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ボルネオ島の熱帯林上空の CO2 濃度分布を測る

　　　　　　　　　　地球環境研究センター炭素循環研究室　特別研究員　　野村 渉平

　　　　　　　　　　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長　　亀山 康子　炭素循環研究室では、森林による二酸化炭素

（CO2）吸収量を大気中 CO2 濃度の観測から推定す

る手法の開発を行っています。具体的には、対象

とする森林地域の周囲に複数の観測点を設け、地

上の CO2 濃度と垂直方向（観測地点上空）の CO2

濃度分布を測定し、得られた各観測点の CO2 濃度

の違いから対象とする森林の CO2 吸収量を推計し

ます。

　これまでに、森林が広範囲に分布し、かつ人為

影響が極めて少ない国内の 2 地域（2012 年度に北

海道天塩地域、2013 年度に沖縄県西表島）において、

実証研究を行いました。これらの研究により森林

地域における CO2 吸収量の推定手法が定まったこ

とから、2014 年度にマレーシアのボルネオ島北東

部に残存する広大な熱帯林（ダナンバレー保護地

域）を研究対象地域に選定し、2015 年 1 月に予備

試験を行いました（寺尾有希夫「はじめての CO2

ゾンデ観測 in ボルネオ島」地球環境研究センター

ニュース 2015 年 4 月号参照）。この予備試験が現

地で順調に遂行できたことから、2015 年 8 月に選

定した熱帯林の CO2 吸収量を調べるべく、今回の

本試験を実施しました。

　本試験ではボルネオ島東北部の私たちが拠点と

している街であるタワウ郊外にあるマレーシア気

象局の観測所（以下、タワウ観測所）とダナンバ

レー保護地域の玄関口にあるフィールドセンター

（以下、ダナンバレー観測地点）の 2 地点において、

地上の CO2 濃度ならびに垂直方向の CO2 濃度を測

定しました。

　観測に使用する全ての機材をつくばの研究所か

らタワウ観測所に輸送し（写真 1）、タワウ観測所

に 1 セットを設置し、もう 1 セットをダナンバレー

観測地点に向かうピックアップトラックに載せま

した。同時に人員もタワウ観測所・ダナンバレー

観測地点の二手に分かれ、ダナンバレー組は、未

舗装路 2 時間を含む 4 時間をかけてダナンバレー

観測地点に向かいました。ダナンバレー保護地域

（写真 2）での観測拠点としたフィールドセンター

写真 3　早朝のフィールドセンターからの風景

写真 1　研究所から送った観測機材。タワウ観測所と

ダナンバレー観測地点の２セット分です。

写真 2　研究対象地に選定したダナンバレー保護地域

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201504/293004.html
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（写真 3）は、科学者のための研究施設であり、こ

の場所でしかできない調査のために、世界中から

科学者や学生が滞在し、各々の研究を進めていま

す。

　私たちは、そのフィールドセンター内の旧ヘリ

ポートから垂直方向の CO2 濃度を測定するため

に CO2 ゾンデを放球しました（写真 4）。ゾンデ

は CO2 濃度を測定する装置、位置情報・気温・湿

度を測定する装置、得られた結果を地上に送信す

る装置を合体させたもので、それをヘリウムガス

が充填された風船につなぎ、上昇過程で大気中の

CO2 濃度を計測します。放球は、植物の光合成が

活発に行われる直前の夜明け（午前 7 時）と植物

の光合成が最も盛んに行われる昼間（午後 2 時）

の 1 日 2 回、それを 2 日続けて行いました。フィー

ルドセンターでは、通常電力が午前 7 時から午後

10 時までしか使えないのですが、同行したマレー

シア気象局の職員（写真 5）のアドバイスをもとに

早朝における放球の準備に対応して午前 5 時から

電力を使用できるようにしてもらいました。

　そして放球直前、マレーシア気象局の職員に周

辺の航空管制官に連絡を取ってもらい放球許可を

得て、指定された時刻に放球しました。その際、

タワウ組と電話で連絡を取り合い、なるべく 2 地

点で同時刻に放球できるように調整しました。

　午後 2 時にダナンバレー観測地点で放球した

CO2 ゾンデの観測結果は、タワウ観測所と比較す

ると、地上から約 2000m まで CO2 濃度が低く、地

上付近では 10ppm ほど低い濃度でした。このこと

から、ダナンバレー保護地域に分布する森林の光

合成は、上空 2000m までの大気中 CO2 濃度に影響

を与えていることが示唆されました。

　蛇足ですが、筆者は今回 3 回目のダナンバレー

保護地域への訪問でした。今回の訪問では未舗装

路を走行中に様々な動物と出会いました。印象的

であったのはボルネオ象の親子と遭遇したことで

す。日本の動物園で見た象よりも体が小さく、鳴

き声も高く軽い音でした。ダナンバレー保護地域

に分布する森林を母体とする自然環境は、この土

地に森林が形成されて以降一度も人間の手が加え

られていない、人間の密度が極めて低いものです。

常に霧が立ち込めている、聞いたことのないリズ

ムで鳴く動物と昆虫の声が響いているため、私が

これまで接してきた自然環境の中で最も全容が不

明瞭で未知を多く含んだものだと感じました。こ

の場所の重層な自然環境に圧倒させられたのは、

夜中、野外で響く動物と昆虫の鳴き声で、耳元に

置いてあった腕時計の秒針の音が聞こえなかった

ことです。このような、都市の単調な環境下での

生活では感じられない空間、人間が片隅に追いや

られる空間、そこを訪問した人たちが人間も生態

系の一部であると実感できる空間がこれからも保

護され、次世代の人たちに引き継いでいけたらと

思いました。

写真 5　協力してくれたマレーシア気象局の職員たち写真 4　ダナンバレー上空を浮上する CO2 ゾンデ
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　国立環境研究所地球環境研究センター編著の「地

球温暖化の事典」が平成 26 年 3 月に丸善出版から

発行されました。その執筆者に、発行後新たに加

わった知見や今後の展望について、さらに、自ら

の取り組んでいる、あるいは取り組もうとしてい

る研究が今後どう活かされるのかなどを、地球環

境研究センターニュース編集局または地球温暖化

プログラム・地球環境研究センターの研究者がイ

ンタビューします。

　第 5 回は、山野博哉さんに、環境変動に脆弱な

沿岸域と島嶼の温暖化影響に関して、自然環境を

中心にすでに起きている現象や、今後起きると予

測される現象についてお聞きしました。

1. 観測事実とそれに基づく温暖化影響予測の進展
【三枝】『地球温暖化の事典』が発行されてから時

間が経ち、温暖化の影響研究も進んでいると思い

ます。今だったら加えられること、山野さんが現

在興味をもっていること、また、生物・生態系環

境研究センター（以下、生物センター）でこれか

ら進めたいと思われるものをいくつか紹介してい

ただきたいと思います。

【山野】実は私が担当した「サンゴ・サンゴ礁」は

『地球温暖化の事典』の「見本」としての執筆を

依頼されて書いたので、内容は他章の原稿よりか

なり古いのです。執筆後、世界の生物多様性情報

を 共 有 す る GBIF（Global Biodiversity Information 

Facility：地球規模生物多様性情報機構）などデー

タベースを作成する研究が盛んになり、データが

充実してきました。私自身は、温暖化の影響に関

して、共同研究者とともにサンゴだけでなく藻類

や甲殻類の北上についても研究を広げました。サ

ンゴに限らず、沿岸の生き物への温暖化影響につ

いても今なら書けそうな気がします。

【三枝】まずサンゴの分布域の将来予測と海洋酸性

化の影響など、温暖化の影響観測と予測研究の進

展を教えていただけますか。

【山野】観測面からお話します。『地球温暖化の事典』

のなかで、海洋酸性化に関する実験的研究がどん

どん行われていると書きましたが、執筆後、種に

よって応答が違うなど新しい研究例が急速に蓄積

されています。もう一つ、火山の近くで、海底か

ら二酸化炭素（CO2）が湧いているところがいく

つか発見され、そこでは天然の酸性化が起こって

おり、サンゴが少ないことがわかりました。海洋

酸性化の深刻な影響が、実験室の中だけではなく、

インタビュー：「地球温暖化の事典」に書けなかったこと(第5回)

