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1. はじめに

　2011年 8月 22日に横浜において IPCC公開シ

ンポジウム「地球温暖化防止行動を支える温室効

果ガス排出量の算定」が、また翌 23日から 25日

までは神奈川県葉山町の財団法人地球環境戦略研

究機関（Institute for Global Environmental Strategies: 

IGES）において、IPCC専門家会合「温室効果ガス

インベントリ（注 1）作成のための 2006年 IPCC

ガイドライン（IPCCガイドラインについては「地

球環境豆知識」参照）のソフトウエアと利用」が

開催された。ここではこれらのシンポジウムと会

合の参加報告を行う。

2. 公開シンポジウム

　まず、22日のシンポジウムであるが、これは気

候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental 

Panel on Climate Change: IPCC）、および日本政府が

支援する IPCCの温室効果ガスインベントリタス

クフォース（Task Force on National Greenhouse Gas 

Inventories: TFI）のテクニカル・サポート・ユニッ

ト（TSU）が設置されている IGESが共催したもの

で、IPCCとしては珍しく一般市民を対象とした公

開シンポジウムであった。専門的な表題を掲げた

イベントにもかかわらず申込者数が定員の 200名

を超えたため中途で募集が締め切られ、開催当日

も用意した椅子が足らなくなり急遽追加するとい

うような盛況ぶりとなった。主催者によると当初

想定した参加者は企業の環境担当者が中心であっ

たが、このほか政府、NGO・NPO関係者や学生等

幅広い層からの参加があったとのことである。

　シンポジウム午前の部では、まず IPCCパチャ

ウリ議長のビデオメッセージや環境省地球環境

局梶原成元審議官等による挨拶があり、続いて

国連気候変動枠組条約（United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC） や IPCC

の専門家により気候変動に対する国際的取り組み

状況、温室効果ガス排出量算定の必要性、IPCC 

TFIの活動状況等が紹介された。2007年にノーベ

ル平和賞を受賞した IPCCであるが、これまで地球

温暖化に懐疑的な人たちによりその活動が誤解さ

れることがあった。こういった誤解を払拭するよ

うに今回 TFIの平石尹彦共同議長からは IPCCの

活動について「報告書は多数の国際的な専門家に

よる査読を経て作成されるため、少数の著者の意

見のみをまとめたものではないこと」「2007年の

第 4次評価報告書にあるように各種観測から気候

システムの温暖化については意見が一致していて、

20世紀中葉以降の温度上昇の大部分が人為的な温

暖化ガスの増加に起因している可能性が極めて高

いこと」「技術的な報告で科学的な知見が不十分な

データについてはその旨の表示をしている」等の

説明があった。また田辺清人 IPCC TFI TSUプログ

ラムオフィサーからは、「日本が IPCCガイドライ

ンの作成等の TFI活動に大きく貢献し、かつてパ

チャウリ議長から当時の小池百合子環境大臣宛に

感謝のレターが送られたことがあること」「2013年

を目指し、湿地に関する新ガイドラインを現在作

成中である」等の紹介があった。

　午後の部では TFI専門家による温室効果ガスイ

ンベントリの算定方法の紹介、当オフィスの尾田

武文特別研究員による日本の排出量算定事例の紹

介、環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室の

鈴木あや子室長補佐による日本における温室効果

ガス排出量の算定と活用についての紹介、ブラジ

ル・ボリビア・タイ・韓国等各国のインベントリ

担当者による算定事例の紹介と続いた。印象に残っ

たところでは、ボリビアが 2009年に既に 2度目と

なる国別報告書を発行し温室効果ガスインベント

リを公表しているのだが、残念なことにその排出

量算定チームは政変により解体してしまったとい

温室効果ガス排出量の算定に関するIPCC公開シンポジウムおよび
IPCC専門家会合参加報告

　　　　　　　　　　地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス　高度技能専門員　　大佐古 晃
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うことがあった。

　内容盛り沢山のシンポジウムであったが途中退

席する者も少なく、また最後の質疑応答では、イ

ンベントリに関する技術的なものから温暖化対策

における自治体の役割・活動に関するものまで、

多岐にわたる興味深い質問が会場から寄せられ、

参加者の関心の高さがうかがえた。

3. 専門家会合

　翌 23日からは場所を IGESに移し、各国のイン

ベントリ専門家 50人ほどが 3日間にわたり温室効

果ガスインベントリ作成の手引書である 2006年

IPCCガイドラインの使用状況の報告や問題点の整

理等を行い、また主に UNFCCC非附属書Ⅰ締約国

での使用に供することを目指して IPCC TFIが開発

中の、同ガイドラインに沿った排出量算定ソフト

国の温室効果ガスの排出・吸収量算定にあたっては、正確でまた各国間で不公平が生じないよ

うな世界的な基準づくりが望ましい。このため政策的に中立な立場で国連気候変動枠組条約に技

術的な情報を提供する役目を担っている気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel 

on Climate Change: IPCC）は、算定方法の手引書として 1995年に初めてガイドラインを策定し、翌

1996年に一部を改訂して「1996年改訂 IPCCガイドライン」とした。このガイドラインを補完する

手引書として 2000年に「グッドプラクティスガイダンス（GPG）」を追加し、さらに 2003年には土

地利用、土地利用変化及び林業（Land Use, Land-Use Change, and Forestry: LULUCF）分野の手引書

である「GPG-LULUCF」を追加し、現在はこれら三つのガイドラインが国連気候変動枠組条約およ

び京都議定書附属書Ⅰ締約国のインベントリ作成の基準となっている。

その後、時の流れとともに 1996年改訂ガイドラインの更新が必要とされ、2006年に上記三つの

ガイドラインを統合・精緻化した「2006年 IPCCガイドライン」が策定された。主な変更点は、「エ

ネルギー」と「廃棄物」の両分野はそのままだが、「工業プロセス」と「溶剤その他の製品の利用」

の分野および「農業」と「LULUCF」分野がそれぞれ統合されたことと、対象ガスが従来の二酸化

炭素（CO2）、メタン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）、パーフル

オロカーボン（PFCs）、六フッ化硫黄（SF6）に加えて三フッ化窒素（NF3）、新規温室効果ガス（SF5CF3）

等が新たに記載されていること等である。このガイドラインは京都議定書第一約束期間後の排出量

算定の基準としていずれ位置づけられる予定である。なお、昨年から今年にかけて国別報告書を提

出した非附属書Ⅰ締約国（概ね途上国に相当）の一部では既にこのガイドラインが用いられている。

（大佐古 晃）

国の温室効果ガス排出量算定のための IPCCガイドライン 
（IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories）

～ 地球環境豆知識 (19) ～

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

測定・報告・検証（MRV）
～ 地球環境豆知識 (18) ～

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
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＊地球環境豆知識は地球環境研究センターウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/series/
mame-chishiki.html）にまとめて掲載しています。

国の温室効果ガス排出量算定のための IPCCガイドライン 
（IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories）

～ 地球環境豆知識 (19) ～

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
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ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

測定・報告・検証（MRV）
～ 地球環境豆知識 (18) ～

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
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ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
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ウエアの試用を体験した。

　会合初日は、セネガル・ブラジル・ボリビア・タイ・

ベトナム・アルゼンチン・アメリカが各々の温室

効果ガス排出量算定状況を報告した。また日本か

らは当オフィスの畠中エルザ高度技能専門員がわ

が国における 2006年 IPCCガイドラインの先行適

用事例や本格適用に向けた課題について紹介した。

海外からの報告で印象に残ったのは、セネガルが

行った西・中央アフリカの 10数カ国による土地

利用変化及び林業（Land Use Change and Forestry: 

