられている生

物種はいくつか報告されています。暑さに弱い生

物が温度上昇で滅んでいくという事例は直感的に

もよくわかる話ですが、それで実際に地球全体の

生物多様性が減少するのか、といわれると生物学

的には見解が分かれます。

　温暖化により、むしろ生物多様性は高まるとい

う意見もあります。実際に地球上で最も生物多様

性が高い地域、すなわち、生物種数と個体数が大

きい地域は、赤道に近い熱帯の地域です。特に熱

帯雨林と呼ばれるジャングル地帯は地球全体の陸

上面積のわずか �％しか占めませんが、陸上生物の

�0％以上がこの地帯に生息するといわれています。

温暖化によって熱帯地域が広がれば、生物多様性
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の高い地域も広がるというのが温暖化による生物

多様性上昇論です。暑さに弱い生物の一部は滅ぶ

だろうが、代わりに増える種もあるし、進化も起

こる。確かに生物学的に考えればこの説は正しい

といえます。ところが、実際には、この仮説とは

裏腹に、現在、地球上の生物は急速にその数を減

らしています。これはいったいどういうことでしょ

うか？

現代の大絶滅

　地球上では �� 億年の生物史上 � 回の大絶滅が起

きたとされ、現在、人の手によって � 回目の大絶

滅が起きようとしていると危惧されています。一

番最近の大絶滅は、恐竜の絶滅で知られる白亜紀

後期（約 �,�00 万年前）に起きた大絶滅で、生物全

体の半数以上の種が絶滅したと考えられています。

しかし、この自然現象による大絶滅では、数百万

年かけて徐々に生物は絶滅しており、その絶滅速

度は 1 年あたり 10 ～ 100 種であったと計算されま

す。ところが、現代の絶滅速度は桁違いに速く、1

年間に �0,000 種もの生物が絶滅していると考えら

れています。

　もともと絶滅という生物現象は、新しい種の進

化を促し、新しい生物多様性を作り出す上でも重

要な役割を果たしてきました。例えば恐竜の絶滅

は、それまでネズミのような小動物として隠れて

生きてきた哺乳類に進化の場を与え、哺乳類の多

様性を一気に花開かせ、われわれ人間も地球上で

繁栄できるようになったのです。しかし、現代の

絶滅速度はあまりに速すぎて、次の世代の生物種

を生み出す進化時間が追いつかず、生物多様性が

完全に崩壊してしまうのではないかと危惧されて

います。

　 世 界 自 然 保 護 連 合（the International Union for 

Conservation of Nature: IUCN）の調査によれば、現

代の絶滅をもたらしている最大の要因は、人間活動

による生息地の破壊とされます。そして、特に絶滅

の進行が著しい地域は、熱帯雨林とされます。先

にも述べたように、地球上で最も生物多様性が高

い地域である熱帯林は、地球上のわずかな面積を

占めているに過ぎず、その小さなエリアで猛烈な勢

いで森林伐採と土地開発が進められることで、地

球全体の生物多様性が大きく減少しているのです。

　たとえ熱帯林が破壊されても温暖化すれば南の

生き物が北へ移動するので大丈夫、という、先に

述べた楽観論も実際にはそう簡単に通用はしませ

ん。既に「北の地域」とされる先進諸国の自然環

境は撹乱が進み、生物の生息地はズタズタに分断

図 1左：自然生態系の構成（エネルギー源は太陽光で、生産者相、消費者相および分解者相からなる生物相によっ

       て有機物・無機物が完全に循環している。）

右 : 人口増加による自然生態系の崩壊（人間は巨大な消費者としてあらゆる階層の生物資源を消費するとと

もに、不足するエネルギーを化石燃料で補い、その燃焼に伴って大量の二酸化炭素ガスを排出している。）
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化されており、南の生物が北へ逃げようとしても

生息環境がそこに無い以上、逃げられない訳です。

　

温暖化の進行と生物多様性の減少

　熱帯林の破壊に限らず、資源としての生物の乱

獲、農薬や化学肥料の大量使用、廃棄物の投棄、

外来生物の蔓延…など、さまざまな形で人間は環

境に負荷を加え、生物多様性にダメージを与えて

います。そして、こうした人間活動そのものが温

暖化の進行にも結びついているのです。

　そもそも地球温暖化を招いている究極要因は、

人間によるエネルギーの過剰消費にあります。本

来、地球上の生物は、生態系というシステムの中

で物質とエネルギーの循環を行い、その生息数の

バランスをとってきました。すなわち、太陽エネ

ルギーによって植物が二酸化炭素と無機物から酸

素と有機物を作り出し、それを 1 次消費者である

草食動物が利用して、さらにその草食動物を高次

消費者である肉食生物が利用して、という生物の

階層性が構築され、各階層で利用できるエネルギー

と物質に限りがあるので、必然的に個体数も制限

され、高次消費者になるほど個体数が小さくなる

という生態系ピラミッドが造られていたのです。

　ところが人間の人口が爆発的に増加している現

代では、このような生態系ピラミッドは完全に崩壊

して、巨大な消費者の傘として人間は生態系の頂

点にのしかかっています。これだけ巨大な人口を支

えるには太陽光だけではエネルギーが足りず、人

間は化石燃料を掘り出して、資源として燃焼し続

けています。そして大量の食糧を確保するための

乱獲や農業面積の拡大、大量消費に伴う廃棄物の

環境中への放出など、重圧な環境負荷が自然生態

系の循環システムを完全に狂わせています（図 1）。

　こうしたエネルギーと物質の大量消費が、地球

温暖化を進行させていると同時に、生物の生息環

境も悪化させて、生物多様性の減少を招いている

のです。従って、温暖化が進むと生物多様性が減

少するのではなく、温暖化進行プロセスが生物多

様性の減少を招いていると理解すべきなのです。

人間は生物のいない世界では生きていけない

　何よりも忘れてならないのは、われわれ人間に

とって、自然生態系はなくてはならないものだと

いうことです。われわれの生命活動に必須の酸素

や水を供給してくれるのも、さらに農作物の新し

い品種や医薬品の素材となる植物・微生物などの

遺伝子資源や、レクリエーションや野外活動の場

となるフィールド、美しい風景といった観光資源

など人間社会に不可欠な資源と機能を提供してく

れるのもすべて自然生態系なのです。すなわち、

人間は他の生物種以上に自然生態系に依存してお

り、その恩恵なくしてはわれわれ人間の存在は成

り立たないのです。人間を頂点とした不安定な生

態系ピラミッドはいつ崩壊するかわかりません。

取り返しのつかない事態が起こるかもしれないと

いう予測不能性を十分に考慮して、これ以上生物

多様性が減少しないように策を講じることは、人

間の存続のためにも大切なことだといえます。

→さらにくわしく知りたい人のために

堂本暁子 , 岩槻邦男編（1���）温暖化に追われる生

き物たち　生物多様性からの視点 . 築地書館 .