　　　　　　　　　　

   　 「地球温暖化の事典」担当した章
    　5.8　島嶼・沿岸域
                                      　6.9　サンゴ・サンゴ礁
       次回「地球温暖化の事典」に書きたいこと
   　  　生き物からみた、循環型・低炭素・自然共生社会および
    　三社会統合

インタビュア ：三枝信子 （地球環境研究センター　副センター長）

サンゴの視点から生態系と人間社会とのかかわりを考える

山野博哉さん（生物・生態系環境研究センター長）
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フィールドでも確認される事例が出てきたことが、

その後の進展です。

　温暖化影響予測研究では、単純に水温が上がっ

たら生物はこうなるだろうということだけではな

く、場所による気候変動の速度の違いも考慮した

予測が行われるようになりました。観測の事実も

さらに集まってきましたし、それを元にした予測

がやはり急速に進んでいます。

【三枝】陸域の植物は自分の足で歩けないので、温

暖化や気候変化のスピードに移動速度が追いつか

ないということが頻繁に起こりますが、海洋の場

合、海流にのって比較的自由に移動できるのかな

というイメージがあります。

【山野】産んだ後、卵がどれくらいもつかによりま

す。サンゴは、産卵後 2 週間くらい定着する能力

をもっています。貝やウニなどの卵は放出され、

流されて遠くまで行きます。この場合はおそらく

温暖化の速度についていけるでしょう。しかし、

大型の海藻の分散能力は低いと考えられており、

おそらく温暖化の速度に追いついていけないので

はないかと思います。われわれは、海流に卵を乗

せてどこまで行くかというのを計算して、それと

実際の温暖化のスピードの比較に着手したところ

です。今までは等水温線をサンゴの分布とみなし

て予測を行っていたのですが、それに分散など生

物的なメカニズムを入れて予測する段階にきてい

ます。そのベースとしては、生き物の温暖化影響

のデータが蓄積されてきたことがあるでしょう。

2. サンゴのデータベース作成の苦労
【三枝】データベース化が進んできたというお話が

ありましたが、山野さんの研究分野ではどういう

種類のものがあるのでしょうか。

【山野】実は日本ではちゃんとしたデータベースが

なかったので、環境省環境研究総合推進費 S9「ア

ジア規模での生物多様性観測・評価・予測に関す

る総合研究」や文部科学省気候変動リスク情報創

生プログラムで、特別研究員の方と協力して報告

書をすべて集め、サンゴで 20,000 データくらい、

海藻で 30,000 ～ 40,000 くらいのデータを入力しま

した。そのデータベースは公開する方向で進んで

います。

【三枝】元データは報告書などの紙ベースでしたか。

【山野】紙です。それを人海戦術で整理するので大

変でした。実はまだ最後の詰めが終わっていませ

ん。サンゴは、現在遺伝子でわかれるものと形態

でわかれるものをすり合わせる作業が進んでいま

す。たとえば、代表的なサンゴであるキクメイシ（か

つては Favia speciosa、現在は Dipsastraea speciosa）

は、カリブ海と太平洋で種は違うけれども属は同

じ Favia とされていたのが、遺伝子を見ると実は属

も違っていて、属名そのものまで変わってしまい

ました。このように、最新の知見を参照してそれ

らの種名等を変えなければならないのです。これ

がデータベースを作る上では非常に大変な作業で

す。

【三枝】世界的に見て、サンゴに関するこのように

大がかりなデータベースはあるのでしょうか。

【山野】GBIF には広くデータが入力されています

が、一つの国で過去に遡ってデータ収集したこと

は実はないと思います。日本は、1930 年代に東北

大学が調査をしていたのでそこまで遡れますが、

日本以外で遡れる地域はおそらく少ないと思いま

す。

【三枝】陸上の植物ですと、古文書とか、古い日記

などで 800 年～ 1000 年遡れますが、サンゴは日本

人にとってそこまで記録に残すものではなかった

のでしょうか。

【山野】海中の様子は実際に泳いでみないと観察で

きません。昔は、そこまで身近なものではなかっ

たと思います。サンゴはまた四季を感じさせるも

のでもありません。おそらくそういう理由でサン

ゴに関する古文書記録というのはなかったため、

数百年を遡るのは無理なのですが、サンゴは幸い

化石として残るので、数万年前スケールでの長期

間の変化を明らかにすることはできます。

3. 適応には、温暖化との複合影響を考慮
【三枝】山野さんはサンゴ礁だけではなく、陸域生

態系から河川を通して沿岸にいたる物質の循環と

サンゴの関係という視点でも研究をされています。

このように少し広い範囲での生態系の温暖化影響

について重要な問題はあるでしょうか。

【山野】『地球温暖化の事典』の温暖化に対する適
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応（p269）にも書きましたが、温暖化だけで影響

が現れるものではありません。サンゴですと、温

暖化に加えて、雨が降り陸から土砂が流れるとい

うストレスを複合的に受けます。さきほどお話し

したデータベースを作ってわかったことは、水温

上昇に応答してサンゴが北上しているというだけ

ではなく、沖縄では、川に近いところと川のない

ところのサンゴ礁と比べると、1998 年に水温が上

昇し白化現象が起きた後、川の影響があるところ

のサンゴ礁が回復していないということでした。

それに対して、川の影響のない小さな島のサンゴ

礁はその後ちゃんと回復していました。温暖化に

対する適応の節で、「複合影響を考慮しなければな

らないだろう」と書いたのですが、実際にそうい

う現象が起きていることがわかってきましたので、

陸域の変化についても研究を始めました。

【三枝】河口に近いところのサンゴが受けているス

トレスというのは具体的にはどういうものでしょ

うか。

【 山 野 】 土 砂 流 入 で す。

沖縄では、日本への復帰

後大規模な土地改良や開

発事業がありました。現

在のおもな作物はサトウ

キビですが、雨が降ると

サトウキビ畑から赤土の

流出があり、その影響の

ある川の河口ではサンゴ

がまったく回復していません。

【三枝】上流が天然林や水田など他の土地利用だっ

たときには土砂の流出が少なかったけれど、サト

ウキビにすると収穫後は裸地になるので、大雨が

降ると大量に土砂が流れてくるというわけですね。

【山野】そうです。そこで分野横断のプロジェクト

を立ち上げ、赤土の流出を防ぐにはどういう手を

打てばいいのかを、経済評価も含めた現実的な対

策を考えています。

【三枝】それが温暖化をはじめとする気候変動への

適応力を強めることになるわけですね。どういう

方法があるのでしょうか。

【山野】サトウキビは基幹作物なので栽培をいき

なり止めるわけにはいきませんが、赤土が流れな

いように、対策を行うことは可能です。対策の一

つはグリーンベルトといって、畑の周りに草を植

え土手を作ると土の流出は止められます。それに

は当然植えるコストや手間がかかります。刈り取

り後、夏に植える場合に

は、春から夏まで裸地な

ので、ヒマワリやマメ科

の植物を植えることも対

策となります。それぞれ

対策にはお金や手間がか

かり、サトウキビの収量

にもかかわってきますの

で、そういう点を経済評

価して、どの対策が最適

図 1　サンゴは、褐虫藻と共生しています。成長してサンゴ礁を形成し、そのサンゴ礁は多様な生き物のすみか

となると同時に、人間の居住場所も提供します。また、褐虫藻は光合成を行って、他の生物の食べ物を提供して

おり、サンゴ礁にすむ魚などの生き物は人間にとって漁業資源となります。現在、サンゴ礁は、地球温暖化など

のグローバルな要因と、土砂流入などローカルな要因の両方の影響を受けて衰退しています。このように、サン

ゴ礁は学際的な多種多様なアプローチが可能かつ必要とされる対象です。       茅根 創（東京大学教授）提供

写真 1　多様な生物を支えるサンゴ礁
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なのか検討します。その前段階として、小熊宏之