LUCF）分野が中心のインベントリプロジェクトに

ついての報告である。排出係数が他大陸と大きく

異なることや牧畜が国をまたがって移動すること

等、アフリカ特有と思われる事象が 2006年 IPCC

ガイドラインの課題として存在することが紹介さ

れた。

　会合 2日目は TFIが開発中の排出量算定ソフト

ウエアの概要説明が行われ、また 3グループに分

かれ 2006年 IPCCガイドラインの使用上の課題抽

出が行われた。挙げられた当該ガイドラインの主

な課題は、「取得すべきデータが多く、別にデータ

取得のガイダンスが要る」「1996年改訂 IPCCガイ

ドラインとの併用が許されており、都合よく排出

係数のデフォルト値が小さいガイドラインを引用

されかねない」「温室効果ガスのうち HFC、PFC、

SF6等のいわゆる Fガスは実排出量を求められるが

多分不可能」「正確な算定のため、より細分化され

た活動量データを求められるが、細分化されたデー

タがなく、推計で割り振ると却って不正確となる」

等である。

　3日目は、前日に抽出された 2006年 IPCCガイ

ドラインの課題を整理して総括し、また同じく前

日に説明のあった当該ガイドラインに沿った排出

量算定ソフトウエアを実際に参加者全員がパソコ

ンで試用した。TFIが開発中のこのソフトウエア

はまだ使い勝手の悪い点があったり、またデバッ

グにも時間を要すると感じられたが、排出係数の

デフォルト値や各種係数が初期設定されていたり、

もちろん各種自動計算や検算の機能があるので基

本的には便利であり、実用化されればこれを全面

的あるいは部分的に活用する国があると考えられ

る。このソフトウエアは今年 12月のブラジルで開

かれる会合で再点検され、実用に供されることに

なっている。

4. おわりに

　この 4日間のシンポジウムと専門家会合を通じ、

正確で公平な温室効果ガス排出量の算定の仕組み

を構築するために IPCC TFIおよび各国のインベン

トリ担当者は大きなエネルギーを注いでいると筆

者は感じた。このような排出量算定の仕組みが機

能することにより、各国の温暖化緩和策の実施に

弾みがつき、地球規模でバランスの取れた温暖化

防止活動が進展していくことを期待したい。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）温室効果ガスインベントリとは、国の年間の

温室効果ガスの排出量や吸収量の算定結果をまとめ

た目録のこと。
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1. 学術研究と開発援助が一体となったプロジェクト

　国立環境研究所（NIES）では、低炭素社会（LCS）

シナリオを日本とアジア諸国で開発してきた。そ

れらのシナリオをさらに開発しつつ、どのように実

現させるか［社会実装するか］という検討段階に

入っている。現在、学術研究で終わらせるのでは

なく、政府や地方自治体の政策担当者との協働に

よって、定量的な裏付けに基づいた LCS計画案を

作り、ステークホルダーを巻き込んで具体的な行

程表を策定していくことが求められている（注 1）。

　本稿では、2011年 7月 4日から 5日、マレーシア・

ジョホールバルにおいて開催したシンポジウム「低

炭素アジア研究プロジェクト」と、同月に横浜で

開催された「第 3回持続可能なアジア太平洋に関

する国際フォーラム（ISAP2011）」に参加した様子

を報告する。

　なお、本稿執筆にあたり、社会環境システム研

究センター甲斐沼美紀子フェロー、同センター持

続可能社会システム研究室藤野純一主任研究員、

芦名秀一研究員、ならびに加用現空特別研究員の

協力を頂いた。

2. キックオフシンポジウム「低炭素アジア研究プ

ロジェクト」の開催

　2011年 7月 4日から 5日にかけて、ジョホール

バルにおいて、シンポジウム「低炭素アジア研究

プロジェクト」が開催された（注 2）。一日目は、「ア

ジア低炭素地域の低炭素社会シナリオの開発」JST/

JICA（SATREPS）プロジェクト（以下、本プロジェ

クト）のキックオフも兼ねた、Malaysia Workshop 

on Asian Low Carbon Society（LCS）Research 

Network、二日目はマレーシア工科大学（Universiti 

Teknologi Malaysia: UTM）の研究者を対象とした

LCSモデルトレーニングである。

　このシンポジウムは、イスカンダル地域開発庁

（Iskandar Regional Development Association: IRDA）

および UTM主催、低炭素社会国際研究ネット

ワーク（LCS-RNet）/京都大学 /岡山大学 /NIES

共催、環境省 /科学技術振興機構（Japan Science 

and Technology Agency: JST）/国際協力機構（Japan 

International Cooperation Agency: JICA）の後援によ

り、市内のホテルで開催された。NIESからは、甲

斐沼美紀子、藤野純一、加用現空、須田真依子が

出席した。

　まず一日目の Malaysia Workshop on Asian LCS 

Research Networkの様子を報告する。

　「アジアの研究協調のニーズと効果」について環

境省研究調査室松澤裕室長からの基調講演の後、

第一テーマ「持続可能な低炭素開発」ではマレー

シア都市・地方計画局のMohd Fadzil Khir氏から冒

頭で、東日本大震災の被災地へのお見舞の言葉と

復興への激励を頂いた。インドネシアボゴール大

学の Rizaldi Boer教授からの LCS研究の報告を挟

み、日本からは甲斐沼が「アジアの低炭素協力に

向けた行動計画および低炭素シナリオ研究の現状

と課題」について報告を行った。

　第二テーマ「国家政策の課題と現状、研究と政

策提言」では、マレーシアから Ho Chin Siong教

授、カンボジアから Hak Mao氏、タイから Bundit 

Limmeechokchai教授、中国から Jiang Kejun氏によ

り、各国の事例が報告された。

　続いて、「ジョホール州による地球規模課題対応

国際科学技術協力（SATREPS）プロジェクトの開

始と低炭素イスカンダル開発地域」で、科学技術

振興機構 低炭素エネルギーシステム領域 山地憲治

研究主幹、IRDA Benjamin Hj Hasbie氏、UTM副学

開発してきた低炭素社会シナリオ研究をどのように［社会実装］するか？
－「アジア地域の低炭素社会シナリオの開発」JST/JICA（SATREPS）
シンポジウムおよび ISAP2011参加－

　　　　　　　　　　社会環境システム研究センター 持続可能社会システム研究室　准特別研究員　　須田 真依子
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長Md Nor Musa氏、JICA地球環境部江島真也部長、

ジョホール州政府 Tan Kok Hong氏より、各主体が

本プロジェクト成功に向けて互いに尽力していく

ことを表明。マレーシアの伝統楽器を使ったセレ

モニーも行われ、会場は大いに盛り上がりを見せ

た。

　藤野は、パネルディスカッション「地域間協調

のニーズ：どのようにアジアリーグを創設するか」

の座長を担当し、マレーシア、タイ、中国、アジ

ア開発銀行（ADB）のプロジェクト成果を共有し

つつ、アジア諸国の現状と今後の展望についてフ

ロアとの議論をまとめた。

　本ワークショップでの主要な論点は、以下のと

おりである。

・アジア諸国のグリーングロースや温室効果ガス

削減等の低炭素政策の進捗

・政策作成プロセスへの研究者の積極的関与

・政策担当者から見た研究の必要性

・研究者側から見た政策サポートのための研究の

必要性

・政策担当者と研究者による今後の活動

・アジア諸国の開発段階に応じた研究課題

・アジア低炭素研究プラットフォームの有効性と

新しいプラットフォーム創設のための活動

・プラットフォームと国際機関とのコラボレー

ション

　ワークショップの合間に別室で行われた記者会

見では、20名ほどの報道陣が詰めかけ、プロジェ

クトで得られる成果やイスカンダル開発地域で研

究を実施する意義についてなど、多くの質疑応答

が報道陣と研究関係機関の間で交わされた。本プ

ロジェクトがマレーシア初の SATREPS、かつジョ

ホール州の地域を対象とした日本による初の ODA

事業、ということで注目され、会見の様子は、マレー

語、英語、中国語、日本語の各メディアで報道さ

れている（注 3）。

　終了後、合同調整委員会（Joint Coordinating 

Committee: JCC）が開催され、UTM、京都大学、

NIES、JICAマレーシア事務所、JST、日本大使館

等の研究参画者および援助関係者によって、プロ

ジェクトスコープの最終確認が行われ、議事録の

署名式が行われた。本プロジェクトは、マレーシ

アと日本による慎重な政府間調整を経て、2011年

6月 2日、ODA事業として正式に開始した（注 4）。

それまで地道な政府間交渉を行ってきた関係者は

ほっと胸をなで下ろすと共に、研究参画者にとっ

てはいよいよ研究が本格始動したことを実感する

瞬間だった。

3. 開発してきた低炭素社会シナリオ研究をどのよ

うに［社会実装］するか？－キャパシティ・ディ

ベロップメントの観点から－

　次に、二日目に行われた LCSモデルトレーニン

グの様子を報告する。

　地域開発計画に低炭素化の視点を組み込むため

には、LCS構築シナリオの作成手法の確立・マニュ

アル化、都市の抱える諸問題の解決を含む施策ロー

ドマップの作成手法および副次的効果の定量的評

価手法の確立が必要である。そのため、本プロジェ

クトの活動の中でUTM大学内にLCS研究センター

を設置し、NIESは研修のトレーナーとなりうる研

究者の育成と研究者・政府関係者を対象とした研

修を継続的に実施していくための支援を担ってい

る。社会実装を行う上でモデル開発やシミュレー

写真 1　政府や研究機関から 200 名が参加した

Malaysia Workshop on Asian Low Carbon Society 

（LCS）Research Network

写真 2　「アジア地域の低炭素社会シナリオの開発」

プロジェクトメンバーと関係者（2011 年 7 月 5 日マ

レーシア工科大学ジョホールバルキャンパスにて）
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ションは最も重要な活動の一つだが、このプロジェ