E.O. ウィルソン（1���）生命の多様性 . 大貫昌子 , 

牧野俊一訳 . 岩波書店 .
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温暖化とごみ問題との共通の根　－大量消費型の

社会－

　温暖化はとても重要な問題ですが、解決すべき

環境問題は他にもあります。増え続けてきたごみ

を環境に悪影響を与えないように処理することも

その一つです。リサイクルは、処理すべきごみを

減らし、資源を節約することを主な目的に進めら

れてきました。温暖化もごみ問題も、紙やペット

ボトルを大量に使って捨て、物質的に豊かな生活

を営むという、現在の生産・消費のあり方と密接

に関係しています。そうした今の生活自身を見直

していくことが、ごみ問題や温暖化問題の根本的

対策として大事ですが、これは一朝一夕に実現で

きることではありません。その第一歩として紙や

ペットボトルを捨てずにリサイクルすることで、

温室効果ガスの排出量がどう変わるのかを比較し

てみましょう。

リサイクルによる効果：リサイクルする場合とし

ない場合とで何が違うか

　リサイクルすることで減らせるのは、①リサイ

クルせずに燃やしたり埋め立てたりした場合にご

み処理のために排出される温室効果ガスと、②リ

サイクル製品が作られなかった場合に同等の製品

を作るために必要となる燃料消費や資源消費に伴

う温室効果ガスの排出、です。一方、リサイクル

することでかえって増えるのは、③分別して収集・

回収するための燃料消費に伴う温室効果ガスの排

出と、④回収した再生原料から再生製品に加工す

るために必要な燃料消費に伴う温室効果ガスの排

出です。これらの差、すなわち（①＋②）－（③＋④）

をリサイクルの効果、とするのが、この分野の研

究における一般的な考え方になっています（図 1）。

　リサイクルにはお金がかかり、かえってエネル

ギーの無駄、という意見も聞かれます。ペットボ

トルのリサイクルの場合、とくに③のコストが高

いのですが、これは主に分別収集や自治体の中間

処理施設での異物の除去などのための人件費であ

り、収集車の燃料代はコストの数％にすぎず、エ

ネルギー消費や CO� 排出量が大きいということで

はありません。

　ペットボトルは、主に制服やワイシャツ、カー

ペットなどの繊維製品の原料や、卵パックの材料

などに再生されています。リサイクルされなけれ

ば焼却されると仮定した場合、こうした再生品に

リサイクルすることによる CO� の削減効果はペッ

トボトル 1kg あたり �kg 程度と推定されています。

仮に現在消費されている年間 �0 万トンのペットボ

トルが全部リサイクルされた場合、CO� 削減効果

は 100 万トン程度、日本の全 CO� 排出量に対して、
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0.1％弱に相当します。ペットボトルは、ごみのか

さとしては大きな割合を占めていますが、そのリ

サイクルだけで CO� が大幅に減るわけではありま

せん。また、ペットボトルを一度化学的に分解す

ると、再びペットボトルにリサイクルすることが

できますが、この場合には④でのエネルギー消費

が繊維製品へのリサイクルよりも大きいため、CO�

の削減効果は小さくなります。

　なお、②でごみとして焼却処理し、発電してエ

ネルギーを回収する方法もありますが、ペットボ

トルの発熱量はほかのプラスチックの半分程度し

かなく、ごみ発電の効率の低さも考慮すれば、リ

サイクルの効果に勝るレベルには達しません。さ

らに、分別せずに燃やすことは、大量にものを使い、

捨てることを助長するのではないか、との意見も

あります。

紙のリサイクルは温暖化、森林保全、廃棄物が複

雑にからみあった問題

　では、紙のリサイクルについてはどうでしょう

か。ペットボトルも紙も炭素を含んでいますが、

ペットボトル中の炭素は原料の石油に含まれてい

たものであるのに対し、紙に含まれる炭素は、木

材に含まれていたものです。石油から作られた燃

料やペットボトルを燃やすことで発生する CO� は

大気中の温室効果ガスの増加に寄与しますが、紙

やその原料を燃やすことで発生する CO� が温暖化

に寄与するかどうかは、原料となる木材が、どの

ような条件で生育したかにまでさかのぼって考え

る必要があります。

　「リサイクルすることで、木材が何本伐採されず

にすみます」、というような表現がよく使われます

が、伐採、植林のサイクルが適切に行われるならば、

伐採すること自身が問題とはいえません。紙の原

料としての木材需要をまかなうために、森林が伐

採され、そのために森林の蓄積が減少していれば、

大気中の温室効果ガスの増加につながります。

　木材から新たに紙を生産する工程では、木材か

ら紙の原料となる繊維を取り出した後に残る成分

を燃料として利用できるのに対し、古紙のリサイ

図 1　紙やペットボトルをリサイクルする場合としない場合の比較
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「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。

＊「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 ( )

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。

クルでは、主に化石燃料が使われています。現在

の算定方法では、植物由来の炭素は燃焼させた段

階では排出にカウントされないため、リサイクル

のほうがかえって日本からの CO� 排出が増える、

という状況が起こりうるのです。ところで、日本

の紙の原料の大半は、海外から輸入されています。

植物由来の CO� も、木材の消費国で実際に大気中

に排出された時にカウントする算定方法がとられ

た場合には、紙のリサイクルの温暖化対策として

の効果はより大きく評価されることになります。

紙のリサイクルが温暖化対策になるかどうかは、

ペットボトルの場合よりもかなり複雑なのです。

リサイクルが消費形態の転換につながるかどうか

が要点

　日常生活の中では、ごみを分別することがリサ

イクル、と考えられているかもしれませんが、こ

れは適切ではありません。分別したものが、きち

んと再生されて使われ、その分、新たな資源が節

約されてこそ、リサイクルの環がつながるのです。

分別には協力するが、リサイクル製品は使いたく

ない、分別さえすれば、紙やペットボトルをどん

どん使っても構わない、と皆さんが免罪符のよう

に考えているならば、「リサイクルは温暖化対策に

はならない」といわざるを得ません。

　リサイクルは、社会全体の資源やエネルギーの

無駄使いを見直し、消費者が環境問題に取り組む

重要なきっかけです。リサイクルが終着点なので

はなく、リサイクルへの参加を通じて、ライフス

タイルの見直し、省エネ行動につながれば、その

副次的な効果こそが温暖化対策として重要なので

はないでしょうか。

→さらにくわしく知りたい人のために

森口祐一 , リサイクルについての疑問と的確な情報

提供の大切さ . 環環 , �00� 年 � 月 1� 日号（

）

岡山隆之 , 平尾雅彦 , 森口祐一 , 安井至（協力）

（�00�）リサイクルは有効か？ . Newton, �00� 年

� 月号 , ��-��.