さん（環境計測研究センター）にカメラによるモ

ニタリンで、裸地になっている農地を抽出してい

ただき、その情報をもとに林誠二さん（地域環境

研究センター）に土砂流出の計算をしていただき、

実際どの畑から大量に赤土が流出しているのかを

調べます。その上で、日引聡さん・須賀伸介さん・

岡川梓さん（社会環境シ

ステム研究センター）ら

を中心に対策の費用対効

果を計算していただき、

全体としての対策の最適

化をはかっています。も

ちろん、生物センターの

研究者にも協力してもら

い、サンゴが回復するの

に必要な赤土流出の削減

量を検討しています。サンゴだけではなく、川の

生き物やマングローブなどすべての生き物がうま

く保全される策をまとめています。

4. 生態系サービスを可視化して自然資本を保全
【三枝】サトウキビを育てている農家など現場では

どういう反応がありますか。

【山野】赤土の流出を止めなければいけないという

のは昔からの問題としてあるのですが、どうすれ

ばいいかわからない。そもそもどういう条件なら

対策をしてもよいかもまだ明確ではありませんで

した。対策を行う動機を明らかにするための社会

条件の調査も必要です。また、沖縄の開発の歴史や、

高齢化の問題やそもそも離島ですと人口減少の問

題もからんでいます。

【三枝】そこまでいろいろな問題が重なっているの

ですか。

【山野】赤土流出は問題としては単純なのですが、

背後にいろいろあるなというのを改めて感じてい

ます。当面は補助金などの資金を投入してその範

囲内でどういう対策ができるかを検討しなくては

ならないと思いますが、まさに『地球温暖化の事典』

に書けなかったことなのですが、ゆくゆくは、サ

ンゴ礁の価値とサトウキビの収量を考慮した生態

系サービスのトレードオフも考えなければいけな

いと思っています。生物センターで生態系サービ

スをきちんと可視化・価値化して、それを経済の

なかに組み込むという作業が必要でしょう。生態

系サービスを可視化でき、たとえば観光面で価値

があるのでしたら、観光客に入島税のような形で

少し資金を出してもらい、それを対策にあてると

いう仕組みができるのではないかと思います。自

然資本の活用を維持した

形で保全するには、生態

系サービスの可視化が必

要不可欠だと思っていま

す。

　温暖化により海水温が

上昇すると、サンゴ分布

は北へ拡大し、南の方で

は縮小します。生き物の

変化に伴って生態系サー

ビスも変わってきますから、地域の人の変化に対

する認識についても興味があります。これは温暖

化の適応にもかかわる問題で、変化したものをど

う受け止めてどういうアクションをとるかという、

人の認識まで踏み込んだ研究ができればと考えて

います。

【三枝】確かに生態系サービスという言葉は研究者

向けではありますが、そこで生活している人にとっ

ては、観光資源としていくらになるかとか、漁業

をしたときの発展性はどうかなど、自分たちの生

活とのかかわりに訳してくれるほうがわかりやす

いかもしれませんね。

【山野】生態系サービスの議論で重要なのは、受益

者が誰かということではないかと思います。生態

系サービスには、CO2 固定や木材の利用などがあ

りますが、そのサービスの受け手はまったく違っ

ていて、CO2 固定は全人類ですが、木材の利用で

すとローカルの人々です。その受け手の違いを意

識して、地域にとってそれがどれくらいの価値が

あるのかというのをきちんと出さなければならな

いでしょう。生態系の保全は基本的に地域の視点

で進めないといけない問題です。機能を価値に単

純換算すると全体の重要性はわかっても説得力が

ないので、人がどう認識するのか、地域としての

重要性を詰められないかなと思っています。
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【三枝】地理的に離れたところに住んでいる人が、

沖縄には美しい海があってほしいとか、インドネ

シアには大きなオランウータンが棲んでいてほし

いなど、ある種の期待感をもっていることがあり

ます。そういう抽象的な感覚についてはどうやっ

て生態系サービスの評価をするのですか。

【山野】保全するにはいくら払いますかというよう

なアンケートをするとか、仮想評価法（Contingent 

Valuation Method: CVM　注 1）を用いた研究が行

われています。また、遠いところを意識するのは、

サプライチェーン（注 2）が非常に大切だと思いま

す。資源循環・廃棄物研究センターと共同で、サ

プライチェーンが生物多様性に与える影響を明ら

かにする研究を進めたいと思っています。最近の

生物多様性データベースの充実により、こうした

解析はやりやすくなっていると思います。

5. 他分野の人との連携には成功例を示して興味を
もってもらう

【三枝】お話を聞いていて、山野さんは、新しい問

題にたいへん素早く対応できる方であると感じま

した。一方、研究の規模が広がっていくと、どう

しても多くの人に協力していただく必要も出てく

るかと思います。山野さんご自身が人材育成をす

ることはありますか。

【山野】今まであまり意識してなかったのですが、

他分野の人と連携して行うときに私がやっている

ことは、とにかく自分が面白いと思うことを見せ

ることかなと思います。それがみなさんの刺激に

なればいいかなと。サンゴは、生物学や地学など

多分野からアプローチできますし、サンゴが衰退

している原因は陸域にあったり温暖化だったりし

ます。ですから、サンゴは非常に学際的な対象です。

サンゴを保全するためにこういうアプローチで進

めたいので、沖縄に行きましょうと言うと、のっ

てきてくれる方がいます。興味をもってもらい、

違う視点で見てもらうと私も面白いので、フィー

ルドをともにすることは学際的な研究を進める上

で非常に大事だと思います。

6. 生き物から見た三社会統合
【三枝】『地球温暖化の事典』に限らず、もし個別

に本を書くことができるとしたら、どのような本

を書いてみたいですか。

【山野】私の場合どうしてもサンゴをまずイメージ

してしまうのですが、生き物と人間社会とのかか

わりについて書いてみたいと思います。サンゴな

ど人間以外の生き物からみた、循環型社会・ 低炭

素社会・自然共生社会や三社会統合という視点が

あってもいいかなと思います。たとえば、サンゴ

の場合、温暖化の影響（低炭素社会）は明らかで

す。循環型社会に関してはサプライチェーンの問

題や廃棄物の問題があります。これは島嶼国で顕

著です。島嶼国では物は入ってくる一方でうまく

戻っていかない。たまったものはいずれごみになっ

てしまいますが、適切な処理ができないため、そ

のまま川や海に捨てられてしまいます。島嶼国の

海の重金属を分析してみると非常に高い値が出る

ことがあり、おそらくそれでサンゴが死んだりし

ていると思います。汚染の問題はわれわれ自身の

安全安心にも大きくかかわっています。そして三

つめの自然共生社会、これは生き物の目からは重

要性は説明するまでもないでしょう。サンゴに限

らず、さまざまな社会を生き物という切り口で見

ていくのも面白いかなと思います。

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

（注 1）環境を守るために支払っても構わない金額（支

払意思金額）を尋ねることで、環境の価値を金額と

して評価する手法。

（注 2）原材料・部品の調達から、製品やサービスが

消費者に届くまでの全体的な流れ。

＊このインタビューは 2015 年 7 月 30 日に行われ

ました。

＊インタビュー「地球温暖化の事典」に書けなかったことは地球環境研究センターウェブサイト（http://www.
cger.nies.go.jp/cgernews/jiten/）にまとめて掲載しています。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/jiten/
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絶滅危惧種ライチョウの衣食住から考える
－温暖化が高山生態系に与える影響－

