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出版にあたって 

 

 

 

地球温暖化をはじめとする気候変化とその影響を把握するためには、世界各地で起

こりつつあるさまざまな環境変化を、実測データに基づいて精度よく観測することが

不可欠です。特に、地球温暖化の進行を把握し将来予測をより正確に行う上で、地球

規模の炭素循環の実態把握とその変化の検出、気候変化のフィードバック効果を有効

に評価するための観測・評価システムの確立などが急がれます。しかしこれまで、こ

のような総合的な研究を推進する上で必要とされる、多様な地球観測データの統合利

用、地球規模での観測分野とモデル研究分野の間の十分な連携などについては、その

重要性が認識されつつも、必ずしも十分には実現していなかったのが現状です。 

こうした背景のもと、国立環境研究所地球環境研究センターでは、平成 24 年度環

境省環境研究総合推進費 RFa-1202「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策定」課題の実施担当者らが中心となり、環

境行政・気候政策立案に貢献するための炭素循環研究の戦略策定に取り組みました。

本報告書は、上述の課題実施の一環として設置された「炭素循環研究ロードマップ検

討委員会」における３回の討議をもとに取りまとめられたものです。検討委員会には、

気象学・海洋学・生態学・農学・社会科学などのさまざまな学問分野の専門家、なら

びに温室効果ガスの地表・航空機・衛星などによる観測、全球モデルや各種プロセス

モデルなどの研究手法に詳しい専門家に参加いただき、議論を行いました。また、推

進費課題のアドバイザリーボード、プログラムオフィサー、環境省地球環境局からも

検討会に加わっていただきました。こうした検討を経てとりまとめられた本報告書が、

今後進めるべき体系的・組織的な研究推進の指針となり、わが国の炭素循環研究コミ

ュニティの一層の連携強化を進め、よりよい地球環境と社会を実現するための研究を

創出する力となることを期待します。 
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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 
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1. はじめに 

 
人為的な起源から排出された主要な温室効果ガスである二酸化炭素（CO2）が、さまざまな気

候条件、環境条件のもとで、どのように大気、海洋、陸域に配分され、分布・蓄積されていくの

かを正確に評価し、モデル化することは、気候の将来予測の精緻化に大きく寄与する。このこと

は、達成すべき気候に関する政策（緩和策、適応策）をより高い費用対効果のものとする上で本

質的に重要であり、環境行政に直接的な貢献をもたらす。また、炭素循環のいわゆる「ホットス

ポット（地球温暖化に伴う気候変化を原因として、その地域の炭素循環機構に変化をもたらし、

さらにそれが地球温暖化を加速させる可能性のある地域など）」の微小な変化を早期に検出し、世

界に向けて発信することは、国際社会に対して地球温暖化対策の緊急性についての警鐘を鳴らす

こととなり、結果として、持続可能な地球環境と社会の実現に向けたわが国からの重要な貢献と

なる。こうした目的達成のため、炭素循環変動の把握を可能にするモニタリング・評価システム

の構築が喫緊の課題である。 
一方、このようなモニタリング・評価システムの構築は、領域別、国別の正味の吸収排出量や、

大都市圏・固定大規模発生源からの排出量のモニタリングを実現するための第一歩である。また、

モニタリングに基づく森林域における炭素収支の評価は、REDD+（森林減少の抑制、森林劣化の

抑制、炭素蓄積量の保全、持続可能な森林管理および炭素蓄積量の増大、等の施策）の実施にも

貢献出来る可能性を有している。温室効果ガス吸収・排出量に係る科学的知見を日本が独自に創

出し、世界に向けて発信する能力を持つことは、国際的な環境問題に係る国際交渉上、極めて重

要であることは言を待たない。こうした目的に適う手法の確立を目指した研究を推進することは、

環境行政にとって重要な貢献となる。 
しかしながら、これらを目的とした研究はいまだ不十分であり、このことは国際的にも重要な

問題として認識され、欧米各国や国際機関などにより研究戦略、研究プログラムの計画などが提

案されている。一方、わが国においては、さまざまな府省・機関によって個別の研究はなされて

いるものの、統合的な研究戦略が策定されているわけではない。今後、わが国としてはアジア・

太平洋域を主たる対象として、戦略的な研究に基づいて科学的な情報を発信することが、わが国
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わが国では炭素循環変動の把握とその要因解明について多くの研究が行われ、基礎的な知見が