森口祐一 , ごみ問題・�R と温暖化のかかわり . 独

立行政法人国立環境研究所公開シンポジウム

�00�（� 月 �1 日および �� 日開催）（

）

→リサイクルと温暖化対策の関係だけではなく、

ごみ問題全体について知りたい人のために

松藤敏彦（�00�）ごみ問題の総合的理解のために . 

技報堂出版 .
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1. はじめに
　地球温暖化への対策は洞爺湖サミットにおいて

も世界における喫緊の最重要課題となっている。

独立行政法人交通安全環境研究所では陸上交通機

関における環境と安全に関わる研究を進めている。

環境研究領域では自動車に関わる地球環境の保全

や地域環境の改善について研究している。本稿で

は地球温暖化に関わりのある研究の中から、当研

究所が第 � 期中期計画（平成 1� 年～ �� 年）で定

めた研究分野の一つ「自動車の燃料資源の有効な

利用の確保及び地球温暖化の防止」に含まれてい

る「CO� 排出量評価プログラム」を紹介する。

　省エネ法の改正（平成 1� 年度施行）により、荷

主および運送事業者に対し、省エネ計画の作成お

よび、エネルギー消費量の報告が義務付けられる

こととなった（参考文献 1）。また、一部の荷主事

業者等は運送事業者に対し、CO� 排出量の現状や

省エネ対策から見込まれる CO� 排出削減量につい

て、高い精度での報告を行政から求められており、

省エネ法の改正により、さらに多くの運送事業者

が報告を求められることが予想される。

　しかしながら、現在、運送事業における CO� 排

出量評価手法の精度は十分でなく、また、エコド

ライブなどの省エネ効果が評価の中に反映できな

い等の課題がある。高い精度でエコドライブ等の

省エネ効果を評価するためには、走行速度・積載量・

車種等のデータを処理して CO� 排出量を算出する

必要があるが、運送事業者の ��％は中小事業者で

占められており、対応が困難な状況である。

　そこで国土交通省は、運送事業者等が効果的な

省エネ対策を策定することを可能とするための自

動車分野の CO� 排出量評価プログラムの構築事業

を立ち上げ、当研究所がみずほ情報総研株式会社

とともに構築している。このプログラムは、自動

車の車種・積載状態・走行速度（時間帯別・地域別）

等の違いによる CO� 排出特性の情報を基に、低公

害車の導入・エコドライブの推進・車両の大型化

等の運送事業者によるさまざまな省エネ対策の取

り組みによる CO� 削減効果を評価することができ、

また改正後の省エネ法に対応できるものを目標と

する。ここではプログラムの開発目標と概念設計

について説明する。

2. プログラムの概要および目標（参考文献 �）
(1) 本プログラムの概要

　従来の CO� 排出量の評価方法は、積載量と走行

距離を掛け合わせたトンキロベースで行われてお

り、それに排気量等により決まる原単位を掛けて

求めてきた。しかし走行中の車両の状態は全く無

視しており、例えば、アイドリングストップを実

施したとしても、それを評価できなかった。そこで、

エンジン－トルクマップを利用した新しい CO� 排

出量評価手法により、自動車の走行状態から CO�

排出量を評価することにした。
(�) プログラムの開発目標

　幅広く活用が可能で、かつ CO� 排出量削減効果

を評価できる、下記の項目を満たす CO� 排出量評

価プログラムの開発を進めている。

a) プログラムによる CO� 評価排出量と実測値と

の誤差が少ないこと。

b) 幅広い運送事業者が活用できること。

c) さまざまな省エネ対策の削減効果を導出し、

さらに省エネ計画策定の支援ができること。

d) 省エネ法に対応した報告ができる、あるいは

報告に活用できること。

e) 広範な普及・活用を考慮した、操作性・利便性、

利用方法・システム構成を持つこと。

3. CO2 排出量評価プログラムの概念設計
(1) プログラムの全体像

　図 1 に CO� 排出量評価プログラムの全体像を示

す。プログラムは入力部、計算部、出力部に分け

られる。入力項目は、「車両特性」と「運行特性」

に分けられ、車両特性は対象車両の車種・寸法・

国内研究機関における地球環境関連の研究計画紹介 (10)

自動車分野の CO2排出量評価プログラムの開発

(独 )交通安全環境研究所 環境研究領域　研究領域長　　後藤 雄一
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車両重量を必須項目とする。一方、運行特性は車種・