　　　　　　　　　　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　　水沼 登志恵

1. はじめに
　2015 年 6 月、国の特別天然記念物「ニホンライ

チョウ」の卵が長野・岐阜県境の乗鞍岳から上野

動物園と富山市ファミリーパークに運ばれ、「ライ

チョウ保護増殖事業計画（注 1）」に基づく国を挙

げての人工孵化が初めて実現しました。本州中部

の高山帯に棲むニホンライチョウ（以下、ライチョ

ウ）は野生での絶滅の危険性が高いとされ、その

生息を脅かす要因の一つとして地球温暖化による

営巣環境や高山植生への影響があげられています。

寒冷で厳しい自然環境下にある高山生態系は温暖

化に対し脆弱で、すでに国内外で高山帯特有の生

物の生息数減少や分布域縮小などの影響が報告さ

れています。ここでは、ライチョウの生活とその

衣食住を通して日本の高山帯の植生を紹介し、温

暖化が高山生態系にどのような影響を与えるのか

考えます。

2. 高山でのライチョウの生活と衣食住
　ライチョウの棲む北アルプスや南アルプスの

山々では、標高が上がるにつれてシラビソ、オオ

シラビソなど針葉樹が多くみられる亜高山帯とな

ります。亜高山帯の上限付近には高木（高さ 3m 以

上の木本）が森林を形成することのできる限界（森

林限界）があり、その付近では広葉樹のダケカンバ、

ミヤマハンノキなどの低木林も見られます。さら

に登ると高木はなくなり、背の低いハイマツが地

面を覆うハイマツ帯、草地や岩場となります（高

山帯）。日本の高山帯は積雪量の多いことが特徴で

あり、頂上付近や尾根筋など風が強く雪が積もり

にくい場所（風衝地）と比較的風が弱く雪が吹き

だまる場所（雪田）で植物の種類や生長する時期

が異なります。

　ライチョウは高山帯から亜高山帯の間で季節ご

とに採餌や営巣に適した場所へと住まいを移すと

いう特徴があります［参考文献 1］ （図１）。雪の季

節になると厳しい寒さの高山帯を避けて山を下り、

亜高山帯付近で越冬します。夜は雪の中に掘った

雪穴に潜って眠り、昼も天敵から身を守るため雪

穴で休息します。春が来て風衝地から雪解けが始

まると、雄は高い岩場へと移動してなわばりを争

います。雌はなわばりを持った雄とつがいになり、

背の低いハイマツの中に巣を作って 6 月頃に産卵

します。雛は雌に育てられ、初雪の頃には親と同

じくらいの大きさまで成長して独立します。

　私達が季節に合わせて衣服を替えるようにライ

チョウも羽毛の衣替えをします。山が雪に覆われ

る冬は雪と同じ白い冬羽、夏の繁殖期には雄が黒っ

ぽくメスは茶褐色の岩や高山植物の間で目立たな

い夏羽、そして秋には周囲の紅葉に合わせて雌雄

とも黒褐色の秋羽に換わります。換羽は温度を調

節する役割に加え、季節ごとの生息域の環境に合

わせて猛禽類などの天敵からの攻撃を避ける保護

色の役割を持っています。

　ライチョウは主に草食で、亜高山帯、風衝地、

雪田、ハイマツ帯でその季節に生育する植物の芽、

花、葉、実などを餌としています。冬の間は雪の

上に出たダケカンバなどの冬芽を食べ、春には風

衝地に現れたガンコウラン、コケモモなどを食べ

ます。雛は雪解けを待って顔を出すクロマメノキ、

ミヤマキンバイなど雪田植物の柔らかい芽を生ま

れてすぐについばみ始めます。夏の後半からは果

実を好み、秋にはハイマツの実も食べます。

3. 温暖化の高山生態系への影響
　温暖化は高山の生態系そしてライチョウの生活



－ 10 － － 11 －

地球環境研究センターニュース　Vol.26　No.6（2015年9月）

にどのような影響をあたえるのでしょうか。高い

山では標高が上がるにつれて気温がある割合で低

下し（気温減率）、中緯度の平均的な大気の状態で

は 100 ｍ上がるごとに約 0.65℃低くなります。温

暖化により平均気温が 1℃上昇すると、これまでと

同じ気温の場所は標高が約 150 ｍ高い位置に移動

すると想定されます。2℃上昇なら約 300 ｍ、4℃

上昇なら約 600 ｍになります。そこで、高山や亜

高山の動植物は生育に適した場所を求めてより標

高の高い所へ移動すると考えられます。アメリカ

西部の岩場に棲むナキウサギは標高の低い生息地

で夏の日中に採食を止める様子が観察されていま

したが、1930 年代に生息していた地点で 1990 年

代に再調査を行ったところ、標高の低い地点では

生息数に著しい減少が見られました［参考文献 2］。

真夏にライチョウが雪渓で涼んでいるようみえる

ことがありますが、ライチョウがどの程度の高温

ストレスを受けているのかは詳しくわかっていま

せん。青森県の八甲田山では亜高山帯針葉樹林の

オオシラビソが低標高で減少し、高標高で増加し

て、高い方向への移動が見られています［参考文

献 3］。しかし、より標高が高い場所で生育してい

る植物が移動する場合、岩場付近には植物が根付

く土壌が少ない上、標高の低い山ではそれ以上標

高の高い場所がほとんどないという場合もあり得

ます。このため、森林限界の上昇はライチョウの

営巣に適したハイマツ帯や餌となる高山植物群落

の面積の縮小につながることが予想されます。

　さらに、温暖化による積雪量の減少や融雪期間

の短縮は雪田や高層湿原の植生を変化させます。

北海道の大雪山五色ヶ原では雪解けが早まって土

壌が乾燥し、湿原にチシマザサが入り込んで、エ

ゾノハクサンイチゲのお花畑の衰退が見られてい

ます［参考文献 4］。環境省のモニタリングサイト

1000（注 2）による植生調査ではハイマツの枝の伸写真 1　立山の雪渓を歩くライチョウの親子（剣沢小

屋付近で中川峻太郎氏撮影）

           図 1 ライチョウの一年
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長量は前年夏の気温に比例した経年的な増加傾向

が見られていますが、一方で、春の雪解けの早ま

りにより遅霜によるハイマツの枝枯れも報告され

ています［参考文献 4］。積雪量の減少は雪による

断熱効果を低下させ、高山植物の凍害のリスクも

増すと考えられています。

　また、温度環境の変化に対する応答は種によっ

て異なるため、花と昆虫の共生関係といった生物

間の相互作用に問題が生じます。北海道の大雪山

では高山植物の開花期が早まっていますが、花粉

を媒介する昆虫のマルハナバチの出現は早まって

おらず、マルハナバチが羽化したときには花期が

終わっていました［参考文献 4］。ライチョウの場

合も雛が孵ったとき餌となる若芽の時期が過ぎて

いたり、換羽と積雪の時期にずれが生じ、羽が保

護色の機能を果たさないといった状況が起こり得

ます。

　地球環境研究センターでは山小屋などの協力を

得て 2009 年度から日本国内の高山帯に定点カメラ

を設置し、高山生態系の融雪・積雪過程および植

生の季節変化の温暖化による影響を調べています

（注 3, 写真 2）。連続撮影した画像を自動解析する

アルゴリズムを使って比較した結果、融雪過程が

植生の活動時期や分布を規定するという知見が広

範囲で裏付けられ、また、消雪の時期や速度、そ

れによる植生の活動時期が年によって大きく異な

ることがわかってきました［参考文献 5］。高山の

積雪域の変化、ハイマツや高山植物の分布域の変

化、および葉の色の変化からわかる霜害・凍害の

発生状況などを、継続的にモニタリングをしてい

くことが重要です。また、定点カメラによる広範

囲の高山モニタリングは将来、ライチョウの飼育

個体を野生復帰させる際の適地選定にも役立つと

思われます。

4. おわりに
　ライチョウは複雑な高山の生態系に適応して氷

河期から生き延びてきましたが、温暖化による高

山生態系への影響はその生息環境を脅かしていま

す。産業革命以降の気温上昇を 2℃以下に抑えるい

            写真 2　室堂山荘から立山を定点カメラで撮影した画像

                                                                              2012.9.17

                    2012.5.19          2012.3.29           2012.8.7           2012.10.5
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わゆる「2℃目標」の達成はもはや難しいとの声も