クトでは、LCS構築のためのキャパシティ・ビル

ディングにも取り組んでいることが大きな特徴で

ある。

　7月 5日、UTMにおいて LCSシナリオに関する

モデリング研修が開催された。UTMの研究者・学

生約 30名を対象に、インドネシアやタイでの LCS

モデルの事例を紹介し、NIESと京都大学で開発し

ている低炭素都市の目標像を描写する定量推計モ

デル ExSS（Extended Snapshot Tool）を体験しても

らうという試みである。半日は講義、半日はモデ

ル実習を行い、所与の社会経済の想定のもとで、

温室効果ガス排出量削減目標を達成するためには

どのような対策がどの程度必要になるのか、シミュ

レーションの構造を理解してもらった。

　これまで NIESと京都大学では、LCSモデリン

グ研修以外にも、日本の政府や地方自治体の低炭

素社会政策の経験についての研修を実施している。

対象国・地域のオーナーシップと強いコミットメ

ントを引き出すために、ただの絵に終わらないよ

うな状況づくりと、実施者となるステークホルダー

の巻き込みについて知見を得ることが重要だから

である。

　NIESは、これらの途上国・新興国の研究者・行

政関係者への低炭素都

市シナリオ構築を通し

たキャパシティ・ビル

ディングに加え、アジ

ア諸国の研究者・政府

関係者への情報提供・

共有も担当している。

アジア LCS実現に向け

た研究者と行政担当者

間のネットワーク構築

によって、本研究で開

発したモデル・ツール

群および経験によって

得られた知見が LCS-

RNet等の研究ネット

ワークを通して国際的

に共有されることが期

待されている。

4. 第 3回持続可能なアジア太平洋に関する国際

フォーラム（ISAP2011）への参加

　2011年 7月 26日から 27日にかけて、神奈川

県横浜市のパシフィコ横浜にて開催された第 3回

持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム

（ISAP2011）に出展した。国内外から延べ 850名

の政策担当者・研究者が集う中、NIESブースでイ

スカンダル開発地域の低炭素社会計画策定支援や

UTMで開催した LCS研究モデリング研修の様子

を紹介した。展示したパネルやレポートを目にし

て足を止める方も多く、新プロジェクトの開始に

関心をもって頂く良いきっかけとなった。

　同時開催された専門家ワークショップ「IGES-

横浜市立大学共同セミナー：低炭素都市・スマー

トシティ（第 2部）アジア太平洋地区の低炭素都

市実現に向けた国際協力」において、藤野純一主

任研究員が本研究プロジェクトの報告を行い、情

報提供を行った。詳細な報告は地球環境研究セン

ターニュース 2011年 9月号をご覧頂きたい（注 6）。

5. おわりに

　今後 5年間をかけ、マレーシアでの成果を打ち

出していく本プロジェクトは、産声を上げたばか

表 1　これまで本プロジェクトと連携して実施した低炭素社会キャパシティ・ビル

ディング（AIM トレーニング WS の報告は、地球環境研究センターニュース 2010 年

10 月号に掲載）（注 5）
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りである。しかし既に、マレーシア国土を対象と

したシミュレーション計算がひと段落し、マレー

シア環境省との協議を控えている。Putrajaya（プト

ラジャヤ）や Cyberjaya（サイバージャヤ）といっ

た行政区域を対象としたシミュレーションも開始

し、モデルの幅を広げている。

　マレーシアと日本の熱い研究協力のもと、2025

年のイスカンダル開発地域の低炭素化を目指し、

持続可能な青写真を描きたい。

　 現 在、JST の ウ ェ ブ サ イ ト で、Friends of 

SATREPSというコミュニティサイトを開設してい

る。登録すると、誰でもプロジェクトの概要や進

捗を知り、参加者とコミュニケーションができる。

ご興味のある方は、ぜひ登録して頂きたい（注 7）。
------------------------------------------------------------------------

（注 1）須田真依子，藤野純一「アジア地域の低炭素

社会シナリオの開発研究の今－イスカンダル・マ

レーシア訪問報告－」地球環境研究センターニュー

ス 2010年 7月号

（注 2）シンポジウムウェブサイト

　http://2050.nies.go.jp/sympo/11070405/index.html 

（注 3）本件に関する報道（2011年 10 月 1日現在、日

本語のみ記載）。

① NNA.ASIA（日本語）2011年 7月 5日

　http://nna.jp/free/news/20110705myr002A.html

② Daily Asia INFO （日本語）2011年 7月 5日

（注 4）JSTの研究期間は 2011年 4月からだが、JICA

の ODA実施期間が 2011年 6月から。

（注 5）芦名秀一 , 明石修 , 五味馨「アジアで低炭素社

会を考えるために－ AIM Training Workshop 2010 開

催報告－」地球環境研究センターニュース 2010年

10月号 

（注 6）朝山由美子「アジア太平洋地域の自治体によ

る低炭素都市の実現に向けて『第 3回持続可能なア

ジア太平洋に関する国際フォーラム（International 

Forum For Sustainable Asia and the Pacific: ISAP 2011）』

における活動報告」地球環境研究センターニュース

2011年 9月号

（注 7） SATREPSの事業や既存プロジェクトに関する

ニュースやイベント情報の受け取り、既存プロジェ

クトとの連携や、プロジェクト関係者間での情報の

やりとりなど、SATREPSのファンや関係者のニー

ズから誕生したコミュニティサイト。 https://fos.jst.

go.jp/

　シンポジウム会場のステージ上では、大きな銅鑼（どら）がステージ上にセットされました。ジョホール州

からの代表が本研究プロジェクトの開始を声高らかに宣言し、ドシャーンド

シャーンドシャーンと 3回打ち鳴らすセレモニーがありました。20人余りの

報道陣は一斉にカメラを構えてその様子を撮影し、その後の報道でもその場面

の写真がよく使われていました。マレーシアの伝統楽器を使った慣習であるこ

とは想像がつきましたが、なぜ「銅鑼を叩く」のか気になって調べてみたとこ

ろ、紀元前 6世紀から「楽器」としてではなく、農耕儀礼にかかわる「法器」、

つまり宗教上の道具として用いられてきたようです。青銅打楽器の原料となる

錫（すず）が、豊富に生産されてきたマレーシアならではの慣習でした。

銅鑼を叩いて開会を宣言

銅鑼を打ち鳴らすセレモニーで

会場は大いに盛り上がった
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1 はじめに

　2011年 9月、パリの国連教育科学文化機関

（UNESCO）本部において、世界の海洋炭素デー

タの統合と解析に関する 2つの国際会合が開催さ

れました。12, 13日は海洋表層のデータ統合に関

する国際会合（The IOCCP Surface Ocean CO2 Data-

to-Flux Workshop）、14～ 16日は炭素データ統合に

関する合同国際会合（Joint SOLAS/IMBER/IOCCP 

Carbon Synthesis Meeting）であり、前者は海洋表層

における CO2データの収集・統合とそれに基づく

大気と海洋交換量（フラックス）算出に関する会

合で、プロジェクト参加機関のみが参加する 30人

程度のクローズドなものでした。それに対して後

者は、海洋表層と内部の炭素循環の両者を議論す

る公開された大きな（100人強）会合でした。今

回、国立環境研究所（NIES）地球環境研究センター

（CGER）からは野尻・宮崎・中岡がこの 2つの会

合に参加する機会を得ました。そこで議論された

海洋の炭素データ統合の現状と課題について、宮

崎が報告します。

2. 会合の概要

　両会合を開催している国際海洋炭素データ

統 合 プ ロ ジ ェ ク ト（International Ocean Carbon 

Coordination Project: IOCCP）は、UNESCOの政府

間海洋学委員会（Intergovernmental Oceanographic 

Commission: IOC）と海洋研究科学委員会（Scientific 

Committee on Oceanic Research: SCOR）の後援を受

けた組織です。表層海洋 CO2データベース（Surface 

Ocean Carbon dioxide Atlas: SOCAT）という全世界

で観測された海洋表層 CO2分圧データを収集する

プロジェクトが IOCCPのもとで 2007年 4月から

続けられてきました。CGERの野尻・宮崎・中岡

は、このプロジェクトの初期から参加しており、

これまでにわが国が観測した海洋表層 CO2データ

を収集し、SOCATへ格納し、さらに北太平洋を中

心とした観測データの品質管理を行ってきました。

SOCATは、この一連の会合中の 2011年 9月 14日

に初めてWeb上で一般公開されることとなりまし

た（http://www.socat.info）。9月 12, 13日の会合では、

SOCATの公開に至るまでに明らかになった問題点

やそれに基づくフラックス算出などの将来の方針

が話し合われました。

　具体的には、4つの問題点が議論されました。1

つ目として、全球規模での海洋表層 CO2フラック

スの不確実性を減らす方法が議論されました。現

在、その不確実性は 10～ 15%といわれており、

Takahashi et al.（2009）（注 1）のような平均的な

気候値の算出には成功してきましたが、年々の変

動やトレンド、局地的・季節的変動の正確な把握

には至っていません。ここでは、フラックス計算

に用いる風向風速の客観解析値が大きく値を変化

させる点への注意などが指摘されました。2つ目

は、観測データの時空間ギャップを埋める方法に

海洋の炭素データ統合に関する最前線：
The IOCCP Surface Ocean CO2 Data-to-Flux Workshopおよび
Joint SOLAS/IMBER/IOCCP Carbon Synthesis Meeting参加報告