蓄積されている。近年、国内の各研究機関においてこれまでの知見やデータを統合利用し、アジ

ア太平洋域や全球規模での影響評価や、より具体的な問題解決に結びつけるための多様な研究の

芽が生まれつつある。したがって、これらを活かしたわが国全体としての研究戦略を策定するこ

とが、喫緊の課題である。そこでこの課題では、国立環境研究所地球環境研究センターの研究者

が中心となり、所内外の関連各分野の研究者の協力を得て、上述の研究戦略の策定を行うことを
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目的とした。本報告書は、当研究課題実施のため国立環境研究所地球環境研究センターに設置し

た「炭素循環研究ロードマップ検討委員会」における３回の討議をもとに取りまとめられたもの

である。策定されたロードマップは、今後進めるべき体系的・組織的な研究推進の見取り図を描

くものであり、わが国の炭素循環研究コミュニティの一層の連携強化により、持続可能な地球環

境と社会の実現に向けた研究成果の創出を目指すものである。 
環境省、国立環境研究所、および宇宙航空研究開発機構（JAXA）では、宇宙からの温室効果気

体（CO2、CH4）の全球分布の観測と、それに基づく地域別の吸収排出量の算定を目的とした GOSAT
を 2009 年１月に打上げ、現在も測定を継続しているところである（GOSAT プロジェクト）。測定

データは、研究公募により採択された研究者に優先的に配布され、その研究成果は GOSAT プロ

ジェクトにおけるデータ・プロダクトの高度化に活用されるとともに、種々の波及的な研究成果

が生み出されつつある。GOSAT およびその後継機は、炭素循環変動の把握やホットスポットの検

出において有効なデータを提供すると期待されており、上述の通り国際的・国内的な環境行政に

大きく貢献することから、ここで提案する研究課題ロードマップの中でも重要な位置を占める。 
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2. 国内外の気候変動研究の動向 
 

2.1 何が問題か 
 
現在、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）では第５次評価報告書の発行に向けて、着々と

作業が続けられているが、既に IPCC 第４次報告書（IPCC, 2007）において、「気候システムの温

暖化には疑う余地がない。このことは、大気や海洋の全球平均温度の上昇、雪氷の広範囲にわた

る融解、全球平均海面水位の上昇が観測されていることから今や明白である」、「20 世紀半ば以降

に観測された全球平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室効果ガスの増加によってもたら

された可能性がかなり高い」と述べられている。将来については、「温室効果ガスの排出が現在以

上の割合で増加し続けた場合、21 世紀にはさらなる温暖化がもたらされ、世界の気候システムに

多くの変化が引き起こされるであろう。その規模は 20 世紀に観測されたものより大きくなる可能

性がかなり高い」と報告されている。 
人為起源の温室効果ガスの大気中濃度の増大により、全球規模での地球温暖化とそれによる気

候変動（気候変化）が問題視されるに至って久しい。これまでの知見によれば、図 2.1 に示す通

り、2002 年～2011 年の平均で人為的に排出される CO2 は炭素換算（以下、同様）で 93 億トン/
年(内訳は化石燃料燃焼・セメント製造により 83 億トン/年、および土地利用変化により 10 億トン

/年)であった。そのうち、陸域により約 26 億トン/年、海洋により 25 億トン/年が吸収され、残り

の 43 億トン/年が年々、大気中に蓄積し、大気中の CO2 濃度を増加させ、地球温暖化を進行させ

ているという（Global Carbon Project 2012）。こうした地球の温暖化とそれに伴う気候変化により、

人間を含む自然生態系に各種の影響をもたらすことが懸念されている。 
 

 

 
図 2.1 人為起源の CO2の排出量と大気、陸域、海洋の各圏への年あたりの蓄積量。2002 年から 2011

年の平均値（単位：PgC/yr=炭素換算で 10 億トン/年）と分配比率（Le Quéré et al., 2013; Global 
Carbon Project 2012)。 
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将来の温室効果ガス（ここでは主として CO2を考える）の排出シナリオのもとで、大気中に残