聞かれますが（注 4）、この目標達成の成否にその

生き残りが左右される生物がいることを忘れずに

努力を続けたいものです。

--------------------------------------------------------------------
（注 1） ライチョウ生息域外保全実施計画の策定につい

ての報道発表

　http://www.env.go.jp/press/18936-print.html

（注 2） モニタリングサイト 1000 で長期観測が行われ

ている高山帯の生態系

　http://www.biodic.go.jp/moni1000/alpine.html 

（注 3） 高山帯の温暖化影響モニタリング（リアルタイ

ム画像を含む連続撮影画像を提供）

　http://db.cger.nies.go.jp/gem/ja/mountain/

（注 4） 加藤悦史「Global Carbon Budget 2012 ―広がり

続ける 2℃目標へ向けた排出経路とのギャップ―」

地球環境研究センターニュース 2013 年 6 月号
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1. そこには誰もいない
　地球環境モニタリングの基幹事業は、沖縄県の

波照間ステーション（写真 1、2）と北海道の落石

岬ステーションでの「地上モニタリング」です。

船舶や航空機を使ったモニタリングではできない、

安定した信頼度の高いデータを時間的に高密度に、

しかも多成分にわたって同時に観測できるととも

に、新たな観測技術の開発にも欠かせない存在で

す。両ステーションでは多数の精密機器が稼働し

ているにもかかわらず、常駐の管理者はそこにい

ません。もちろん 1 年中誰も行かないわけではな

く、ひと月に 1 度は技術者が訪れて定期メンテナ

ンスを行っていますが、その他の期間は全ての装

置がずっと孤独に自動で動いているのです。

2. 誰もいない中で・・・
　定期メンテナンスが入らない無人の期間も、国

立環境研究所（以下、国環研）は約 2000km 離れ

た波照間ステーションと約 1500km 離れた落石岬ス

テーションとをインターネットで結んで、常時測

定機器の監視（写真 3）をしています。具体的には、

観測データのチェックはもちろん、測定機器の温

度や空気の流量・圧力などの周辺設備の状態を総

合的に把握しています。また、ステーション内に

は監視カメラ（市販の Web カメラを使っています）

を複数箇所に設置しているので（写真 4）、装置の

外観を確認したり、装置のディスプレイに表示さ

れるメッセージを直接読むこともできます。

　もし機器に異常が見つかった際には、簡単な処

置であればインターネットを通じて国環研から遠

隔操作を行って（例えば、観測機器をコントロー

ルしているコンピュータの再起動や、一部の配管

の流れを切り替えることなどができます）、正常な

状態に戻すことが可能になっています。

3. ネットワークのおかげで
　遠隔操作で対処できないトラブルの場合には現

地に居住している管理人さん（装置の修理が専門

ではありませんが一通りのトレーニングを受けて

いる一般の方）に依頼してステーションに入って

もらいます。この時、電話を持って話しながら監

視カメラを見て指示を出すことで効率よく修理を

行うことが可能です。

　ステーションとのネットワーク通信は広報活動

地球環境研究センター　大気・海洋モニタリング推進室長　　町田 敏暢

写真 2　波照間ステーション内部の観測機器写真 1　波照間ステーションの外観
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にも役立っています。ステーションで観測した

データは国環研に持ち帰ってから慎重に解析を行

い、品質を管理した状態で外部に出すことになっ

ていますが、観測装置の特性がよくわかっている

二酸化炭素濃度などはネットワーク経由で取得し

たデータに簡単な処理を施すだけで、ほぼ正しい

値として処理することができます。地球環境研究

センターではこれを「速報値」としてウェブサイ

トから発信し、最新の濃度変動のグラフを提供し

ています（図 1）。これにより現在日本で二酸化炭

素濃度が増加している現状をリアルタイムで感じ

取ることができるようになっています。

4. 時代遅れの通信手段
　ところで、波照間島、落石岬はともに人間活動

が活発な都会から離れた場所として観測地点に選

ばれたわけですから、最新の通信網は整っていま

せん。今では家庭にも光通信が広く普及していま

すが、両ステーションの近くまでは光通信のケー

ブルは来ていません。波照間ではこれまで ADSL

という一世代前の通信方法を使っていましたが、

ADSL の通信速度がなかなか安定せず、特に監視

カメラは情報量が多いので操作に苦労していまし

た。また ADSL は電話線を使った通信技術ですの

で、台風でステーション近くの専用電話線が切れ

てしまった際には観測機器の様子を把握できない

状態が長く続くこともありました。

　一方、落石岬の電話線は NTT の中継局からの距

離が長すぎて ADSL すら使うことができず、二世

代前の通信手段である ISDN という回線を使って

いました。ISDN は通信速度が ADSL の 10 分の 1

以下で、監視カメラの画像を 1 枚見るのにもひと

苦労します。加えて料金設定が高額で、非常に効

率の悪い通信手段でした。

5. スマホの電波で
　現在でも両ステーションに光ケーブルは届いて

いないのですが、近年はスマートフォンの普及と

並行して携帯電話通信の速度が向上し、料金も安

くなってきました。スマートフォンのコマーシャ

ルで耳にする “LTE” または “４G” といった通信

は ADSL より十分速く、安定しています。もちろ

写真 3　国環研からステーションの機器の状態を監

視

写真 4　落石岬ステーションの監視カメラ
図 1　波照間・落石岬ステーションの二酸化炭素速報値

      http://db.cger.nies.go.jp/portal/ggtus/index
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ん ISDN の速度とは比べるまでもありません。ま

た無線通信ですので、波照間の台風対策としても、

電話線を使う ADSL よりリスクを軽減できます。

　地球環境研究センターでは NTT ドコモの協力を

得ながら、国環研の環境情報部と共同で、波照間・

落石岬の両ステーションに携帯回線の電波増幅器

と携帯アンテナならびにルーターを 2015 年 3 月と

6 月にそれぞれ設置し（写真 5）、携帯電話の電波

を介した LTE ネットワークを構築しました。

6. 快適な通信
　ネットワークの LTE 化によってステーションの

管理業務が、これまでとは比べられないくらい滞

りなく実施できるようになりました。データも安

定して取得できます。最も改善されたのは監視カ

メラの向きの変更やズームアップなどが直感的に

応答するようになったことで、作業効率が著しく

向上しました（写真 6）。今回のネットワーク変更

は通信費の節約にもなっており、技術の進歩をよ

いタイミングで導入できました。これらにより地

球環境研究の着実な推進はもとより、皆様への情

報提供も一層充実させていきたいと思います。

写真 5　新しく設置された落石岬ステーションの無線

通信ルーター

写真 6　国環研のモニタに映し出された落石岬ステー

ションの監視カメラ画像

＊ 長 期 観 測 を 支 え る 主 人 公 － 測 器 と 観 測 法 の 紹 介 － は ウ ェ ブ サ イ ト（http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/
monitoring/）にまとめて掲載しています。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/monitoring/
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　2015 年 7 月 18 日（土）、夏休み最初の土曜日に、