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　大気・海洋モニタリング推進室　特別研究員　　宮崎 千尋

写真 1　海洋表層のデータ統合に関する国際会合での

野尻の発表
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ついてで、モデルで推測する際のメソスケール変

動の扱い方、従来の重回帰分析に代わる経験的な

ニューラルネットワーク（CGERでは中岡が担当）

の応用とその課題などが議論されました。3つ目

には、観測をより充実させる方法が議論されまし

た。野尻は、2009年に NIESで実施された CO2観

測機器の国際比較観測実験の結果を報告し、現在

の最先端の CO2観測測器の精度は、船上設置型測

器で± 0.5ppm、ブイ型測器で± 1～ 5ppmである

と報告しました。その他には、大洋を自動航行す

るグライダー型 CO2測器の開発や船上設置型・ブ

イ型測器の改良点等が報告されました。4つ目に

は、SOCATの技術的な問題点と今後の課題が議論

されました。SOCATで最も時間と労力を要した

のがデータの整形だったため、今後はアメリカの

CDIAC（Carbon Dioxide Information Analysis Center）

を通じて、決まったフォーマットのデータを提出

することとなりました。そして、今年 12月末締切

の SOCAT新バーション（Ver. 2）では、さらなるデー

タの追加登録ができることになりました。

　続く 9月 14～ 16日に開催された合同国際会合

は、地球圏・生物圏国際協同研究計画（International 

Geosphere and Biosphere Program: IGBP）の海洋に

関係する 2つのコアプロジェクトである海洋大

気間物質相互作用研究計画（Surface Ocean Lower 

Atmosphere Study: SOLAS）と海洋生物地球化学・

生態系統合研究（Integrated Marine Biogeochemistry 

and Ecosystem Research: IMBER） が IOCCP と 共

同して開催したものでした。これは、グローバ

ルカーボンプロジェクト（GCP）主導で実施され

てきた地域炭素収支評価（Regional Carbon Cycle 

Assessment and Processes: RECCAP）計画に合わせ

て世界の海洋炭素循環研究コミュニティが進めて

きた研究成果を取りまとめるものです。開催テー

マが “ 変化の時の海洋炭素循環 : データ統合と脆

弱 性（The Ocean Carbon Cycle at a time of change: 

Synthesis and vulnerabilities）” となっており、近年

の海洋の炭素循環が地球温暖化などによってどの

ように変化しているのか、その人為起源の影響と

気候変動による影響の違いを見極めたいという国

際的な流れが、特に色濃く感じられる会合でした。

この会合の 2日目には、ポスターセッションも開

催され、私は 2006年 6月以降 NIESが実施してい

る自動車運搬船による高頻度の表層海洋 CO2観測

データと SOCATデータを用いて、西部熱帯太平洋

の海洋表層 CO2変動とエルニーニョ現象との詳細

な関係や長期変動について発表しました。

　会議開催中、高々に一般公開が宣言された表層海洋 CO2データベース（Surface Ocean CO2 Atlas: SOCAT）。国

立環境研究所をはじめ、会議に参加した各研究機関は観測データの提供とデータの品質維持に大きく貢献してい

ますが、それ以上に貢献を果たした 2人の技術者がいます。彼らは、ボランティアやパートタイムで SOCATの

運営に参加し、膨大な CO2観測データを抱えるデータベースサイトの安定的な運用に粉骨砕身するだけでなく、

研究機関によって全く異なるデータフォーマットを統一フォーマットへ変換

したり、ウェブ上で研究者が簡単に CO2データの品質管理を行えるようにプ

ログラムを作成したりと、データベースサイトの運用改善を日々行っており、

いわば欠く事のできない縁の下の力持ちです。今回の会議では、その献身に報

いる意味で彼らに感謝状と記念品が贈られました。こういった会議では通常注

目を浴びることのない彼らが前に出て照れくさそうに感謝状と記念品を受け

取る姿に、期間中一番の拍手が鳴り響いたのは言うまでもありません。

（地球環境研究センター　炭素循環研究室　特別研究員　　中岡 慎一郎）

縁の下の力持ち
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3. おわりに

　今回の 2つの会合には、炭素循環研究に関する

世界トップクラスの研究者が集まっており、彼ら

によるレビューは非常に勉強になりました。特に

後半のジョイント会合は、ほとんどがモデル研究

の結果報告であり、観測データを用いた研究でも、

面的に推定を行ったものが主流でした。今回の会

合のテーマがデータ統合であることや、気候変動

に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on 

Climate Change: IPCC）第 5次評価報告書の作成作

業が現在進行中で新しい研究成果を取り入れるこ

とのできる期限が近づいていることもあり、海洋

の炭素循環の総量の現状と将来予測に関するさま

ざまな研究が取り上げられていました。その一方

で、このジョイント会合の最後には、モデルの精

度を上げるためにも、現在 CO2分圧観測データの

少ない海域での観測強化が訴えられており、さら

に全炭酸やアルカリ度などの項目の観測も望まし

いということが報告されていました。メソスケー

ルのモデル研究では、局所的な渦構造に沿った顕

著な CO2分圧変動まで表現されていましたが、実

際の海洋の場で大気 -海洋間の CO2フラックスを

左右するほどの影響力があるのか私には疑問に思

えました。

　個人的には、前半の IOCCP会合で、SOCATを

技術面で支えている主要メンバーと話せたのがよ

かったと思っています。SOCATデータベースの品

質管理では、一般公開を目指した締切間際に、い

ろいろな要望（無理 ?）をメールでお互いにお願い

していたので、戦友に再会したような気分でした。

IOCCP/UNESCOのあるパリのグループや、データ

処理を行っているベルゲン（ノルウェー）のグルー

プ、Webインターフェイスを担当するシアトルの

グループは、よく会合をもっているのかと思って

いたのですが、打ち合わせはもっぱら Skypeだそ

うで、パリに来るのが初めてのメンバーもいまし

た。SOCATの将来像の話になると、いつも活動予

算の話題が出ますが、モデル研究の基礎固めのた

めにも、このような観測データに基づく海洋表層

CO2データベース作成は世界の主要な研究機関で

サポートしていくべきだと思いました。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）Takahashi T. et al. (2009) Climatological mean and 

decadal change in surface ocean pCO2, and net sea–air 

CO2 flux over the global oceans. Deep Sea Res., II, 56, 

554–577, doi:10.1016/j.dsr2.2008.12.009.

新刊図書 ・ 雑誌

■気候変動と国際協調－京都議定書と多国間協調の行方－

　亀山康子 , 高村ゆかり共編（2011）慈学社 , 407p.