留する CO2の量（すなわち、大気中濃度）を正確に予測し、温室効果の増大に伴う地球温暖化を

定量的に評価することは重要である。そのためには、陸域による吸収、海洋による吸収の大きさ

が、将来のある時点においていかなるものであるか、21 世紀初頭の 26 億トン/年（陸域）、25 億

トン/年（海洋）という吸収量は維持されるのか、増加するのか、あるいは減少に向かうのかを解

明することが重要である。さらに、その変化と変化の速度は世界の各地域（異なる植生帯、海洋

域）によって同じなのか、あるいは異なるのか。図 2.2 に示すように、特に陸域の炭素収支の年々

変動の幅は非常に大きく、年々変動の地理的な分布とその原因を特定することが重要である。ま

た、図 2.3 に示すように、陸域炭素収支の将来予測には未だ不確実性が大きいことから、さまざ

まな観測データを駆使し、適切にモデルの精緻化を図ることが重要な課題である。海洋に関して

も、不確実性は大きく、大気中の CO2濃度の増加は海洋水の酸性化を引き起こし、海洋生態系に

さまざまな影響をもたらすと考えられている。この他、大陸からのエアロゾルが海洋中に取り込

まれることにより、海洋中の炭素循環に影響を与えると考えられている。なお、関連する温室効

果ガスの濃度やフラックスの観測、データとモデルの統合利用の現状などについての基礎情報を、

巻末の資料１にまとめた。 
 

 

 

図 2.2 化石燃料起源および土地利用変化に伴う CO2の排出量と大気、陸域、海洋の各圏への蓄積量（縦

軸単位：炭素換算で 10 億トン/年）の経年変化（Le Quéré et al., 2013; Global Carbon Project 2012)。 
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図 2.3 図の右に示した種々の地球システム統合モデルによる陸域の CO2蓄積量の、代表的排出経路

（RCP）毎の将来予測（2005 年以降）。単位は、炭素換算で 10 億トン（Jones et al., 2013)。 
 
 

また、こうした地球温暖化に起因する問題（さまざまな気候変化や、それに伴う人間を含む自

然生態系に対する影響）に対して、国際的な合意のもとで人為起源の排出を抑える（土地利用変

化に伴う排出を含む）ための「緩和策」を取ることにより将来の影響を最小限に抑えようとする

動きとともに、現時点でもはや避けることの出来ない影響に対してはそれによる被害を減らすた

めの「適応策」の検討が進められている。 
陸域、海洋における CO2収支を正確に把握し、予測することは、将来の人為起源排出量を正確

に見通すことと同様に、緩和策や適応策に対して大きく貢献するために極めて重要な課題である。

すなわち、緩和策としての排出削減目標の設定を左右し、また適応策の策定の基本前提となる気

候変化の予測精度を向上させることにより、各国の政策だけでなく世界経済（世界の持続可能社

会の構築）に直接的な影響を与えるからである。一方、ホットスポットに関わる地域や事象を特

定し、その微小な変化を早期に検出することは、地球温暖化対策の緊急性について国際社会なら

びに地域社会に対して警鐘をならすことにもつながる。 
以上の観点からも、観測とモデルの統合利用を最大有効化させ、地球上の炭素循環変動のメカ

ニズムを理解し将来予測モデルの高度化につなげると同時に、炭素循環変動を観測的に早期にか

つ正確に把握することがとりわけ重要となる。 
 

2.2 国内の研究動向 
 
平成 24 年版環境白書（環境省、2012 年）にわが国における「地球環境に関する観測・監視」
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に関して、24年度の実施計画が記載されている。地球温暖化関連部分の概要は以下の通りである。 
 
① 気候の観測・監視については、世界気象機関（WMO）及び全球気候観測システム（GCOS）

の枠組みに基づき、地上及び高層における定常観測を引き続き推進するとともに、その推進

に向けた国際的な取組に積極的に参画。 
② 温室効果ガスなど大気環境の観測については、独立行政法人国立環境研究所及び気象庁が、

それぞれ沖縄県波照間島や東京都南鳥島等で温室効果ガスの測定を実施。 
③ 独立行政法人国立環境研究所では、航空機・船舶を利用した大気中および海洋表層における

温室効果ガスの測定や陸域生態系における二酸化炭素収支の測定を実施。 
④ 気象庁では WMO の全球大気監視（GAW）計画の一環として、温室効果ガス、CFC、オゾ