恒例の国立環境研究所「夏の大公開」を開催しま

した。この機会に研究所に来て下さった方の数は、

昨年度より少し多い 4,433 名でした。地球温暖化研

究棟では、工事中の建物が近くにありアクセス道

路が通行止めとなってしまったため、午前中は来

場者がやや少ない状況でしたが、新しい企画など

も盛りだくさんでお客様満足度の高いイベントが

できたのではないかと思います。

　この日の地球環境研究センターの主な出展内容

は以下の通りです。

1. 徹底討論、地球温暖化の緩和策－温室効果ガス
をどこまで減らすべきか－
  シリーズ 5 回目となった、来場者の皆さんと意見

を交わしながらのパネルディスカッション。今回

は、最も基本的な温暖化対策である地球温暖化の

緩和策をテーマとしました（写真 1）。詳細は、後

日あらためてご紹介したいと思います。

2. 潜入！ 実験室ツアー「温室効果ガスを測る－装
置からスパコンまで－」
　  地球温暖化研究棟では、公開エリア以外の施設

（実験室・データ処理室等）を登録制で特別に公開

するラボツアーを毎年行っています。今回は、今

年 3 月に屋外の大型コンテナ内に設置した地上で

太陽光を用いて温室効果ガスを高精度に観測する

高分解能 FTS 観測システム（注 1）という実験装

置の説明をメインにし（写真 2）、衛星で観測した

温室効果ガスに関するデータを処理する専用スー

パーコンピュータと、今年 6 月に導入したばかり

の汎用スーパーコンピュータをご紹介する盛りだ

くさんのコースを設定しました。ツアーは午前と

午後で計 6 回行いましたが、全回満員の人気でし

た。屋外の大型コンテナ内で何が行われているの

かを知り、また 1 日に 2 つもスーパーコンピュー

タが見られる機会は、貴重な経験になったかと思

います。

夏の大公開「あなたのエコの芽見つけよう、育てよう！」を
開催しました

　　　　　　　　　　（国立環境研究所　一般公開実行委員）　　広兼 克憲
　　　　　　　　　　地球環境研究センター　交流推進係

写真 2　大型コンテナ内にある実験装置を説明しよう

としている研究者。コンテナの背面に掲示されている

のは、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」後継機

（GOSAT-2）のポスター。

写真 1　温室効果ガス排出量に関する複雑な図をゆっ

くり時間かけて説明するパネリスト
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3. 地球環境モニタリング「空から測る」「海で測る」
「宇宙から測る」
　地球温暖化という現象をとらえるためには、さ

まざまな環境における温室効果ガスの観測が不可

欠です。以前のラボツアーで実験室をご紹介した、

航空機による大気観測プロジェクト「CONTRAIL」

では、航空機搭載測定機器の実物を展示し、どの

ような仕組みで民間航空機を用いた大気観測を実

現させているのかをわかりやすく説明しました（写

真 3）。民間の航空会社と国の研究機関が協力すれ

ば地球規模の環境変化をより詳細に、効率よく把

握することができるということがわかっていただ

けたのではないかと思います。

　また、海が二酸化炭素を吸収したり放出したり

することや、二酸化炭素が海に吸収されると海水

が酸性化することを楽しく知っていただくために、

体験型の実験を行いました。実験は、液体の酸性・

アルカリ性を調べる溶液（BTB 溶液）を混ぜた海

水入りの小瓶に呼気や外の空気を入れて振り混ぜ

た時の色の変化を観察するというものです。海水

が自分の息の中に含まれる二酸化炭素を吸収して

青色（アルカリ性）から黄色（酸性）に変わったり、

部屋の空気を入れて振り混ぜるとまた青色に戻っ

たりする様子に、お子さんから年配の方まで皆さ

ん驚かれていました（写真 4、図 1）。

　今年で観測開始から 7 年目を迎えた温室効果ガ

ス観測技術衛星「いぶき」の展示は、直径約 80cm

の球面ディスプレイへの衛星観測データの投影な

ど、かっこいいものばかりで、今年も大人気でした。

自在に地球を動かし、「宇宙から」見ているような

感覚は、好奇心をそそるのでしょうか。後継機の「い

ぶき 2 号」計画の紹介もありました。

4. 植物や土壌による CO2の吸収・排出
　植物や土壌の影響による二酸化炭素濃度の変化

を見る実験に関する展示もありました。実際に観

測に用いる自動開閉チャンバーシステムを運転し、

土壌から発生した二酸化炭素がチャンバー内にた

写真 3　旅客機のどこから空気を採取するのかを説明

する研究者

図 1　海水実験の説明書

写真 4　実験では、二酸化炭素が海水に吸収されるこ

とで溶液の色が変化する様子に子どもから大人まで多

くの来場者が関心を寄せていました
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まっていく際の濃度変化を、大画面スクリーンで

見ていただきました。一方で、植物苗を入れたチャ

ンバーに LED ランプを照射して、光合成によって

チャンバー内の二酸化炭素が減少していく様子も

観察していただきました。またロボットアームの

ような 3 次元超音波風向風速計を用いて、樹木の

周辺の風向・風速を精密に測り、二酸化炭素の移

動を詳細に観測していることを説明しました。来

場した方々の多くは、土から二酸化炭素が発生す

るということや、植物がたくさんの二酸化炭素を

吸収することに驚かれていた様子でした（写真 5）。

5. 地球温暖化とオゾン層破壊の解説
　数値シミュレーションによる気候変動予測チー

ムでは、Flash を使ったオゾン層クイズと温暖化ク

イズ、「5 分で解説します。温暖化編」「5 分で解説

します。オゾン層編」の展示を行いました。

　クイズはネコのイラストがかわいい「おこさま

編」とひねりのきいた問題が並んだ「おとな編」

があり、順番待ちができるほどの人気でした。「5

分で解説します」のほうは温暖化とオゾン層の最

新の科学的知見に関して、研究者がパワーポイン

トを使って、5 分で解説しました（写真 6）。

6. パネルで探検クイズ ふね編
  今回のクイズのテーマは「海で測る」。受付でク

イズシートと蛍光ペンを受け取り、展示パネルを

見てクイズに回答すると、地球環境研究センター

オリジナルミニタオルがもらえる人気企画です（写

真 7）。シートを受け取った参加者は辺りをキョロ

キョロ。目的の「ふね」のパネル付近は大賑わい

でした。クイズをきっかけに、普段じっくり見な

いような展示にも足を運び、関心をもってもらう、

というこの企画の趣旨は今年も大いに達成されて

いました。

7. ぱらぱらマンガ喫茶
　子どもたちがジュースを飲みながら地球環境に

関する工作（ぱらぱらマンガ、新作パズル）など

が楽しめる部屋を設けました（写真 8）。飲み終わっ

たジュースのごみの分別がきちんとされていたの

は、参加者の環境への関心の高さを表しているの

でしょう。

8. UVかるた選手権 in地球温暖化研究棟
　パネルディスカッションが終わった場所で子ど

もたちとお母様を主な対象として、UV かるた選手

権を開催しました（写真 9）。かるたの読み札はそ

のまま覚えておくと、いつかはきっと役に立つも

写真 5　白いロボットアームのようなセンサーの先端

から超音波がでて 3次元方向に風向・風速を測ること

ができます。面白い形に来場者も興味津々

写真 6　オゾン層クイズ、温暖化クイズに挑戦する来

場者

写真 7　展示パネルで探検クイズの答えあわせ
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のばかり。2 枚の札をとると、UV センサー付きカー

ドかこの夏刊行された「太陽紫外線と上手につき

あう方法」という本がもらえてしまうというから、

子どももお母さんも真剣そのものでした。

9. 自転車 de発電
　自転車をこぐエネルギーを電気のエネルギーに

変えて、家電製品を動かすことで、エネルギー消

費量について体感してもらうこの企画は、年齢（小・

中・高・一般）と性別でクラス分けした発電量ラ

ンキングを出すようにリニューアルするなど毎年

強化されています（写真 10）。そして、参加者には、

発電の時系列グラフや暫定順位を表示した認定書

をお渡ししました。電気は自宅ではスイッチ一つ

でつけられますが、電気と同じ仕事を自分でする

となると、そのエネルギーがいかに大変なもので

あるかが実感できます。

　夏の大公開では、職員総出で皆様を楽しくお迎

えできるよう、毎年工夫を凝らした企画を用意し

ています。TX つくば駅より、産業技術総合研究所

と共同無料循環バスも運行される（今年は 10 分間

隔）等、アクセスも良くなっていますので、是非

一度足をお運びください。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）森野勇「長期観測を支える主人公—測器と観