運行情報・積載情報を必須項目とする。これらの

入力項目についてオプション入力を可能とし、車

両特性ではエンジン特性や変速機等の項目、運行

特性では走行時間帯・走行地域・走行距離等の項

目が相当する。さらに CO� 排出量の削減対策を評

価するため、アイドリングストップ状況・車両の

整備状況・運転状況等を選択可能としている。

　計算部では、入力された車両特性の項目から計

算の対象車両の仕様を決定し、運行特性の項目か

ら車両の速度パターンを決定する。この車両仕様

と速度パターンに対して車速変換プログラムを適

用し、速度パターンをエンジン回転数とエンジン

トルクの時間履歴に変換する。ここでさまざまな

車両の実測値から作成した CO� 排出原単位のエン

ジンマップを別途用意し、先に算出したエンジン

回転数とエンジントルクの履歴に適用し、CO� 排

出量を計算する。

　出力部では、一運行ごとに CO� 排出量の計算結

果を出力する。計算結果の出力形式は数値表示や

グラフ表示も可能とし、複数の運行データの計算

を行って、荷主別・運行別の CO� 排出量も出力可

能とする。また入力部でオプションに挙げた削減

対策について、CO� 排出量削減効果も出力する。

4. プログラム構築にかかる調査について
　本プログラムを構築するに当たり、多くの運送

事業者が利用できるよう、簡単に CO� 排出量が評

価できるとともに、運送実態に合った評価を行う

必要があるため、下記に挙げる調査を行う。
(1) 運送事業者の現状調査

　運送事業者の現状把握のために，既存の統計資

料について調査し、頻度の多い運送形態を明らかに

する。そして、車種・走行地域・走行条件等の種別

化を行い、さらに積載重量など運送事業者が把握困

難な入力項目について、そのデフォルト値を求める。
(�) 車両運行データ解析調査

　(1) で種別化された条件等について、それぞれ

の代表的な走行パターンを求めるため、多くの運

送事業者による走行データの統計処理を行い、頻

度の高い走行パターンを抽出する。走行データは、

車両の基本的仕様・速度・エンジン回転数を基本

とし、積載量等のデータも収集する。
(�)CO� 排出量測定調査

　CO� 排出原単位のエンジンマップ作成に重量車

燃費基準に用いる � つのモードを用いる。すなわ

ち都市内走行モード（JE0� モード）と都市間走行

モード（高速走行モード、�0km/h 定常走行、勾配

有り）である。このマップは、広範囲の運転領域

を含む一般道路走行および、高速道路走行の両方

に対応する。

5. まとめ
　運送事業者等が効果的な省エネ対策を行うため
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図 1　CO2 排出量評価プログラムの全体像
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の自動車分野の CO� 排出量評価プログラムとして

構築された本プログラムは、車両挙動を反映した、

より詳細な CO� 排出量の計算が可能であり、多く

の運送事業者の CO� 排出量低減対策や報告に役立

つであろう。

参考文献

1）経済産業省，国土交通省（�00�）ロジスティクス

分野における CO� 排出量算定方法共同ガイドライ

ン Ver.1.0. 平成 1� 年 � 月 .

�）フォーラム �00�（�00�）平成 1� 年度交通安全環

境研究所発表会講演概要 . P.1�.

【問い合わせ先】

独立行政法人交通安全環境研究所

　環境研究領域　研究領域長　後藤 雄一

〒 1��-001� 東京都調布市深大寺東町 ��-��
TEL: 0���-�1-���0   FAX: 0���-��-��0�

　毎年夏になると紫外線の話題が巷を賑わします。そのお陰でしょうか、紫
外線には A、B、C という波長領域での区別があることが広く知られるよう
になりました（注 1）。
　有害紫外線モニタリングネットワークでは、A 領域と B 領域の紫外線を連
続測定していますが、特に日焼け（サンバーン）に代表される強い化学作用
をもつ B 領域の紫外線の監視に重点をおいています。また、A 領域の紫外線
がオゾン層の影響を受けないのに対し、B 領域の紫外線量はオゾン層の厚さ
と直接的に関係していることも B 領域の紫外線に重点をおく理由の一つで

す。地表に到達する B 領域の紫外線量は、オゾン層を含めた地球大気の絶妙なバランスの産物なのです。
　数ある紫外線測定器の中で、当モニタリングネットワークで使っている測定器をご紹介します。写真
の「あ」は回折格子と光電子増倍管を使うタイプ（精度は高いが連続測定が苦手）、「い」は回折格子と
フォトダイオードを使うタイプ（A 領域、B 領域同時測定可能）、「う」は特殊なフィルターと蛍光体を
使うタイプ（湿度に弱いが連続測定は得意）、他に光感受性の高い微生物を使う「え」のような測定器
も開発して使っています。このようにそれぞれの測定器には長所と短所がありますが、これらを上手く
組み合わせて、B 領域の紫外線をつかまえています。

（注 1） A 領域紫外線（UV-A：�1� ～ �00 nm）、B 領域紫外線（UV-B：��0 ～ �1� nm）、C 領域紫外線（UV-C：
100 ～ ��0 nm）という区別は国際照明委員会（the International Commission on Illumination: CIE）で定義されて
います。また、太陽光中の UV-C は大気中の酸素分子やオゾンなどによって吸収されて地上には到達しません。

地球環境研究センター 大気・海洋モニタリング推進室　派遣職員　　津田 憲次

B 領域の紫外線をつかまえる

観測現場から

UV Net

　　　有害紫外線モニタリングネットワークで実際に使われている測定器

　　　あ：ブリューワ分光光度計、い：紫外分光放射計、う：B領域紫外放射計、え：Bio-Monitoringシステム
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　国立環境研究所は科学技術週間の行事の一環と

して � 月 1� 日（土）に一般公開を開催し、�1� 名

の方々にご来場いただきました。厚く御礼申し上

げます。

　地球環境研究センターでは研究や事業内容をご

紹介するために、航空機に搭載される観測機器の

展示（CO� 濃度測定装置、空気採取装置）、温室効

果ガスモニタリングステーションの写真展示（波

照間島、落石岬）、大型モニターを用いた地球温暖

化シミュレーションの展示、大気による物質輸送

の表示システムの展示などを実施しました。また、

子供たちにも地球環境問題に関心を持ってもらう

ための「ぱらぱらマンガ」の工作も企画し、人気

を集めていました。会場となった地球温暖化研究

棟１階ホールには最新の研究成果を紹介するポス

ターを設置し、訪れた方々が内容を熱心に見るだ

けでなく、分からない点をスタッフに質問する姿

が数多く見られました。また、研究本館 I の受付

そばでは、日常使っているエネルギーの大切さを

身をもって体験できる「自転車発電」を開催しま

した。

　地球温暖化のことは見聞きする機会が多いため

よく知っているようでいて、実は腑に落ちていな

いということも案外多いのではないでしょうか。

地球環境研究センターでは温暖化に関わるよくあ

る質問、素朴な疑問にお答えする「ココが知りた

い温暖化」という連載企画をウェブページやセン

ターニュースで行っていますが、今回の一般公開

ではその中から話題を幾つか選び、担当回答者に

よる講演会を開催しました。採り上げた話題は、「森

林の減少を防ぐことは温暖化対策になるの？（山

形与志樹）」、「温暖化で海抜ゼロメートル地帯は水

没するの？（小倉知夫）」、「化石燃料から出るエア

ロゾルは地表を冷やす効果があると聞きましたけ

れど？（永島達也）」、「いま無理するより未来の技

術で解決した方が楽なのでは？（亀山康子［表紙

写真］）」の４つです。ご来場の方々の地球温暖化

問題に対する関心は高く、会が終わった後にも講

演者に質問したり話し合う様子が見られました。

こうした催しが地球環境問題への関心と理解をよ

り深めるきっかけとなれば、と願っております。

　次回の研究所公開は � 月 �� 日（土）に、「夏の

大公開」を予定しています。研究者を含めスタッ

フ一同心よりお待ちしていますので、地球環境問

題について専門家に聞いてみたい方、国立環境研

究所で行われている研究内容に関心をお持ちの方、

そして、研究所の中がどうなっているのか一度見

てみたいという方も、ぜひ足をお運び下さい。

「国立環境研究所 科学技術週間に伴う一般公開」 開催報告

地球環境研究センター 温暖化リスク評価研究室　研究員

（国立環境研究所 一般公開実行委員）　　小倉 知夫

写真 1　最新の研究成果をポスターで紹介
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1. はじめに
　温室効果ガスインベントリオフィス（Greenhouse 
Gas Inventory Office of Japan: GIO） で は、 現 在、