ン層、有害紫外線等の定常観測を引き続き実施するとともに、日本周辺海域及び北西太平洋

海域における洋上大気・海水中の二酸化炭素等の定期観測、北西太平洋上空の温室効果ガス

の航空機による定期観測を継続。 
⑤ 衛星による地球環境観測については、GOSAT による観測を行い、世界の温室効果ガスの濃

度分布に加え、地域ごとの吸収排出量のより正確な把握等を目指すとともに、より精緻な観

測が可能な後継機を開発。 
⑥ 降水、雲・エアロゾル、植生等の地球環境に関する全球の多様なデータの収集を行う衛星の

研究開発やデータ提供、世界に先駆けて地球観測機能を強化した「静止地球環境観測衛星」

としての次期静止気象衛星ひまわりの整備等、人工衛星による観測・監視技術の開発利用を

一層推進。 
⑦ 海洋地球研究船「みらい」等を用いた観測研究、観測技術の研究開発を引き続き推進し、地

球規模の諸現象の解明・予測等の研究開発を推進。 
⑧ 南極昭和基地を中心に、海洋、気象、電離層等の基本観測のほか、南極地域観測第Ⅷ期計画

に掲げた「南極域から探る地球温暖化」をメインテーマとして、各種研究観測を実施。気候

変動を解明する鍵となる北極研究について、研究基盤の整備や、コンソーシアムの創設によ

る研究者の連携強化、モデル研究者と観測研究者の協働促進を実施。 
⑨ 地球温暖化対策に必要な観測を、統合的・効率的なものとするため、環境省と気象庁が共同

で運営する「地球観測連携拠点（温暖化分野）」の活動を通じて、関係府省・機関間の観測の

連携を推進。 
⑩ 温暖化影響に対して脆弱な東アジアの途上国における監視・影響評価を推進することにより、

途上国の取り組みに寄与し、気候変動対策に係る将来の国際的な枠組みの構築に貢献。 
⑪ 地球環境変動予測研究については、世界最高水準の性能を有するスーパーコンピュータ「地

球シミュレータ」を活用した地球温暖化予測モデル開発等、及び全球予測結果の高精細化や

不確実性の低減等のための研究開発を推進。 
⑫ 観測・予測データの収集からそれらのデータの解析処理を行うための共通プラットフォーム

の整備・運用を実施 
⑬ 環境省では、地球温暖化の原因物質や直接的な影響を的確に把握する包括的な観測態勢整備

のため、「地球環境保全試験研究費」において「地球観測モニタリング支援型」の課題を継続

して実施。 
⑭ 全国の気象官署における観測開始以降の観測資料の利用を促進するなど、地球温暖化の状況

等に関する調査研究を推進し、地球温暖化予測を強化。 
 
さらに、日本の各省等において実施されている外部競争的資金等による研究課題をはじめ、極

めて多彩な研究課題が、大学・研究機関において実施されている。この他、平成 24 年版環境白書
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には記載されていないものの、関係省・研究機関等における独自の施策として、間接的に地球温

暖化・炭素循環に関係する調査研究が行なわれていると考えられる。 
例えば、地球環境変動予測研究については、次世代コンピュータ「京」を用いた防災減災に資

する地球変動予測の一環として、地球温暖化に伴う台風の発生数や規模などの変化を予測するた

めの研究開発が推進されている。また、「海洋生物多様性および生態系の保全・再生に資する基盤

技術の創出」研究の一環として、海洋生態系の将来予測に貢献する新規モデルの開発・研究が実

施されている。さらに、地上観測データと大気輸送モデル、あるいは GOSAT データと大気輸送

モデルを用いた CO2の排出源・吸収源の推定に基づく CO2の 3 次元分布情報が、それぞれ気象庁

や国立環境研究所から提供されている。 
第２期科学技術基本計画（2001 年～2005 年）では、重点４分野のひとつとされた「環境分野」

において「地球温暖化研究イニシャティブ」を含む５つのイニシャティブが総合科学技術会議の

環境プロジェクトチームにより設定され、イニシャティブごとに All Japan 体制としての戦略的

な研究開発目標が定められた。これは、「環境問題は非常に複雑で多様であることから、個別の現

象を断片的に研究しても、問題の本質的な解決への有効な糸口とならないことが多く、もっと総

合的な研究を行うべきである。さらに環境分野の研究開発を行うにあたっては、国際的視野とと

もに、省庁間の連携が考慮されるべきである。これまでにも、複数省庁によって実行される研究

プログラムは存在したが、実際の研究体制は各省ごと、あるいは研究機関ごとに独立して行われ

る傾向が強く、環境研究の総合化を阻んできたという実態がある。このようないわゆる縦割りの

弊害を排除するには、これまでの戦略やプログラムを見直し、政府全体としての共通の政策目標

とその解決に至る道筋を設定したシナリオ主導型の、研究開発を推進する仕組みとしての『イニ

シャティブ』が検討されるべきである。また、適切な産学官の役割分担と密接な連携のもとで、

研究開発や普及を推進することが必要である。」 
（http://www8.cao.go.jp/cstp/project/envpt/pub/GW_report/01_00.pdf）との考えに基づくものであり、

省庁・研究機関間における具体的な研究開発目標や情報の共有が本格的に行われることとなった。 
しかしながら、第３期、第４期の科学技術基本計画においては、必ずしもこの動きは継承され