測法の紹介—7 なぜ鏡は動くのか？ フーリエ変換赤

外分光計（FTIR）—測定原理」地球環境研究センター

ニュース 2013 年 11 月号および「長期観測を支える

主人公—測器と観測法の紹介—9 空を見上げて温室

効果ガス濃度を測る組織—TCCON—」地球環境研

究センターニュース 2015 年 3 月号参照

写真 8　ぱらぱらマンガ（上）やつくばの 90 年間の

気温変化を表すパズル（下）を楽しむ子どもたち

写真 9　ペンギンの被り物をしたスタッフが読み上げ

ると飛びだして札をとろうとする子どもたち

写真 10　真剣に自転車をこぐ「自転車 de 発電」の参

加者たち。子どももお父さんも挑戦できます。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201311/276003.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201311/276003.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201503/292004.html
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温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」～後期利用運用の状況～
　　　　　　    

　2009 年 1 月 23 日に打ち上げられた温室効果ガ

ス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）は、2014 年

1 月に 5 年間の定常運用期間を終了後、後期利

用運用として観測を継続しています。GOSAT に

は温室効果ガス観測センサ TANSO-FTS（Fourier 

Transform Spectrometer）と雲・エアロソルセンサ 

TANSO-CAI（Cloud and Aerosol Imager） が 搭 載 さ

れています。2014 年の 5 月 24 日（UT）に太陽電

池パドルの一方が故障しましたが、片翼太陽電池

パドルでも観測に必要な電力が確保できましたの

で、5 月 30 日には両センサの観測を再開しました。

その後 TANSO-CAI は特に問題なく作動することが

確認されましたが、TANSO-FTS の動作状況が捗々

しくありませんでした。9 月には TANSO-FTS ポイ

ンティング機構の性能劣化が顕著となり、ミラー

駆動制御系パラメータ設定変更や観測地点を衛星

直下点に限定する形態での運用を３ヶ月間実施し

ました。2015 年 1 月 26 日に TANSO-FTS ポインティ

ング機構を主系から従系へ切り替え、2015 年 2 月

1 日以降は安定して観測データを取得していました

が、2015 年 8 月 2 日に TANSO-FTS の熱赤外バン

ド（TIR バンド 4）検出器の冷凍機が突然停止しま

したので、以後は熱赤外バンドの観測を中断して

います。TANSO-FTS の短波長バンド（SWIR バン

ド 1 ～ 3）は正常に動作しており、TANSO-CAI と

併せて観測データを継続して取得しています。

　前号（2014 年 11 月）以後の GOSAT 関係の主要

イベントを以下に紹介します。

1. 報道発表（その 1）
　南米ペルーの首都リマで開催された COP20・

CMP10（国連気候変動枠組条約締約国会議第 20 回

会合・京都議定書締約国会議第 10 回会合）の期間

中、2014 年 12 月 4 日に「温室効果ガス観測技術

衛星「いぶき」（GOSAT）による大都市等におけ

る二酸化炭素観測データと人為起源排出量との関

係について」と題してリマと東京で報道発表を行

い、TANSO-FTS のデータが大都市等における化石

燃料消費による二酸化炭素（CO2）濃度の上昇を

捉えている可能性を提示しました。詳細は http://

www.gosat.nies.go.jp/jp/related/download/GOSAT_

L4CO2_20141205_jp.pdf を 参 照 く だ さ い。GOSAT

に よ り 高 濃 度（2009 年 6 月 ～ 2012 年 12 月 の 平

均）の人為起源 CO2 が観測された領域（1°グリッ

ド。赤道で 100km グリッドに相当。25 個以上の

GOSAT-FTS データがあるグリッドのみ表示）を図

    図 1　GOSAT により高濃度の人為起源 CO2 が観測された領域

 

 

 

 

 
 

 

60  0  120  60  120  180  180  

http://www.gosat.nies.go.jp/jp/related/download/GOSAT_L4CO2_20141205_jp.pdf
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1 に示します。グリッドの描画色は人為起源 CO2

濃度を示しており、濃度が高い領域として 7 箇所

が抽出されています。今回の研究結果により、衛

星で CO2 濃度を観測することが、化石燃料による

温室効果ガス排出（インベントリ）の監視ツール

として有効利用できる可能性があることがわかり

ました。

2. GOSAT関連会議
　GOSAT プロジェクトでは、過去 8 回の研究公募

（RA）を行い、2015 年 9 月現在も第 9 回公募を行っ

ています。RA 選定・評価委員会により採択された

研究課題の RA 研究者の方々には、毎年開催され

る RA PI（研究公募 研究代表者）会議で研究の進

捗状況をご報告いただくと共に、研究者間の意見

交換や討議、センサの運用状況や GOSAT プロジェ

クトが提供するプロダクト等に関する情報収集の

場として活用されています。今年は 6 月 16 日～ 18

日に米国パサディナのカリフォルニア工科大学で

開催された「第 11 回宇宙からの温室効果ガス観測

に関する国際ワークショップ The 11th International 

Workshop on Greenhouse Gas Measurements from 

Space（IWGGMS-11）」の期間に先立ち、6 月 15 日

に「第 7 回 GOSAT RA PI 会議」をカリフォルニア

工科大学で開催しました（写真 1）。今までの RA 

PI 会議は非公開で 3 日間、研究テーマ別の分科会

も開催していましたが、今回は 6 月 10 日からの

IWGGMS の前日の 1 日間に凝縮しての開催となり、

公開の IWGGMS で RA 関連のテーマを発表する研

究者の方々には、RA PI 会議に於いて 2 分間での内

容紹介をお願いしました。当会議には、研究代表

者（PI）と研究分担者（Co-I）が 36 名、GOSAT プ

ロジェクト関係者等を含め参加者は総勢 58 名でし

た。午前中のプレナリーセッションでは、GOSAT

プロジェクトからの報告の後に、19 件の 2 分間内

容紹介が行われ、午後は 11 件の研究報告と総合討

論が行われて過密スケジュールの１日が終了しま

した。次回の RA PI 会議は 2016 年 6 月に日本で開

写真 1　第 7 回 GOSAT RA PI 会議参加者 （カリフォル

ニア工科大学にて )

図 2　GOSAT による CO2 吸収排出量の推定手法の概念図
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催する予定です。

3. 報道発表（その 2）
　2015 年 7 月に海洋研究開発機構と国立環境研究

所が共同で、GOSAT データを用いた CO2 吸収排出

量の推定値（トップダウン法による結果）（図 2）と、

CO2 吸収排出量の地上観測ネットワークを機械学

習モデルによって経験的に広域化した値（ボトム

アップ法による結果）とを用いて、これら 2 つの

手法が推定する近年の CO2 吸収排出量の整合性の

調査結果を発表しました。報道発表「地上・衛星観

測データが示す大気中二酸化炭素の行方～異なる 2

つの最新手法を相互的に評価～」の詳細は、http://

www.nies.go.jp/whatsnew/2015/20150717/20150717.

html を参照ください。

4. 展示ブースによる広報
　 シ ン ガ ポ ー ル で 開 催 さ れ た 第 12 回 ア ジ ア・

オ セ ア ニ ア 地 球 物 理 学 会（AOGS: Asia Oceania 

Geosciences Society） 年 次 総 会 で、2015 年 8 月 3

日～ 7 日の期間、東南アジア域の研究者を対象

に GOSAT 観測データのユーザ開拓と利用促進、

GOSAT-2 の紹介を目的として展示ブースを出展し

ました。展示ブースの壁紙デザイン、バナー制作、

各種配布物の制作・調達、展示ブースでの接客に

至るまで地球環境研究センター内専門スタッフの

協力を得て、期間中の多数の来訪者にもきめ細か

く対応できました。GOSAT プロジェクト パンフ

レット、GOSAT-2 フライヤ、GOSAT・GOSAT-2 を

デザインした栞、GOSAT サンプルデータやデータ

入手方法説明書等を記録した USB メモリ、書いた

文字を消せるボールペン・マーカーペン等、準備

した配布品は 4 日間で概ね全てなくなりました。

期間中のブース来訪者（約 350 名）への対応を通じ、

アジア・オセアニアの研究者にとって GOSAT の認

知度はそれほど高くなく、観測データを無償で入

手できることやセンサ性能について、研究者の方々

への積極的な普及・宣伝活動の必要性が痛感され

ました（写真 2）。次回の AOGS は 2016 年に北京

で開催されます。

写真 2　第 12 回アジア・オセアニア地球物理学会での国立環境研究所のブース。熱心に説明を聞いてくださる

来訪者の方もおおぜいいらっしゃいました

http://www.nies.go.jp/whatsnew/2015/20150717/20150717.html
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　国立環境研究所の国内観測現場の中で夏の短い