　今後の気候変動対処のための国際枠組みの行方を検討することを目的に刊行された。

　今後 5～ 10年先の国際情勢や環境問題への関心の高まりなどを複数の側面から議論し、国際枠組みが、

「多国間中心」あるいは「自主的取り組み中心（二国間協力）」のどちらに向かいそうか、また、その中で

の国の約束は拘束力の強いものが志向されるか否か、それぞれの帰結における意義と課題、課題となる点

の改善策を検討している。
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これからの生態系モデルには何が必要なのか？

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　物質モデリング・解析研究室　主任研究員　　中山 忠暢

1. はじめに

　2011年 9月 20日～ 23日にかけて、中国・北

京で第 18回生態系モデルに関する国際会議（The 

18th Biennial ISEM Conference）が開催された。本

会議は北京師範大学のホストのもと、国際生態

モ デ ル 学 会（International Society for Ecological 

Modelling: ISEM）と中国国家自然科学基金（National 

Natural Science Foundation of China）のスポンサー

で開催された。ISEMは生態学・環境資源管理シミュ

レーション、および、概念・科学的成果・一般的

知識の国際的共有を目的として 1975年にデンマー

クで設立されたものである。

　今回の会議は「地球環境変化および人間 -自然

系システムの生態モデリング（Ecological Modelling 

for Global Change and Coupled Human and Natural 

Systems）」というサブタイトルで、急激な地球環

境変化が地球上の生態系に及ぼす影響およびその

適応策のモデル化とともに、人間系と自然系の関

連性に関する学際的なプラットフォーム構築を目

的にしたものである（写真 1）。本会議は、参加者

約 400名、7つの基調講演、8つの一般セッション、

5つのワークショップで構成され、約 200件の口頭

発表、約 40件のポスター発表が行われた。以下に

筆者の感想を交えつつ概要を報告する。

2. なぜ生態系モデルが必要なのか？

　会議では群落・地域・地球レベルに至るまでの

生態系の過去・現状把握および将来予測につい

て、多様な視点から生態系モデルの必要性が検討

された。生態系モデルの統合化のセッションで

は、自然・人間系の把握、ネットワークモデリン

グとシステム理論、統計解析と動的シミュレーショ

ン、生態系影響解析が主要テーマであった。水域

生態系では、筆者が Editorial boardを務める雑誌

Ecohydrology（注１）のような水文生態学、環境流

量・水質評価、河川生態系の構造や機能、汚染物

質移動、統合流域評価を主に取り扱った。湿原生

態系では、水文・生態機能評価、MA（Millennium 

Ecosystem Assessment）を発端とする生態系サービ

ス（ecosystem service）評価、栄養塩循環、生物多

様性、リスク評価、利用保全策が主なテーマであっ

た。陸域生態系では、環境流量・水質評価、汚染

物質移動、炭素・窒素循環、リスク評価を取り扱っ

た。都市システムでは、動的解析、システム診断、

都市化およびその影響、景観（landscape）、空間管

理に関する発表が多かった。グローバル変化では、

気候変化、温室効果ガス、土地利用変化、グロー

バル炭素・窒素・リン・水循環、生物多様性およ

び保全、モデルとデータ統合およびリモートセン

シングなど、特に重要性の高いテーマを取り扱っ

ていると感じた。生態系管理では、生態系計画・

管理・政策、新技術の適用が議題であった。観測

および評価では、長期観測、マルチスケール、新

たな観測手法がテーマであった。

　生態系モデルは人為活動が地球システムにもた

らす急変を把握するために発展してきた。B.D.Fath

（タウソン大学）も述べたように生態系を複雑な非

平衡システムとみなし、個別総和を超えて相互作

用するネットワークとして内在する複雑性をモデ

写真 1　S.E.Jørgensen( コペンハーゲン大学 )による

基調講演
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ル化してきた意義は大きい。さらに、統合型の社会・

生態システムへ適用することで生態系管理のガイ

ドライン提供が可能になり、ネットワーク解析や

生態系容量の win-win型相互関係（注 2）も重要で

ある。一方、多くの気候モデルでは人為起源に伴

う二酸化炭素等の排出に伴って地球の平均表面温

度が 2100年までに 2.0～ 4.5℃程度上昇すると予

測するが、植生や海洋の吸収容量および正・負の

フィードバックシナリオのように植物が気候変動

に及ぼす役割の不確実性に関してW.J.Manning（マ

サチューセッツ大学）が主張したように、既存モ

デルの多くは窒素の利用率、昆虫による受粉、植

物病害、オゾンなどの植物成長制限因子の効果を

完全には含まず、今後の大気・植生相互作用の包

括的検証が必要である。この不確実性の低減に加

え、S.E.Jørgensen（コペンハーゲン大学）が述べた

持続可能性（sustainability）を評価・検証するシス

テム生態学（system ecology）は興味深い。彼と何

度か議論した印象として、グローバルなエクセル

ギー（exergy）（注 3）収支を算定すると、従来の

生態系サービスの算定値（注 4）に比べ、農業や都

市開発にはエクセルギーのより大きな損失を伴う

ことを示した点は重要である。

　日本では今年 3月の東日本大震災以降、原発に

代わる再生エネルギーの議論が急進展する中、地

球レベルの気候変動対策としての温室効果ガス抑

制には炭素モデルを中心としたさらなるモデル開

発が不可欠で、カーボンフットプリント（carbon 

footprint）抑制、エクセルギーの効率的利用への

移行、生態系サービスの維持などを用いて持続的

発展を目指す必要がある。また、急激な地球環境

変化を引き起こす外圧・環境制限因子の相互作用

の検証には、A.Ludovisi（ペルージャ大学）によ

る生態系の発達や適応を支配する一般則を辿るた

めに熱力学を拡張した熱力生態学（thermodynamic 

ecology）がパラダイムシフトとして興味深い。総

量としての評価軸で生態系構成要素を含まないエ

クセルギーに比べ、自己組織化構造の評価や変化

シナリオの予測可能性を有するエントロピーに基

づく熱力生態学の有用性は高いが、彼と議論した

印象では本会議の目的を達成するには、後述する

ように今後のモデルに必要な要素を満足するため

にもスケール依存性との関連づけがさらに必要だ

と感じた。

3. 今後の生態系モデルにとって何が必要なのか？

　生態系には未解明のプロセスが多く存在し、内

在する複雑性をいかに取り扱うかが本会議のテー

マであった。生態系モデルは極力単純であるべき

と主張するモデラーに対し、複雑なモデルは非線

形相互作用を表現するのに重要と指摘するモデ

ラーもいる。今後の生態系モデルに必要な要素の

一つは、本会議のサブタイトルに加え Jørgensen

や Fathも強調したグローバル変化の問題解決能

力であることは参加者が賛同したことである。地

球規模での気温や二酸化炭素濃度の上昇はさま

ざまな時空間スケールで複雑な相互作用を及ぼ

し、熱力生態学のように生態系モデルの既存概念

を脱却することも必要である。もう一つの要素は

G.R.Larocque（カナダ天然資源省）も述べたように、

個別学問領域での水、物質、エネルギー循環のモ

デル化を超えて学際的なモデルを発展させ、生態

系の概念を異なる動植物、水資源、熱環境、物質

循環を含むようにエクセルギーなどを適用・拡張

することで領域横断的な包括的システムを構築し、

多次元評価ならびに win-win型解決（注 2）を目指

すことである。さらに、F.Recknagel（アデレード

大学）が述べたように、グローバルネットワーク

化は生態系モデルを持続可能な生態系管理のため

の意思決定ツールとして共有化をすることに貢献

するが、オープンシステム（注 5）などのプラット

フォーム普及に伴う生態系モデルの汎用化に加え、

観測機器の進歩による生態系のオンラインモニタ

リングと同化しつつ現場で適用できるオペレー

ショナルモデルも必要である。

　自己保存型最適化（エネルギー最適率と関連す

る生態系のユビキタス的特性）の概念は、生命は

組織の各スケールで物質循環やエネルギー代謝

を行いつつ細胞から生態系に至る機能の最適状

態を維持するというものである。L.Li（カリフォ

ルニア大学リバーサイド校）が提案する遺伝子か

ら生態系までの統合化モデルは生態学の代謝理論

（metabolic theory of ecology）（注 6）に基づくもの

で、筆者がイギリスの生態水文学研究所（Centre 



－ 14 －

地球環境研究センターニュース　Vol.22　No.8（2011年11月）

－ 15 －

for Ecology & Hydrology）での１年間の滞在を通し

て得た、筆者自身の今後の研究の方向性（注 7）と

関連し興味深かった。生命は外部環境とランダム

な遺伝子プロセスだけでは必ずしも説明できない

と筆者も定性的に思うが、その点からもゲノム情

報から生理学的代謝ネットワークまで総合化し、

水平方向プロセスを重視した既存の水文モデルや

ロジスティック方程式に代表される成長モデルを

高次の生物学的組織へ統合化することが今後重要

である。このような遺伝学的に規定されるネット

ワーク構造が解明されれば植生遷移や侵入などの

カタストロフィックシフト（catastrophic shift）の

予測精度はさらに向上し、生態系モデルが地球規

模での warning systemとして果たす役割は大きく

なると思われる。

--------------------------------------------------------------------
（注 1） Ecology と Hydrology の相互理解を目指し