てはおらず、わが国としての地球温暖化研究の推進戦略が明確化されていないのが実情と言えよ

う。地球温暖化研究の要素である炭素循環研究においても同様である。一方、観測面に関しては、

総合科学技術会議において策定された「地球観測の推進戦略」（2004 年 12 月）ならびに、それに

基づいて毎年度、関係府省・機関の協力のもとに取りまとめられている「地球観測の実施方針」、

「地球観測の実施計画」がその役割の一端を担っている。 
 

2.3 海外の研究動向 
 
観測とモデルの統合利用による陸域、海洋の炭素循環の把握については海外でも、また国際的

にも重要なテーマであると考えられており、国際的政府間組織、欧米諸国などでも統合的な研究

計画が策定され、一部では研究が実施されている。2012 年 10 月時点で入手出来る主要な資料と

して、地球観測に関する政府間会合（GEO）の GEO Carbon Strategy 2010、米国の A Carbon Cycle 
Science Plan、欧州連合（EU）の GHG-EUROPE および統合炭素観測システム（ICOS）などがある。

これらの概要を以下に簡潔に示す（関係資料の重要部分の和訳を資料２として巻末に添付する）。 
 

2.3.1 GEO Carbon Strategy 2010 
 
全球炭素循環の把握に不可欠な統合された観測システムを構築するため、現状の地球観測をど

のように拡大する必要があるかをとりまとめ、実施すべき課題について報告している（Ciais et al., 
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2010）。同報告書では、現状の気候変化予測の不確実性を大きくしている主な原因の一つに自然の

炭素吸収源に関する推定の不確実性が挙げられ、また気候変化に対する陸域や海洋のフィードバ

ックについては乏しい理解しか得られていないことを指摘している。自然の炭素吸収・放出過程

に加え、人為起源の CO2放出（化石燃料燃焼や土地利用変化）についても評価の精度を上げなけ

ればならないとしており、1) 観測点の密度を上げること、特に、地上と航空機による大気中温室

効果ガスの観測、海洋表層 CO2 分圧（pCO2）観測、陸域生態系のフラックス観測ネットワーク、

2) 衛星観測による全球規模での CO2、CH4 の空間分布の観測を確立すること、特に、GOSAT、
Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Chartography (SCIAMACHY) の運用終了

後のギャップを埋めることなど、11 項目の実施を推奨している。 
 

 

図 2.4  GEO Carbon Strategy が目指す「GHG 排出･吸収源マップ作成に応用できる全球炭素サイクル

データ同化システム計画の概要」（Ciais et al., 2010）。 

 
 
2.3.2 A U.S. Carbon Cycle Science Plan 
 
主たる目的は、これからの 10 年、炭素循環の科学において優先的に研究すべき課題について研

究者のコミュニティから情報提供することにあり、観測とモデルの統合利用に限らず、必要とさ

れる炭素循環研究の全体像を示している（Michalak, et al., 2011）。本課題調査研究に関係する研究

目標としては、以下の事項が挙げられる。 
G1：過去および現在の大気中 CO2および CH4濃度の変動についての明確な説明 
G3：将来の気候と人間活動の影響下における炭素ストックとフローに関する脆弱性の評価、特

に炭素吸収・放出にかかわる正のフィードバックについて 
G4：異なる将来シナリオの下で生態系、生物多様性、および自然の資源がどのように変化する

かについての予測 
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G6：政策などの意思決定者が必要とする現在と将来の炭素循環の情報、彼らの決定に必要とな

る重要で信頼性がある合理的なデータや予測を提供すること 
 

2.3.3 GHG-EUROPE 
 
主たる目的は、欧州の陸域で主要な温室効果ガス（CO2、CH4、亜酸化窒素（N2O））の収支を 1

年～10 年スケールで評価することであり、炭素収支の変動に含まれる自然変動と人為起源の変動

を分離し、気候変動によって引き起こされる部分と人間が制御可能な部分を分けて把握する。気

候変化に対して最も敏感で脆弱な炭素のプールと炭素収支のプロセスを明らかにし、将来の気候

変化に対する正のフィードバックに伴うリスクを理解することを内容としている（GHG-EUROPE, 
Scientific/Technological methodology and associated work plan）。 