期間しか行けない場所が 1 つだけあります。それ

は富士山の頂上、すなわち日本で一番高いところ

にある富士山特別地域気象観測所（通称：富士山

測候所）です（写真 1）。地球環境研究センターニュー

ス 2014 年 9 月号でこの施設の紹介をしましたが、

今回は施設の内部を一部紹介します。

　測候所の小さな入り口（写真 2）に比べて中は広

く、4 つのブロック（庁舎）に分かれ、3 階建ての

構造になっています。越冬観測可能なように設計

されていて、寝室はもとより、食堂、シャワー等

も整備されて長期観測が可能な環境が整っていま

す。現在は、無人化した気象庁の気象観測のほか、

様々な大学・研究機関が富士山頂の大気の質を詳

細に観測しています。国立環境研究所は山頂の二

酸化炭素濃度を継続的に観測しています（写真 3）。

　測候所は山開きにあわせて 7 ～ 8 月のみ人が常

駐していますが、それ以外は無人となり、アクセ

スできなくなります。火災防止等のため、施設へ

観測現場発季節のたより（7）

夏場にしか訪問できない観測現場

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　交流推進係

写真 1　富士山測候所 1 号庁舎の外観。現在の測候所

の建物は昭和 39 年～ 48 年にかけて建設されました。

写真 2　測候所の入り口

写真 3　国立環境研究所の観測機器のある 3 号庁舎 1

階の様子。標準ガスを充てんしたボンベの周辺にバッ

テリー・観測機器・パソコン等が設置されています。

写真 4　観測機材には越冬の際の電源スイッチ切り替

えの方法が明記されています。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201409/286010.html
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の送電も止まってしまうので、国立環境研究所の

観測機器は 100 個の寒冷地仕様バッテリー（南極

昭和基地で使用実績があるもの）で稼働させます。

それぞれの観測機材には電力切り替えが確実に行

われるように準備がされています（写真 4）。

　観測は自動で通年行われていますが、観測機器

に出会えるのは盛夏 2 カ月間だけ。地上は猛暑で

も、研究者にとって貴重で勝負の季節なのです。

写真 1 ～ 4 は本年 8 月 18 日に撮影したものです。

この日、山頂までの間で、外気は時折 10℃を下回り、

天気も変わりやすく、地上とは全然違う空気を感

じました。ふもとの御殿場市の同じ時間の気温は

24℃、富士市は 27℃でした。実際、富士山の頂上は、

日本において最も地上の影響を受けていない大気

を調査できる場所なのです。ここでの継続的な観

測はバックグランド濃度を知るうえで非常に貴重

であると言えます。

＊観測現場発季節のたよりは地球環境研究センターウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/
seasons/）にまとめて掲載しています。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/seasons/
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　出版物はテーマ別になっております。
D：データベース関連　　I：研究の総合化および総合化研究関連　　M：モニタリング関連

地球環境研究センター出版物等の紹介
　地球環境研究センターから発行されている出版物をご希望の方は、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。
一部を除き、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。ご参考までに 2013 年以降に発行さ
れた出版物は下記のとおりです。2012 年以前に発行されている出版物および送付方法等につきましては、
上記ウェブサイトを参照してください。

【申込先】
　国立環境研究所 地球環境研究センター 交流推進係
　〒 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

CGER No. タ  イ  ト  ル 

I123-2015
I122-2015
I121-2015

I120-2015

I119-2014

I118-2014
I117-2014
I116-2014
I115-2014

I114-2014

I113-2013

I112-2013

I111-2013
I110-2013
I109-2013
I108-2013

日本国温室効果ガスインベントリ報告書2015年4月
National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN － April, 2015－
Proceedings of the 12th Workshop on Greenhouse Gas Inventories in Asia (WGIA12)
 －Capacity building for measurability, reportability and verifiability－
 4-6 August 2014,Bangkok, Thailand
CGER’S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.21 

Influence of Anthropogenic Aerosol Emissions on Pattern Scaling Projections

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25年度

 NIES Supercomputer Annual Report 2013
平成22年度 国立環境研究所GOSATプロジェクト報告

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2014年4月
National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN －April, 2014－
Proceedings of the 11th Workshop on Greenhouse Gas Inventories in Asia (WGIA11)
 －Capacity building for measurability, reportability and verifiability－
 5-7 July 2013, Tsukuba, Ibaraki, Japan
CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.20
 Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics 

in the Catchment of East Asia (Part IV)

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24年度

 NIES Supercomputer Annual Report 2012
地球環境観測データとモデル統合化による炭素循環変動把握のための研究ロー

ドマップ

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2013年4月
National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN April, 2013
地球温暖化研究のフロントライン  －最前線の研究者たちに聞く－

CGER’S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.19
 Numerical Simulations of Turbulence Structure and Scalar Transfer across
 the Air-Water Interfaces

http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/supporting/publications/report/index.html
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アクセスランキング

　　　　　　　　　　2015年 3月～ 2015年 8月累計

　　　　　　　　　　2012年 8月～ 2013年 1月累計、2011年 8月号以降の記事
順位 タイトル 執筆者等 掲載号

　７ 長期観測を支える主人公―測器と観測法の紹介―（2）：
透明人間！であるガスを測定する方法―NDIR：二酸化
炭素の場合― その 1

地球環境研究センター 
副センター長 向井人史 2012 年 7 月号

　３

「地球温暖化は進行しているのか？」研究者とメディア
関係者の対話

岡山大学大学院自然科学研究
科 教授 野沢徹・地球環境研
究センター 気候変動リスク
評価研究室 研究員 横畠徳太

2013 年 4 月号

１０

「400ppm」の報道で考える
二酸化炭素の濃度の限界はいくらなのか？

地球環境研究センター長 向
井人史

2013 年 8 月号　１

国際研究プログラム Future Earth への日本の対応

地球環境研究センター 気候
変動リスク評価研究室長 江
守正多・地球環境研究セン
ター 副センター長 三枝信子

2013 年 10 月号

　４

附属書 I 国の京都議定書（第一約束期間）の達成状況 
～すべての締約国が達成に目途～

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 酒井広平・
小坂尚史・楊川翠

2014 年 7 月号

　６

地球温暖化の停滞期に猛暑が増加し続ける謎を解明—人
間活動の影響が顕在化—

地球環境研究センター 気候
モデリング・解析研究室 特
別研究員 釜江陽一・地球環
境研究センター 気候変動リ
スク評価研究室 主任研究員 
塩竈秀夫

2014 年 9 月号

　９ 地球温暖化の解明はどこまで進んだか—IPCC 第 1 作業
部会第 5 次評価報告書

地球環境研究センター 気候
変動リスク評価研究室長 江
守正多

2014 年 4 月号

　２

京都議定書第一約束期間終了～基準年比 6% 削減の目標
は達成の見込み～

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 小坂尚史・
酒井広平

2014 年 1 月号

　５

長期観測を支える主人公—測器と観測法の紹介—(7): 
なぜ鏡は動くのか？ フーリエ変換赤外分光計（FTIR）—
測定原理

地球環境研究センター 衛星
観測研究室 主任研究員 森野
勇

2013 年 11 月号

　８ 21 世紀末の日本の気候予測 気象庁地球環境・海洋部 調
査官 及川義教

2013 年 10 月号

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201308/273002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201401/278001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201304/269001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201409/286001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201311/276003.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201207/260005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201404/281001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201407/284004.html
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