て両者から作られた合成語 ; Ecohydrology, http://

onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1936-

0592, John Wiley & Sons. Ltd., ISSN 1936-0592

（注 2）例えば、Nakayama T., Hashimoto S. (2011) Analysis 

of the ability of water resources to reduce the urban heat 

island in the Tokyo megalopolis. Environ. Pollut., 159, 

2164-2173, doi:10.1016/j.envpol.2010.11.016

（注 3）使用して失われるエネルギー（もしくは、機

械的仕事に転化できる分、ある系から力学的な仕事

として取り出せるエネルギー）を表す概念のこと。

全エネルギーをわれわれが利用できるエネルギーと

利用できないエネルギーに分けた時の利用できるエ

ネルギーに対応する。有効エネルギーとも言う。

（注 4）例えば、Costanza R., et al. (1997) The value of the 

world's ecosystem services and natural capital. Nature, 

387, 253-260, doi:10.1038/387253a0

（注 5）この言葉はさまざまな分野で使用されるが、

ここでは移植性や互換性に優れ標準性を備えたコン

ピュータシステムのことを意味する。

（注 6）Brown J. H., et al. (2004) Toward a metabolic theory 

of ecology. Ecology, 85, 1771-1789

（注 7）中山忠暢「 H21 年度海外派遣研修報告書」 

2010 年 6 月

温室効果ガス観測技術衛星 「いぶき」 のニュースレター 

国立環境研究所 GOSAT PROJECT NEWSLETTER 2011 年 11 月号 （Issue#22） 発行

国立環境研究所GOSATプロジェクトウェブサイトよりご覧になれます。
http://www.gosat.nies.go.jp/jp/newsletter/top.htm
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○ 「今月の画像」 - タイ ・ カンボジア洪水
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1. S2-06 の概要

　ディーゼルエンジンは、熱効率が高く CO2排

出量が低いという特徴をもつ一方、粒子状物質

（Particulate Matter: PM）および窒素酸化物（NOx）

を多く排出するため、大気汚染や健康影響の観点

から PMおよび NOxの排出量の大幅削減が強く求

められている。そこで、燃焼技術、後処理技術、

燃料・潤滑油性状の改善といったディーゼル排ガ

ス低減技術の取り組みがなされている。しかしな

がら、最新の報告では、後処理装置の部分で人体

に有害と考えられるニトロ有機化合物の予期せぬ

生成の可能性が示唆されている。その生成はエン

ジンの稼働状況・運転条件に大きく依存するもの

と考えられ、排ガス中のニトロ有機化合物の排出

状況に関するデータを収集するには、秒のオーダー

での濃度変化をリアルタイムに計測することが必

要である。

　本研究では、サブテーマ 1（国立環境研究所グルー

プ）で、ディーゼル車排ガス中のニト

ロ有機化合物の多種類をリアルタイム

に測定する装置として、高質量分解能

陽子移動反応－飛行時間型質量分析計

（PTR-TOFMS）を用い、ニトロ有機化

合物の排出特性（種類・［全］量・性状）

を把握する。サブテーマ 2（広島大学

大学院のクループ）は、挑戦的研究と

して、質量分析法に分光手法を組み合

わせた、新規の選択的なニトロ有機化

合物のリアルタイム計測手法の確立を

目指している。

　図１に、本課題の背景・研究内容・達成目標を

まとめている。研究体制は、サブテーマ 1：猪俣敏・

谷本浩志（地球環境研究センター）・佐藤圭（地域

環境研究センター）・今村隆史・伏見暁洋（環境計

測研究センター）・藤谷雄二（環境リスク研究セン

ター）、サブテーマ 2：高口博志（広島大学大学院）

である。また、本課題は、分光法を用いた排ガス

のリアルタイム計測装置の開発を行う環境研究総

合研究費 S2-05「超高感度分光法によるニトロ化合

物のリアルタイム検出器の開発」（課題代表：山田

裕之［交通安全環境研究所］）と協力して実施して

いる。

　自動車から大気中に排出される排ガスは、直接

的に人の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、酸化

過程を経て、いわゆる二次有機エアロゾルという

粒子状物質の生成にも寄与する。二次有機エアロ

ゾルは、気象場の変化による水循環等への影響

や将来の気候に影響を及ぼすことが懸念されてい

環境研究総合推進費の研究紹介 (8)

排ガスをリアルタイム計測法でさばく
環境研究総合推進費S2-06
「PTR-TOFMSを用いたディーゼル車排ガス中ニトロ有機化合物の
リアルタイム計測」

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　地球大気化学研究室　主任研究員　　猪俣 敏

図 1　S2-06 課題の背景・研究内容・達成目標

排ガス

PM
NOx
・・・

PTR-TOFMSを用いたディーゼル車排ガス中
ニトロ有機化合物のリアルタイム計測

大気汚染、

健康影響の懸念

排ガス中のPM,
NOxの低減技術

・エンジンの改良
・後処理技術
・燃料等の改善

予期せぬ物質の排出

ニトロ有機化合物
・・・健康影響が懸念される物質

ディーゼル車

ニトロ有機化合物の排出特性の
把握のため、走行モードの変化
に対応可能な計測装置が必要

(1) PTR-TOFMSを用いた計測手法の開発

・・・揮発性有機化合物の多成分同時のリアルタイム計測装置
（PTR-TOFMS）を排ガス中ニトロ有機化合物の検出に応用

（開発項目）◇TOF部の高質量分解能化
◇粒子状成分の検出
◇GC、LC結果との相互比較
◇シャシーダイナモメータを用いた性能評価

(2)  新規計測手法の開発
・・・レーザー分光法と質量分析法を組み合わせ、

PTR-TOFMSでは対応できない高選択的な
化合物の検出に挑戦

（開発項目）◇画像観測装置の開発
◇真空紫外光発生装置の開発
◇質量・反跳速度同時測定手法の開発

ニトロ有機化合物計測への適応性を評価

・排ガス中に含まれる多種類のニトロ有機化合物を高速に計測
・粒子状のニトロ有機化合物のリアルタイム検出・定量手法を開発
・排ガス中ニトロ有機化合物の種類・量・性状と車種・運転条件による排出量の違いに関するデータを報告
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る。将来の気候影響等を定量的に評価していくに