 
2.3.4 Integrated Carbon Observation System (ICOS) 
 
目的は、全球炭素循環と温室効果ガス排出に関する現状把握と将来予測に必要となる長期観測

データを提供することにある（ICOS, 2012）。2008 年～2012 年を準備期間とし、2014 年～2031 年

の長期にわたり、主要な温室効果ガス (CO2、CH4、N2O) について、その収支を階層的な観測に

より欧州をカバーする空間スケールで把握する。大気観測地上ステーション、大気成分測定のた

めの航空機または高高度タワー（および地上フーリエ変換赤外分光計（FTS）サイト）、生態系観

測ステーション、海洋表層および大気観測のための船舶及び固定観測点を設けることとしている。

この他、データ転送、データ品質管理、フラスコを使った大気サンプルの高精度分析、標準ガス

の検定、新しい測器や測定技術の試験、データベースの整備などを担当するセンターやラボを観

測基盤要素として整備する。 
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3. ロードマップ策定の目的と検討対象の重要性 
 
ここでは、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

ップ策定の視点から、GOSAT（後継機を含む）を始めとする地球環境観測のための衛星データ、

航空機や船舶による観測データ、並びに地上観測ネットワークのデータを統合的に評価し、炭素

循環モデル等の数値モデルを活用することで実現できる地球環境変動、特に炭素循環システムの

把握・影響評価体制の確立を目指し、重要な研究課題を特定し、必要な研究インフラ機能も含め

た研究のロードマップを策定することを目的とする。 
以下に、炭素循環システム把握、炭素循環変動（影響）の早期検出、およびアジア・太平洋域

を対象とすることの重要性について述べる。 
 

3.1 炭素循環システム把握の重要性 
 
陸域生態系による吸収、海洋による吸収の大きさに関して、将来において変化は起きるのか。

さらに、変化があるとすれば、変化の速度は世界の異なる植生帯、海洋域によって同じなのか、

あるいは異なるのか。この課題に対して解答を与えることは、大気中の温室効果ガス濃度の将来

変化、それに伴う地球温暖化と気候変化、それによる人間を含む地球生態系への影響について、

より精緻な予測を可能にすることにつながる。これは同時に、温室効果ガスの削減目標の設定の

精緻化をも意味し、今後、人類が経験するであろう地球規模での温暖化対策の費用対効果の最大

化に貢献することとなる。 
 

3.2 炭素循環変動の早期検出の重要性 
 
ホットスポットと考えられる場所として、炭素蓄積量が特に大きい地域や、炭素吸収量が気候

変化の影響を受けやすい地域・対象が挙げられることが多い。それは、例えば、永久凍土（高緯

度）地域、陸域・海洋の CH4水和物（ハイドレート）、熱帯林地域、北方・熱帯の泥炭地、南大洋

である。 
炭素循環変動把握の研究によりホットスポットの所在について、より精緻な同定が可能となり、

さらにホットスポットにおける炭素循環の変動を早期に検出することが出来れば、気候変動影響

の直接的な証拠であり、国際社会に対する警鐘となるばかりでなく、温暖化対策の促進に大きく

貢献することとなる。ホットスポットに関しては、将来の気候変化に伴うものだけではなく、台

風や火災、洪水などの自然攪乱に起因するものや、大規模な植林や伐採など人間活動により引き

起こされる可能性もあり、それらの検出も重要な課題と考えられる。 
 

3.3 アジア・太平洋域の重要性 
 
日本の研究者コミュニティが対象地域として得意とするのがアジア・太平洋域であるという理

由だけではなく、ホットスポットとして重要視される永久凍土（高緯度）地域、熱帯林地域、北

方・熱帯の泥炭地などを含むという理由から、アジア・太平洋域は大きな関心が払われるべき地

域である。また、中国やインドなどの人口増大国、そのほか急速な経済発展を遂げつつある東南

アジア諸国を抱えており、人為起源排出量の予測という面からも重要な地域である。これらのこ

とから、わが国としてアジア・太平洋域に重点をおいた観測体制の構築を図り、高空間分解能モ

デルとの統合利用によりこの地域の炭素循環の変化を詳細に把握する手段をもつことは、アジ

ア・太平洋域の持続可能な発展を実現するために我が国が果たすべき役割の一つである。 
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4. データとモデルの統合利用における諸問題 
 