�00� 年度提出版温室効果ガスインベントリ報告書

（以下、「インベントリ」）の作成、公表を行いまし

た（注 1）。インベントリとは、国全体でどのくら

いの人為的温室効果ガスを排出・吸収したかを算

定した温室効果ガス排出・吸収量の目録であり、

国連気候変動枠組条約（United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC）の下で各

締約国が提出を義務づけられています（注 �）。わ

が国のインベントリは、UNFCCC インベントリ報

告ガイドラインにのっとり、温室効果ガスインベ

ン ト リ 報 告 書（National Greenhouse Gas Inventory 
Report of JAPAN: NIR）と共通報告様式（Common 
Reporting Format: CRF）を用いて環境省から提出し

ています。

2. インベントリの作成
　UNFCCC に報告する温室効果ガスの排出・吸収

量は、直接測定するのではなく、統計データ等に

基づき推計します。この算定に必要なデータの大

半は、政府による統計書から収集します。しかし、

これらから集められないデータは、関係省庁およ

び関連団体からデータを提供してもらいます。イ

ンベントリ作成の最初のステップは、インベント

リ作成に必要なデータの確認、収集および関係省

庁や関係団体へのデータ提供の依頼です。今年は 1
月からデータ請求を始めました。

　次に、収集したデータをもとに、活動量デー

タ入力ファイル、排出係数入力ファイル、算定

ファイルからなる JNGI ファイル（Japan National 
Greenhouse gas Inventory: JNGI）を用いて温室効果

ガスの排出・吸収量の算定を行います。そして、

各国のインベントリ提出や、レビューにおける各

国の比較を容易にすることを目的として UNFCCC

が開発した CRF レポーターというソフトウエアを

用いて、CRF の作成を行います。

　CRF 作成の作業を追うように、算定された値を

盛り込んだ NIR の執筆を行います。NIR では、日

本の温室効果ガスの排出・吸収量の最新状況の概

要や、各排出源および吸収源ごとの推計手法の解

説、昨年度提出したインベントリ以降の改善点や

再計算等について詳述しています。UNFCCC に提

出される NIR は英語で書かれたものですが、日本

語の NIR も同時に執筆しています。

　ここまでのステップが完了すると、作成された

CRF および NIR の電子ファイルを関係省庁に送付

し、CRF の値および NIR の記述に関する確認・修

正を依頼します。今年は � 月～ � 月に実施しまし

た。関係省庁からの修正依頼に対応した後、� 月に

UNFCCC に提出するわが国のインベントリが完成

しました。

3. インベントリの提出および公表
　省庁協議を経て完成したインベントリは � 月 1�
日 UNFCCC 事務局に提出され、GIO では NIR の電

子ファイルを GIO のホームページ（

）において公表しました。過

去に提出した NIR も GIO のホームページで公表し

ています。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）気候変動枠組条約では、日本を含む附属書Ｉ

締約国は、提出する年の � 年前の温室効果ガスの排

出・吸収量を報告するよう求められています。従っ

て、�00� 年度提出版インベントリでは 1��0 年度か

ら �00� 年度までの日本の温室効果ガス排出・吸収

量を報告しています。

（注 �）気候変動枠組条約および関連する締約国会議

により、附属書Ｉ締約国は UNFCCC に毎年 � 月 1�

日まで（遅くとも � 月 �� 日まで）にインベントリ

を提出することとされています。

2008 年度提出版温室効果ガスインベントリ報告書を作成

地球環境研究センター 温室効果ガスインベントリオフィス

NIES ポスドクフェロー　　早渕 百合子
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最近の発表論文から

GOSAT 衛星搭載フーリエ変換型分光器で観測される近赤外スペクトルの外来ノイズ補正

（青木忠生ほか、 日本リモートセンシング学会誌 . ��(�), 1��-1�1, �00�.）

　温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）に搭載される予定のフーリエ変換型分光器は、有限時間をかけて

データを取得するので、測定時間中に視野が動いたり震動などの外乱が与えられたりすると誤差を生む。

本研究では、取得したデータから得た低周波域のスペクトルそのものから外乱の時間推移を推定し、元の

出力信号を補正する手法を提案しており、これにより高精度の補正が可能であることを示した。

衛星からの晴天域の近赤外太陽散乱光観測による二酸化炭素気柱量推定手法の検討－誤差評価と鉛

直気圧グリッドの最適化－

（太田芳文ほか、 日本リモートセンシング学会誌 . ��(�), 1��-1�0, �00�）

　衛星で測定される分光放射データから大気物理量を推定する際に用いる大気層の鉛直グリッドの設定は

恣意的であったことから、本論文では鉛直気圧グリッドの最適化手法を提案した。またその手法を温室効

果ガス観測技術衛星（GOSAT）に適用し、観測測器のノイズ、エアロゾル、および地表面反射率（アルベド）

が二酸化炭素気柱量の推定に及ぼす誤差の性質を評価した。その結果、特に深刻な誤差要因は高高度に存

在するエアロゾルであることを示した。

GOSAT 観測とその総リトリーバル誤差が領域ごとの二酸化炭素収支量推定に及ぼす影響の評価

（Maksyutov, S. ほか、 日本リモートセンシング学会誌 . ��(�), 1�0-1��, �00�.）

　温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）から得られる二酸化炭素濃度のデータが地域的な炭素収支量推定

の誤差軽減に与える影響を評価した。GOSAT の打ち上げ前であるため、大気輸送モデルを用いて GOSAT
の擬似データを作成し、全球を �� 領域に分割してインバースモデルを適用し、各領域での炭素収支量およ