は、二次有機エアロゾルの化学組成、放射特性、

吸湿特性を把握しておく必要がある。本課題では、

ディーゼル車排ガスでこれまでほとんど計測され

てこなかったニトロ有機化合物を定量的に把握す

ることができるようになった。これらの新しい知

見は、自動車からの一次放出もしくは二次生成さ

れる粒子状物質が気候等に与える影響を評価する

上での重要な情報となると考えられ、このような

方向に研究を発展させていきたいと思っている。

2. リアルタイム計測が捉えたニトロ有機化合物の

排出特性

　本研究で用いた陽子移動反応質量分析法（PTR-

MS）は、化学イオン化質量分析法の一種で、イオ

ン化に陽子移動反応イオン化反応というソフトイ

オン化を利用している。試薬イオンに H3O+イオン

を用い、一般的な有機化合物（M）の陽子親和力

は水の値より大きいので、陽子が有機化合物のほ

うに移動する性質を利用したもので、有機化合物

MがあるとMH+イオンとして検出される。逆に、

イオンシグナルが検出されたら、質量数からマイ

ナス 1したものが、元の有機化合物の分子量であ

ることがわかる、といった原理のものである。陽

子移動反応イオン化反応式は下記の通りである。

　　H3O+ + M → MH+ + H2O

PTR-MSは、大気中の有機化合物の多種類を高速

にかつ高感度に測定する手法として、実計測に用

いられている。

　排ガス中にはさまざまな有機化合物が含まれて

いる。そのため、PTR-MSで検出されるイオンシ

グナルは膨大である。如何に PTR-MSが有能であ

ろうと、それら全てを帰属・定量することは不可

能である。しかし、ニトロ有機化合物に限定すれば、

たくさんの有機物のシグナルの中から、ニトロ有

機化合物だけのシグナルを取り出すことができる。

ここが本研究のキーとなるポイントである。一般

の有機化合物は分子量が偶数なのでMH+イオンシ

グナルは奇数に現れるのに対し、（モノ）ニトロ有

機化合物は分子量が奇数なのでMH+イオンシグナ

ルは偶数に現れる。つまり、偶数のイオンシグナ

ルを追いかければ、ニトロ有機化合物を捉えるこ

とができることになる（注意：一つ前の奇数の一

般の有機化合物のイオンシグナルの 13Cの寄与は考

慮して差し引かなければいけない）。

　現在、新短期規制適合車（酸化触媒付き）のディー

ゼル車 Aのシャシーダイナモメータ実験において、

ニトロ有機化合物として、ニトロメタン、ニトロ

フェノール、C7-C10ニトロフェノール類、ジヒド

ロキシニトロベンゼンがガス状で排出されている

ことを捉えた。また、これらの濃度は、過渡走行

モード試験中、ppbvからサブ ppbvしかないが、サ

ブ秒での時間変化の様子を捉えることもできてい

る（1ppbvは体積混合比が 10億分の 1であること

を表す）。このような高時間分解データから、ニト

ロ有機化合物の排出の走行速度・加速度依存性や

暖機始動走行時・冷機始動走行時の違いなどを捉

えることに成功している。さらに、今後、ニトロ

有機化合物の排出の低減が必要となった際、どこ

での排出を抑えればいいのかといったような貴重

なデータとなると考えられる。

3. ニトロ有機化合物排出の全体像を把握

　PTR-MSではニトロ有機化合物のイオンシグナ

ルを抽出して捉えたため、ガス状のニトロ有機化

合物の排出に関して知見を得ることができた。一

方で、ニトロ有機化合物は粒子状でも排出されて

いることが知られている。粒子中に含まれるもの

は難揮発性のものであることが予想される。また、

ガス状で見られたものも半揮発性のものはあるの

で、粒子中にも存在すると考えられる。本研究の

成果を健康影響へリンクさせていくには、ガス状

と粒子状で、どのようなニトロ有機化合物が、そ

の程度の量が排出されたか、をまとめていく必要

があると考えている。前出のディーゼル車 Aにつ

いては、ガス状に関しては PTR-MSのデータ、粒

子状に関しては、フィルター捕集後、液体クロマ

トグラフィー質量分析法（LC/MS）、加熱脱着 -ガ

スクロマトグラフィー質量分析法（TD-GC/MS）分

析によって得られた結果で、ニトロ有機化合物排

出の全体像をまとめた。特に、ニトロフェノール

については、ガス状・粒子状ともに定量され、粒

子 /ガス比は約 2%であった。このような濃度比で
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の排出に対し、ガスでの吸引が健康に影響がある

のか、あるいは少量でも粒子として取り込むほう

が影響があるのか、このような視点からの健康影

響に関する研究を望んでいる。計測の立場からは、

このようなまとめを、車種や走行モードを変えて、

データを蓄積していくことが今後必要と考えてい

る。

　ニトロフェノールについては、ガス状にも粒子

状にも検出された。ガス状での排出特性に関して

は PTR-MSによる時間分解データで明らかになっ

たが、では、粒子状では、どういう時に排出され

ているのであろうか？　ガス状として存在すると

きに粒子状としても排出されているのであろう

か？　粒子状としてしか存在しないものは、どう

いう時に排出されているのであろうか？　このよ

うな情報は、ガス状のものと同様に重要なデータ

である。粒子中の有機成分の一つひとつをリアル

タイムで捉えるということはかなり難しいことで

はあるが、最終年度の今年度取り組んでいるとこ

ろである。

＊環境研究総合推進費の研究紹介は地球環境研究センターウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/
cgernews/suishinhi/）にまとめて掲載しています。

　2010年の南アフリカワールドカップで活躍した松井大輔選手が、一時期

所属したサッカーチーム（トム・トムスク）のホームタウン、トムスク。

その町のホテルでの早起きが（2:00AM）、今回の（2011/8/25）大気観測の
初めの仕事でした。広大なシベリア内での移動に、4年で 23万キロ走行し
たルノー車でロシア人研究者が迎えに来ます。今回の航空機観測は、シベ

リア最大の町ノボシビルスクを飛び立ち、温室効果ガス測定用にタイガ上

空の大気サンプルを採取するものでした。今年からツポレフ（Tu-134）と
いう 50年以上昔の設計の元旅客機を使用することになり、飛び立つ場所も変更され、そこはいくつか
の研究機関とロシア軍が共同で所有している飛行場でした。次世代戦闘

機を開発している場所でもあるらしく、セキュリティーが非常に厳しく、

私のような外国人が容易に入れる場所ではなく、直前まで私の搭乗許可

交渉は難航していたようです。最終的には、その研究所の所長が私に付

きそう（監視？）ことが条件で許可され、Tu-134に乗り込むまでに金属
探知機も設置された 3つのゲートをくぐりました…と書くと旧共産圏の
空気を感じられる方もおられるでしょうが、実際は、ゆるい空気の中で

手荷物のチェックはなく普通のおじさん（所長）が運転手をしてくれた、

だけでした。ただ、ところどころ欠けたコンクリートの板を敷き詰めた

滑走路からの、古い旅客機での離着陸は恐ロシアです（о д о）。

地球環境研究センター　大気・海洋モニタリング推進室　研究員

　　笹川 基樹

VIP 対応？

観測現場から

シベリア

ノボシビルスクの町中を流れる

オビ川
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　2008年 10月から地

球環境研究センター

の温室効果ガスイン

ベントリオフィス

（GIO）に所属してい

ます。GIO は、環境

省の委託を受け、日

本の温室効果ガス排

出量・吸収量を算定

し、その結果をまとめた目録（インベントリ）を

毎年気候変動枠組条約の事務局に報告しています。

私はその中で、土地利用、土地利用変化及び林業

分野における排出・吸収量の算定に携わっていま

す。本分野では、国内で実施された研究や調査の

結果をもとに設定されたパラメーターと国の統計

（土地利用ごとの面積といった活動量）を利用して、

植物や土壌といった炭素プール中の炭素の増減を

把握しています。

　例えば、前年度と比べて炭素プール中の炭素量

が増加していれば二酸化炭素（CO2）は吸収された、

炭素量が減少していれば CO2は排出された、とい

うことになります。日本は京都議定書の第一約束

期間中に基準年の排出量と比べて 6％削減すること

を約束していますが、その達成の成否は GIOの算

定するデータをもとに判断されます。京都議定書

目標達成計画（平成 20年 3月 28日全部改訂）に

よると、削減目標のうち 3.8％は土地利用、土地利

用変化及び林業分野の排出・吸収量をもとにした

データで賄うことを想定しているため、関係省庁

や研究者の方々の協力を得ながら算定を行ってい

ます。

　算定にあたっては、気候変動枠組条約（UNFCCC）

の締約国会議で決定された計上ルールを理解する

ことに加えて、日本独自の方法論等も理解する必

要があります。最新の科学的知見や政策の効果を

反映すべくほぼ毎年開かれる温室効果ガス算定方

法検討会（環境省）の結果をインベントリに反映

するには、多くの算定ファイルの更新や方法論の

詳細を記述した報告書（日英）への追記、修正を

伴います。インベントリの算定対象が国内の活動

に由来する排出・吸収量であるため、算定ファイ

ルの数も報告書も量も多いので、それらを毎年の

提出締切日までにミスがない完全なインベントリ

として取りまとめるには、同僚と協力して何重も

の確認作業を行う等細心の注意を払います。また、

提出後にも、インベントリに対する国際的な審査

の対応や、日本の知見をアジアの途上国とも共有

すべくインベントリに関するワークショップを開

催する等しています。

　私は宮崎県の出身で、国立環境研究所に来る前

には佐賀大学理工学部で化学を勉強し、その後ド

イツのミュンヘン郊外にあるヘルムホルツ研究所

（旧：GSF研究所）で土壌生態学を学びました。そ

こでは土地利用及び管理方法が、土壌中の有機物

にどのような影響を与えるかについて研究を行い

ました。滞在期間中は、ドイツに限らず、欧州の

中央部から南部にかけてさまざまなフィールドを

訪れる機会が多くあり、いろいろな土壌環境を知

ることができて大変勉強になりました。現在は直

接フィールドに出る機会はありませんが、インベ

ントリ作成を通じて日本の土地利用及び土地利用

変化が各炭素プールに与える影響について知るこ

とができます。

　つくばに来て早 3年になりますが、町や公園が

きれいに整備され、緑が多いのがとても印象的で

す。家のまわりも大変静かで公園に近い環境なの

で、読書をしたりジョギングをしたりするのに最

適です。また、最近通い始めたテニススクールで

もリフレッシュしています。早くまともなゲーム

ができるくらいに上達できたらと思っています。

自己紹介：地球環境研究センターの特別研究員　
                 赤木 純子 （あかぎ じゅんこ）

温室効果ガスインベントリオフィス
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　10 月 1～ 2 日、「自然の番人による環境行動・学