観測データとモデルの統合利用に関わる検討に必要となる基礎情報を、観測、フラックス推定、

データ・モデル統合利用、およびホットスポットについて巻末に資料１としてまとめた。以下で

は、データとモデルの統合利用の課題において、残されている問題の概要をまとめておく。 
 

4.1 長期観測の充実 
 
地球規模の環境問題である地球温暖化現象の特徴は、その主たる原因物質である CO2等の温室

効果ガスの寿命が長く、また地球システムの熱慣性のために、温室効果の具体的な影響が自然シ

ステムに現れるまでに時間がかかること、さらには、同様の理由で影響が現れてから対策を施し

たのでは手遅れになる可能性が極めて高いことにある。また、CO2 等の地球上での動態・変動メ

カニズムについて、依然としてその理解が不十分であり、とりわけ自然生態系が将来の地球温暖

化・気候変化のもとで、どのような応答を示すか、十分な精度で予測できるまでには至っていな

い。また、近年の観測網の充実により、対象によっては数年スケールでの現象（年々変動）など

は明らかになってきたが、それよりも長い時間スケールでの長期の変動・トレンドの検出までに

は至っていないことにも留意する必要がある。 
このことから、気候変化に対する海洋や陸域の炭素循環フィードバックの効果を含めて、観測

的に実態とメカニズムを明らかにすることが重要である。そのためにはさまざまな環境条件・気

候条件のもとでの挙動を明らかにする必要があることから、衛星、航空機、船舶、地上ステーシ

ョンなどの様々なプラットフォームを用いた、多様な要素の長期観測の充実を図ることが必須と

なる。これらは同時に、炭素循環変動の長期の変動・トレンドの検出を踏まえての、早期検出に

対しても必須の要件となる。 
なお、過去から現在までの数十年から数十万年スケールでの炭素収支の変動の実態を知ること

は、気候変動との相互作用を含めた炭素収支変動のメカニズムを理解する上で重要な知見となり

うることから、例えば、極域氷床上のフィルン空気（氷床上部の雪粒子の間に留まっている空気）

やアイスコアなどの解析手法を用いた研究の充実が望まれる。 
 

4.2 新しい観測手法の開発、データの品質保証・管理、早期提供 
 
炭素循環の解明においては、CO2 濃度を広域にわたって連続的に測定を継続することが重要で

あるが、それだけではなく各種の同位体比、酸素（O2）濃度の計測や、フラックスの直接測定、

人工衛星を利用した先端的な観測など、新しい観測手法を開発し、新しい情報を出来る限り取り

入れて、実態の把握・メカニズムの解明に役立てていくことが重要である。 
また、得られたデータの品質を保証することが極めて大事である。とりわけ、自動観測機器や

衛星搭載センサの発展により、大量のデータが取得できるようになったことから、データの品質

を、人手を介さずに自動的に評価し、データを選別して、データの品質を示す指標とともに、ア

ーカイブ（蓄積）していくようなシステムの確立が必要となっている。さらに、データ取得後、

データを必要とする機関が早期にデータを取得できるようにする上でも、このデータシステムの

構築は不可欠である。 
データの品質を、人手を介さずに自動的に評価できるようにするまでには、観測担当者（研究

者）の観測対象の現象に対する深い理解と洞察力に基づく経験を積み重ねて、アルゴリズムを開

発する必要がある。データシステムの構築に際しての研究者の参画と、当分の間、データシステ

ムの運用時における研究者の深い関与が必須である。 
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4.3 要素モデルの高度化 
 
炭素循環の理解を深める上では、大気輸送モデル、陸域植生モデル、土壌呼吸モデル、水・窒

素循環モデル、海洋循環モデル、海洋生態系モデル等々、さまざまの要素モデルが利用される。

また、人為起源の温室効果ガスの排出に関する情報も、ある意味では人為起源排出モデルと捉え

ることが出来る。これらのさまざまのモデルが、実態の再現性、異なる環境・気候条件での振る

舞いなどにおいて合理的かつ精度の高いものでなければならない。要素モデルの高度化のために

は、さまざまな条件下での種々の観測データが得られていることが必要であり、その観点から適

切な観測計画が立案・実施されなければならない。 
 

4.4 データとモデルとの統合利用の高度化 
 
現時点でも、また近い将来においても、さまざまな観測データの利用が期待される。通常行わ

れている世界の気象観測や気象衛星観測データは言うに及ばず、例えば、CO2、CH4、O2や、その

他の大気汚染成分、粒子状物質成分、同位体成分などに関する、多点の地上観測点におけるさま

ざまな連続観測データ、航空機や高高度タワーにおける観測データ、船舶を利用した多数の航路

での観測データ、さまざまな衛星観測データなど、極めて多様である。しかも、測定地点は固定

しているとは限らず、また測定時刻もさまざまである。こういった時間的にも空間的にも不均一

なデータを効果的にモデルに取り込み、各種のプロセスモデルのパラメータや排出・吸収量の空

間的・時間的変化を精度よく推定するための、効率的なデータ同化モデルの開発と利用が望まれ

る。他方、データ同化モデルは効率的で最適化された観測システムの構築に際しても有用な情報

を提供する。 
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5. 実施すべき研究テーマとロードマップ 
 