びその誤差を算出した。その結果、GOSAT による 1 回の観測の導出精度が �ppm で、バイアスが 0.�ppm の

場合、領域によっては収支量誤差の平均値を現在より約 �0% 低減できることがわかった。

土壌呼吸 CO2 の炭素安定同位体比の測定を目的としたチャンバーによるサンプリング技術の開発とチャ

ンバー空間内の CO2 濃度上昇の影響の評価

（高橋善幸ほか、 Geochem. J., �1(�), ���-�00, �00�.）

　自然環境下の土壌から放出される CO� の炭素安定同位体比を正確に測定することを目的として、閉鎖型

チャンバーと組み合わせて使用するフラスコサンプリングシステムを開発した。このシステムは、チャン

バーを用いたサンプリングで問題となる圧力と CO� 濃度への撹乱により生じる影響を低減することで、従

来の研究例よりも精度・信頼性の高い観測を可能とする。

＊地球環境研究センター職員およ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。
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落葉針葉樹林における有機物分解成分の炭素安定同位体比の変動性

（高橋善幸ほか、 J. Geophys. Res., 11�, G010��, doi:10.10��/�00�JG000���, �00�.）

　落葉針葉樹林において、� 年間にわたり土壌から発生する CO� の炭素安定同位体比の長期観測を実施した。

根の除去を行った場所においても、土壌から発生する CO� の炭素安定同位体比は顕著な時間的変動を示し

た。その変動の季節的パターンは、季節性を持つ植生に見られる落葉とその分解の季節サイクル、および

土壌表面の異なる有機物コンパートメントの分解速度の温度依存性の違いにより生じると推定された。

大気大循環モデルにおける雲の応答の理解に向けた雲水収支項の活用

（小倉知夫ほか、 J. Meteor. Soc. Japan, ��(1), ��-��, �00�.）

　大気中の CO� 濃度倍増に対する気候モデルの応答を気候感度 *1 の異なる二つのバージョン間で比較した

ところ、雲フィードバック *� に大きな違いが見られた。この違いは南半球中緯度における雲氷落下過程の

違いに由来することが、雲水収支項の解析から確かめられた。雲氷落下過程に見られたバージョン間の違

いは標準実験における雲氷の鉛直分布の違いを反映している。このことから、雲氷の鉛直分布を観測する

ことにより雲フィードバックに制約を加えられる可能性が示唆された。

*1 気候感度：大気中の CO� 濃度が倍増した場合の、平衡状態における世界年平均気温の変化
*� 雲フィードバック：ここでは、気温の上昇が雲に変化を引き起こし、それがまた気温の上昇を促進（または

抑制）するメカニズムを指す。

二つの GCM における CO2 倍増に対する雲応答の比較

（小倉知夫ほか、 SOLA, �, ��-��, doi:10.�1�1/sola.�00�-00�, �00�.）

　数値気候モデルにより気候変化を予測する際に生ずる不確実性を低減するには、大気中 CO� 増加に対す

る雲の応答がモデル間でばらつく原因を理解し、原因となる物理過程がモデルで適切に再現されているか

を、観測と照らし合わせて評価することが必要である。本研究では二つの気候モデルに注目して雲水の収

支解析を行い、雲の応答の違いが主に水蒸気の凝結・蒸発過程と雲氷の落下過程に由来することを示した。

今後はこれらの物理過程の理解を深め、再現精度を高めることが不確実性低減に重要であることが示唆さ

れた。

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 (

)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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日本リモートセンシング学会誌に

GOSAT の小特集が掲載されました

■巻頭言

　IPCC ノーベル賞受賞と GOSAT の打ち上げ（安岡善文）

■序文

　GOSAT 小特集の編集にあたって（松永恒雄ほか）

■解説

　□ GOSAT と炭素循環研究（井上元）

　□温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT） と地上システムの概要（浜崎敬ほか）

　□国立環境研究所における GOSAT 地上データシステムの開発とデータ処理方針（渡辺宏ほか）

　□ GOSAT 搭載温室効果ガス観測センサ （TANSO-FTS） 短波長赤外バンドのデータ処理手法（横田達也ほか）

　□ GOSAT の校正計画（塩見慶ほか）

　□ GOSAT-TANSO 検証計画（森野勇ほか）

■論文

□ GOSAT 衛星搭載フーリエ変換型分光器で観測される近赤外スペクトルの外来ノイズ補正 ［英文］（青木忠

生ほか）（1� ページの概要参照）
□衛星からの晴天域の近赤外太陽散乱光観測による二酸化炭素気柱量推定手法の検討－誤差評価と鉛直気

圧グリッドの最適化－（太田芳文ほか）（1� ページの概要参照）

□温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT） の熱赤外波長における二酸化炭素鉛直プロファイル導出アルゴリ

ズム（齋藤尚子ほか）

　□ GOSAT 衛星搭載イメージャー CAI を利用したエアロゾルと雲情報の抽出に関する研究（中島映至ほか）

□ GOSAT 観測とその総リトリーバル誤差が領域毎の二酸化炭素収支量推定に及ぼす影響の評価 ［英文］

（Maksyutov, S. ほか）（1� ページの概要参照）

＊日本リモートセンシング学会誌 第 �� 巻 第 � 号（平成 �0 年 � 月）は GOSAT 小特集号です。



－ 1� － － 1� －

地球環境研究センターニュース　Vol.1�　No.�（�00�年�月）

「サマー・サイエンスキャンプ 2008」参加者募集

　サイエンスキャンプは、科学技術に関心をもつ高校生・高等専門学校生が、通常接することの少ない
研究機関などの研究者から直接指導を受ける機会を提供するために、独立行政法人科学技術振興機構か
らの委託を受けて、財団法人日本科学技術振興財団により実施・運営されている科学技術体験合宿プロ
グラムです。国立環境研究所は「サマー・サイエンスキャンプ �00�」で、� つのプログラムを、波照間（ハ
テルマ）島に設置された大気観測所（沖縄県竹富町字波照間）とつくばメインキャンパス（茨城県つくば市）
を会場として開催いたします。このキャンプでの経験が、環境問題を科学的に理解するための最初のス
テップになることを期待しつつ、みなさんの積極的なご参加をお待ちしています。

◆対象：高等学校、中等教育学校後期課程または高等専門学校（1 ～ � 学年）等に在籍する生徒
◆募集要項などの詳細：サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトホームページ（