習事業 2011」が北海道釧路・根室地域で実施され

ました。釧路・根室地域では、住民の方自らが「自

然の番人」として廃棄物の不法投棄やポイ捨てな

どから貴重な自然環境を守り、次世代に引き継ぐ

ことを目的に、各市町村による「自然の番人宣言」

の調印がなされています。

　本イベントは、北海道釧路総合振興局と根室振

興局主催で「釧根の海岸線の秋を探ろう」をテー

マに、体験型の環境行動や環境学習を通じて、地

域の自然環境の豊かさ、環境保護の必要性につい

てより理解を深め、環境行動のいっそうの拡大を

図ることを目的とした野外学習イベントで、地球

環境研究センターのほか、浜中町、釧路短期大学、

厚岸水鳥観察館、霧多布湿原センターおよびクリー

ンエナジーファクトリー株式会社の協力により実

施されました。地球環境研究センターは、10月 1

日北海道厚岸郡厚岸町　ネイパル厚岸で向井副研

究センター長が講師として行った講演と、10月 2

日の北海道根室市にある国立環境研究所「地球環

境モニタリングステーション－落石岬」の施設見

学会（表紙写真）を担当しました。

　環境学習として「地球温暖化メカニズムの解明」

のテーマで温室効果ガス（空気中の二酸化炭素等

の温室効果ガスを含む大気微量成分）の観測状況、

地球温暖化、地球温暖化による自然環境への影響

等についてスクリーンに図表や動画を映しながら

講演を行いました。講演のなかで、海水に BTB試

薬を入れた小瓶に息を吹き込むと、海水の色が呼

気中の二酸化炭素によりアルカリ性（青色）から

酸性（黄色）に変わる酸性化の実験を数名の参加

者に行ってもらい、説明しました。

　また、北海道根室市にある当地球環境研究セン

ター落石岬ステーション施設見学会には、前日の

講演会参加者の方々 24名と学習会講師の方々、釧

路・根室振興局職員の皆様に来所いただきました。

落石岬までは貸し切りバスで行き、車止めの落石

岬ゲートからはモニタリングステーションまでの

およそ 2km の道のりを歩きながら、途中自然観察

会が開催され、ステーション施設の見学を 2班に

分けて行いました。

　モニタリングステーションは、関係者以外の立

ち入りができない施設で、通常見学することはで

きませんが、「自然の番人による環境行動・学習事

業 2011」の参加者のように、地元の方々の理解を

得ることはとても大事なことだと考えており、施

設見学会を開かせていただきました。施設では、

地球温暖化に関わる空気中の温室効果ガスの測定

を継続して行っており、本施設の概要、設備や観測・

分析装置の説明、観測研究成果を、掲示したパネル・

グラフ等を用いながら、わかりやすく説明しまし

た。参加者は熱心に説明を聞いてくださり、施設

内部の観測機器や鉄塔・太陽光パネル等の屋外の

設備も興味深く見学をされていました。

　国立環境研究所は、研究成果等の社会への還元

を目的に、各種イベントへの協力・参加や情報発

信を積極的に推進しています。沖縄県竹富町波照

間島にも「地球環境モニタリングステーション－

波照間」があり、落石岬のモニタリングステーショ

北海道釧路総合振興局・根室振興局主催
「自然の番人による環境行動・学習事業2011」への協力について

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　観測第一係

写真 1　ネイパル厚岸での向井副研究センター長　講

演時の実験の様子
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ンと同様に、温室効果ガスを含む大気微量成分の

高精度・自動観測を行っています。

イベント開催情報と「自然の番人宣言との連携」

について

「自然の番人による環境行動・学習事業 2011」北

海道釧路総合振興局　募集告知

（http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/

GreenAction2010.htm）

　北海道釧路総合振興局「自然の番人宣言との連携」

（http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/

bannin.htm）

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ました。ご希望の方は、送付先、送付方法を記入
し、E-mail、FAX、または郵便にて【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。
出版物の PDF ファイルはウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/supporting/publications/report/
index.html）からダウンロードすることもできます。

国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報　平成 22 年度

　NIES Supercomputer Annual Report 2010                                      (CGER-I099-2011)

　本出版物は、国立環境研究所のスーパーコンピュータシステムを用いて
平成 22年度に行われた数値シミュレーションによる環境研究の成果をまと
めた報告書です。いずれも公募で選ばれた国立環境研究所ならびに国内の
研究機関・大学の研究者らによる最新の研究成果が報告されています。研
究内容は、気候システム、降水システム、陸面水文過程、流域環境、地球
流体力学、エアロゾル、衛星リモートセンシングなど多岐にわたります。
また、これらの研究に用いられた国立環境研究所スーパーコンピュータシ
ステムの概要についても紹介しています。

【送付方法】
　1.前払い（切手を先にお送り下さい）
　　○ I099出版物 1冊：290円分の切手をお送り下さい。
　　○ 2冊以上：下記【申込先】まで郵送料をお問い合わせ下さい。
　2.着払い（受け取り時に送料をお支払い下さい）
　　○ゆうメール（旧冊子小包）：郵送料の他に手数料として 20円かかります。
　　○宅配便：電話番号を明記してお申し込み下さい。

【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　　FAX: 029-858-2645　E-mail: www-cger@nies.go.jp
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　地球温暖化観測推進事務局／環境省・気象庁

（以下、事務局）では、「地球観測の推進戦略」（平

成 16年策定）（注 1）に基づき、地球温暖化観

測に関わる機関間・分野間の連携施策の立案お

よび推進に取り組んでいます。その一環として、

事務局では、陸域炭素循環と生態系の観測の連

携推進に向けた、「陸域の観測施設の共同利用の

促進に関する取り組み」を平成 20年度に取りま

とめました。この「取り組み」は、国内の地球

観測を推進するための具体的な方針を示した「平

成22年度の我が国における地球観測の実施方針」

（注 2）に盛り込まれました。

　この度、上記連携施策の推進を図るため、こ

れまでに事務局が行った国内の観測・研究施設

の現地調査結果等に基づき、主に陸域分野を対

象に、共同利用情報をまとめて、「国内の観測施

設共同利用情報」として、事務局ホームページ

に公開しました。情報には、施設を、①観測施設・

測器の共同利用型、②観測測器の設置等が可能

な観測施設のスペース利用型、③公募による共

同利用研究型、の 3種類に分類した一覧表が掲

載されています。表中の「施設紹介レポート」　

からは、各施設の概要をご覧いただくことがで

きます。

　事務局ホームページには、地球温暖化に関す

るグラフやデータ等の情報源情報を紹介する

ページや、事務局主催の地球温暖化に関するワー

クショップ等のイベント情報も掲載されていま

す。今後、地球温暖化観測の最新情報の普及啓

発に向けて、ホームページの一層の充実を図る

予定です。皆様、是非、事務局ホームページを

クリックしてみて下さい。

　URL：http://occco.nies.go.jp/ondanka/obs_info.html

（注 1） http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken041227_1.pdf

（注 2）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/ 

toushin/1283450.htm

ホームページコンテンツ「国内の観測施設共同利用情報」の新設

地球温暖化観測推進事務局／環境省・気象庁 
地球環境研究センター　高度技能専門員　　伊藤 玲子

図 1　地球温暖化観測情報／国内の観測施設共同利用情報
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国立環境研究所主催・共催による会議・活動等

2011.10.14 　環境研究総合推進費戦略的研究プロジェクト 一般公開シンポジウム「実感！地球温暖
  　化 ～温暖化予測の「翻訳」研究は何を明らかにしたか～」（東京）

研究プロジェクトが最終年度を迎えるにあたり、研究成果を発表するとともに、地

球温暖化の予測情報を社会にどう役立てていくことができるかについてパネルディ

スカッションを行った。詳細は、本誌 12月号に掲載予定

所外活動（会議出席）等

2011.10. 1～ 2 　「自然の番人による環境行動・学習事業 2011」において講演および地球環境モニタリ
  　ングステーション落石岬見学会（向井副センター長ほか /北海道）

詳細は、本誌 19ページに掲載
               2～ 6 　第 4回 IWAアジア太平洋地域会議（4th IWA-ASPIRE Conference）にて研究発表（中山
  　主任研究員 /東京）
               4～ 7 　International Science-Technology Conference, “Impact of oil and gas industry in forest regeneration
  　processes in West Siberian Region” にて研究発表（Maksyutov室長 /ロシア）
             10～ 11 　6th EU-Japan Workshop on Climate Change Research にて研究発表（横田室長 /ベルギー）
             24～ 25 　EXTREME2011（The IHP Symposium on Extreme Events）にて研究発表（中山主任研究
  　員 /京都）
             24～ 26 　GEO-Carbon Conference: Carbon in a changing worldに出席（横田室長 /イタリア）
             28～ 29 　Klif Workshop on the Role of Human Settlements, Infrastructures, and Spatial Planning for 
  　Climate Change Mitigationに出席（Dhakalフェロー /ノルウェー）

見学等

2011.10.13 　カリフォルニア州立工芸大学（2名）
              20 　秋田工業高等専門学校 環境都市工学科（40名）
              31 　環境省環境実務研修生部局別研修（総合環境政策局）（26名）

地球環境研究センター (CGER) 活動報告 (2011 年 10 月 )
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