にあるサイエンスキャンプのバナーをクリックしてください）をご覧ください。
◆募集締切日：�00� 年 � 月 �� 日（水）必着

問い合わせ先：財団法人日本科学技術振興財団 振興事業部内 サイエンスキャンプ事務局
〒 10�-00�1　東京都千代田区北の丸公園 � 番 1 号
TEL: 0�-��1�-����　FAX: 0�-��1�-001�　

【プログラム 1　－ 南の島から地球温暖化を考える －】

　会期：�00� 年 � 月 �� 日（火）～ � 月 �� 日（木）
　募集人数：� 名

概要紹介：国立環境研究所では大気中の二酸化炭素など、温室効果ガスの長期的な観測を沖縄や北海
道で行っています。地球温暖化に関わるこれらの物質を地球規模的に把握するためには、汚染空気
が多い都市周辺ではなく、都会から遠く離れた場所で精密な観測を行うことが重要です。このキャ
ンプでは、人が住んでいる日本最南端の島である沖縄県波照間島に設置された大気観測所において、
地球規模で起こりつつある二酸化炭素などの大気への蓄積状況を直に確認しながら、地球上での二
酸化炭素などの循環やその測定法等について学習し、実際の二酸化炭素濃度の測定および、植物や
海水との相互関係を調べる実験を通して、今後の地球温暖化について考えることをねらいとしてい
ます。 

【プログラム 2　－ 生物と環境－】

　会期：�00� 年 � 月 �� 日（月）～ � 月 �0 日（水）
　募集人数：1� 名（� コースで 1� 名）

概要紹介：人間は便利で豊かな生活を送るために、さまざまな化学物質を使用し、排出しています。
それらは大気、水や土壌を介して輸送され、植物や土壌細菌によって吸収・分解されます。今回の
キャンプでは、化学物質が植物あるいは微生物相に与える影響を調べます。具体的には、植物コー
スでは実験用植物に光化学オキシダントの原因物質であるオゾンを暴露し、生じる障害が品種によ
って大きく異なること観察します。微生物コースではさまざまな環境から採取した土壌にどのよう
な微生物がいるのかを調べ、環境の違いによって生物相も違うことを観察します。実験にはガスク
ロマトグラフ装置や電気泳動装置という少しレベルの高い技術を使用しますが、研究者がわかりや
すくご説明しますので安心して受講いただけます。みなさんのお越しをお待ちしています。
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国立環境研究所主催・共催による会議・活動への参加
�00�. �.1� 　平成 �0 年度科学技術週間に伴う一般公開

国立環境研究所は、科学技術週間の行事の一環として一般公開を開催した。詳細は、
本誌 1� ページを参照。

所外活動（会議出席）等
�00�. �. � ～ � 　Food Security and Environmental Change で発表（増冨 NIES ポスドクフェロー / イギリス）

地球環境と食料システム（GECAFS）が主催した食料安全保障と環境変化に関する国
際会議に参加し、気候変化がアジアの水稲生産性に与える影響について発表を行った。

�0 ～ �� 　第 � 回 UNFCCC インベントリリードレビューアー会合へ出席（田辺高度技能専門員 /
アイルランド）

標記会合において、温室効果ガスインベントリの審査上の問題点に関する議論・提言
等を行った。

�0 ～ �� 　「東南アジア地域における持続可能な温室効果ガスインベントリ整備のためのキャパシ
ティ・ビルディング・プログラム」キックオフワークショップへ出席（野尻副センター
長・バーサンスレン NIES ポスドクフェロー / シンガポール）

標記ワークショップに参加し、WGIA（アジア地域の温室効果ガスインベントリ整備
に関するワークショップ）の動向と、日本の温室効果ガスインベントリエネルギーセ
クターについて発表した。

�� 　日米ワークショップ「気候変動対策と開発のコベネフィット（相乗便益）」で講演（ダカー
ル NIES フェロー / タイ）

標記ワークショップにおいて、アジアの発展途上国における交通政策の相互利益につ
いて発表を行った。

見学等
�00�. �. � 　「環境賞」審査委員

10 　フランス科学技術高等学院一行（�0 名）
10 　東京電力環境友の会（�0 名）
�� 　在日各国大使館科学技術担当（1� 名）

地球環境研究センター (CGER) 活動報告 (2008 年 4 月 )

http://www-cger.nies.go.jp
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International Symposium on Urban Energy and Carbon Management:
Challenges for Science and Policy and 
International Workshop on Urban Energy and Carbon Modeling
Urban Energy and Climate Modeling Forum formed

NIES Assistant Fellow, Global Carbon Project, Tsukuba International Office

Executive Director, Global Carbon Project, Tsukuba International Office

Anil Raut

Shobhakar Dhakal

NIES Postdoctoral Fellow, Global Carbon Project, Tsukuba International Office
Yasuyo Makido

   It is now apparent that urban areas have larger 
contribution to the global carbon emission. This 
contribution is expected to grow significantly due to 
the rapid urbanization. In �00�, the United Nations 
estimated that nearly half of the �.� billion world 
population lived in urban areas. Moreover, an additional 
1.� billion people will move to urban areas by �0�0. The 
process of urbanization and the rise in per capita energy 
use to a certain level is an irreversible phenomenon; 
therefore, cities will play an increasingly greater role 
in carbon dioxide emissions than ever before. This 
provides us with a greater opportunity to reduce energy 
use and develop low carbon societies primarily through 
energy optimization and distribution efficiencies in 
dense settlements.
   However, despite the importance of cities, they 
have not been a unit of analysis for energy and carbon 
emissions in past decades given growing role needed 
from city decision maker. Past research, both modeling 
and policy analyses, followed a strictly sectoral approach 
in cities, lacked spatial concerns, and mainly addressed 
only buildings and urban transport sectors. It clearly 
lacked an integrated approach in whole urban setting 
and lacked optimization of the system and thus ignored 
a system-wide-integration.
   In recent years, cities have gained prominence in 
climate change debates and a number of new initiatives 
from both research and policy dimensions have been 
initiated. Given these divergent initiatives, there is 
a need to coordinate the global research community 

on urban energy and carbon modeling and develop a 
communication platform to discuss a multitude of issues 
associated with science, modeling and policy analyses in 
this area.
   Against this backdrop, the Global Carbon Project 
(GCP), Asian Institute of Technology (AIT) and National 
Institute for Environmental Studies (NIES) jointly 
organized International Symposium on “Urban Energy 
and Carbon Management: Challenges for Science and 
Policy” on February �, �00� and International Workshop 
on “Urban Energy and Carbon Modeling” on February 
�-�, �00� at AIT Center.
   While the symposium focused on the policy issues 
and the science-policy interface between knowledge 
and actions in urban carbon management, workshop 
was technical in nature and designed primarily for 
researchers to address urban energy and carbon 
modeling issues. The symposium was attended by 
more than �� prominent researchers from 1� countries 
representing key institutions from United States, 
Europe, South America, Australia and Asia including 
people from policy communities such as United Nations 
Environment Programme (UNEP), United Nations 
Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific (UNESCAP) and International Council for Local 
Environmental Initiative (ICLEI).
   During the opening session, Prof. Sudip K. Rakshit, 
Vice President for Research at AIT and Dr. Michael 
Raupach, Co-Chair, Scientific Steering Committee of 
GCP welcomed symposium participants on behalf of the 
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organizers. Mr. Surendra Shrestha, Director, Regional 
Office for Asia and the Pacific of UNEP, and Mr. Rae 
Kwon Chung, Director, Environment and Sustainable 
Development Division, UNESCAP delivered opening 
remarks. The opening session was facilitated by Dr. 
Shobhakar Dhakal, Executive Director of GCP.
   The sessions were divided based on the content of the 
presentations. Three presentation provided overview on 
the symposium topic during the first session. Second 
session covered issues related to urban energy and 
carbon scenarios and lessons for management, where 
four researchers presented case studies from London, 
New York, Rio de Janeiro & Sao Paulo and Mexico 
City. Third session had four presentations related to 
urban energy and carbon scenarios in developing Asian 
mega-cities; representing cities from India, China and 
Philippines and ICLEI's initiative for urban energy and 
carbon management. The last session of symposium 
had panel discussion where panelists and participants 
brainstormed to answer key research challenges towards 
understanding and realizing low energy and low carbon 
cities, ways to identify and devise appropriate policy 
responses and knowledge infrastructure necessary for 
such action.
   The  workshop  on  Februa ry  � -�  d i scussed 
methodological approaches, data availability issues, 
energy & carbon modeling techniques and presented 
urban energy and carbon modeling issues and challenges 
of leading world cities; namely Osaka, London, Sao 
Paulo, Rio De Janeiro, Singapore, Tokyo, Beijing, Seoul, 
Shanghai, Jakarta, Bangkok, New York, Mexico City 
and Manila. The workshop was attended by �� experts 
from prominent research and academic institutions from 

1� countries working on urban energy and carbon issues.
   Both of the events lead to extensive discussion on 
need of further work on this important area. During the 
end of the workshop, participants decided to establish 
Urban Energy and Climate Modeling Forum (UECMF), 
and further discussed concrete research collaboration 
opportunities, ways to bridge data gaps and to make 
publications in international journals to enhance the 
state of knowledge in the area of urban energy and 
carbon management. The UECMF, so far an ad-hoc 
network, is now functional and currently comprises of 
�� researchers and organizations.
   The workshop extensively discussed challenges and 
key questions in urban energy and carbon modeling. 
The discussions were centered at identifying the key 
priority questions and challenges for energy and carbon 
modeling community are currently facing. In the future, 
the UECMF would concentrate on answering those 
questions leading to the better understanding of urban 
energy and carbon scenarios at city level.
   Key challenges/questions identified are:

○ Data availability challenges and ways to overcome 
such challenges

○ Framework of urban carbon pathways, modeling 
and their boundaries

○ Understanding the dynamics of human and 
physical/natural systems in urban areas

○Understanding the spatial relationships within cities 
in an urban energy and carbon modeling context

○ Understanding the contribution of different city-
size to global carbon emissions and make modeling 
approaches consistent across cities of different scales 

○ Modeling boundaries and communicating across 
multiple boundaries

○ Understanding rural-urban migration and its 
implications on urban energy and carbon

○ Understanding the wedges of influence in urban 
energy and mitigation decisions

○ Extent of the mitigation needed in the long-term 
and responding from the research-side

○ Assessment of existing broader responses in urban 
carbon management

　○Better local understanding of synergies and conflicts
　○ Ascertaining the right price signalsPhoto 1 The opening session for the symposium, 

facilitated by Dr. Shobhakar Dhakal (left)
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   In line with GCP's effort to be carbon neutral (see "A 
Morsel of Environmental Wisdom (�)") on its operation, 
the event was made carbon neutral . Emissions related 
to the event such as travel and accommodation of 

participants and speakers were offset by purchasing 
carbon credits from climate friendly. Total carbon 
emission from the event was �0.� tons of CO�, which 
was bought at the rate of �0.1� US$ per ton of CO�.
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　Carbon neutral literally means not releasing carbon, including other greenhouse gases responsible for 

climate change, into the atmosphere. The ideal way to become carbon neutral is not to perform activities 
that emit greenhouse gases. But it is possible to release greenhouse gas into the atmosphere and still be 
carbon neutral, which is balanced by purchasing greenhouse gas reduction made elsewhere. This has now 
become a popular way to be carbon neutral, which is driven by voluntary carbon offset market.
   The New Oxford American Dictionary defined “Carbon Neutral” as:

“Being carbon neutral involves calculating your total climate-damaging carbon emissions, reducing 
them where possible, and then balancing your remaining emissions, often by purchasing a carbon 
offset: paying to plant new trees or investing in green technologies such as solar and wind power.”

   The above definition of carbon neutral points out that effort should be made at reducing greenhouse gas 
emissions first and then remaining emissions should be offset through purchasing from credible carbon 
offset providers*1.
   The term carbon neutral is also used to describe energy sources that do not release greenhouse gas 
at all. For example, solar photovoltaics, wind turbines and hydroelectric turbines generate electricity 
without releasing greenhouse gas. Sustainable use of biomass can also be regarded as carbon neutral as 
the greenhouse gas emission released from the burning of biomass is sequestered by the plant during 
photosynthesis. The carbon offset providers invest on these carbon neutral technologies to generate carbon 
reduction credits.
   Being carbon neutral can be driven by various interests. Business communities, leaders, celebrities, events 
and organizations are now increasingly becoming carbon neutral so as to meet their corporate and social 
responsibility. There are some ambitious carbon neutral plans, such as put forward by Norway, that the 
country will be carbon neutral by �0�0. This kind of carbon neutral plan falls on the global consensus to 
combat global climate change that the long term goal should be to emit greenhouse gas only in an amount 
which can be absorbed by nature.

*1 Global Carbon Project (GCP) published a report, Carbon Reductions and Offsets, a guideline on how to 
become carbon neutral. The report is available online at 

（Anil Raut）
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