第 4 章では、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を実現するために必

要な基本的な研究課題は何かという観点から、4.1 長期観測の充実、4.2 新しい観測手法の開発、

データの品質保証・管理、早期提供、4.3 要素モデルの高度化、4.4 データとモデルとの統合利用

の高度化、について総論的に問題点を指摘した。 
地球上の炭素循環の把握においては、大気圏、海洋圏、陸圏などの各圏の間の炭素フラックス

（ある期間における正味の吸収排出量）をさまざまの空間スケール、時間スケールで評価する必

要がある。特に、ある程度の広がりを持つ空間スケールでの大気圏と海洋圏および陸圏（陸域生

態系）間の炭素フラックスの評価の手法は、トップダウンアプローチおよびボトムアップアプロ

ーチと呼ばれる手法に大別できる。 
トップダウンアプローチでは、大気中のガス濃度の空間分布とその時間変化を観測し、大気輸

送モデルを介して、海域あるいは陸域からのフラックス（ソース・シンク）の空間分布・時間変

化を算出する。ここでは、大気輸送モデルを用いたインバース（逆推定）モデル・データ同化モ

デルなどが用いられる。一方、ボトムアップアプローチは、海表面や陸域生態系における特定点

でのフラックスや周囲環境の直接測定をもとに、衛星観測データなどの補助データを用いてモデ

ル（プロセスモデルや経験モデル）を構築し、これらのモデルを介して、ある領域の海洋や陸域

生態系と大気圏との間のフラックスを評価しようとするものである。 
本章では、これらのアプローチを基礎として、データとモデルの統合化に関する研究テーマに

対応するための具体的な個別課題を提示する。 
それに先立ち、まず研究の全体像について述べる（図 5.1）。「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」の最終目標を「アジア・太平洋域を中心とした炭素循環変動の検出」

（図 5.1（エ））、「ホットスポットの特定および変化の検出」（図 5.1（オ））におく。そのための重

要な構成要素として、観測・解析技術であるところの「トップダウンアプローチの高度化」（図

5.1（ア））および「ボトムアップアプローチの高度化」（図 5.1（イ））と、それらが取り扱う空間

スケールのマッチングを含め、「両者の統合によるフラックス評価手法の高度化」（図 5.1（ウ））

を図ることが主要な課題である。さらに、これらを下支えするものとして「必要十分な長期観測・

評価システムの構築」が必要であり、その指針を提示する（図 5.1（カ））。 
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図 5.1「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」の全体像。 
 
なお、ここでは「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

ードマップ策定」を目的としており、これまでになされてきた関連研究の成果を踏まえつつも、

なすべき研究の全体像を描くために、他で実施されている研究課題との重複を敢えて排除するこ

とはしていない。 
 
5.1 トップダウンアプローチの高度化 
 
トップダウンアプローチに基づいて特定の領域や地域における温室効果ガスのフラックス（正

味の吸収排出量）を推定するためには、大気中の温室効果ガス濃度の空間分布とその時間変化に

関するデータ、大気中の物質輸送を正確に表現できる気象データおよび大気輸送モデルが必要と

なる。 
気象データに関しては、日本や欧米で再解析プロジェクトがいくつか実施済みあるいは実施中

であり、これらの再解析データを有効に活用することが重要である。 
大気輸送モデルに関しては、日本は複数の機関が複数の大気輸送モデルの開発を進めており、

マルチモデルアンサンブル実験によって輸送過程に起因する大気輸送モデルの計算結果の違いを

基に大気輸送に関する理解を深めやすい状況にある。 
温室効果ガスの観測データに関しては、これまで主としてフラスコサンプリング試料の分析や

連続測定機器による地上観測点における観測データや、数は限られるものの航空機による鉛直分

布観測データ、船舶による海洋上大気の観測データなどが用いられてきた。近年、長距離航路の

民間航空機（旅客機）を用いた観測により広範囲の上空データや空港周辺での鉛直分布データが

取得されるようになった。さらに、GOSAT 等の地球観測衛星に搭載した分光計による温室効果ガ

スカラム平均濃度推定が実現し、その他の現場観測データに比較して測定精度は劣るものの、全

球をカバーする大量のデータが取得されつつある。さらに 2014 年以降世界各国により複数の温室
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効果ガス観測衛星（GOSAT 後継機を含む）の打上げが計画されていることより、今後より多くの

衛星データが利用可能になると考えられる。また、地上 FTS 観測網による定点での CO2 や CH4

のカラム平均濃度観測も充実しつつある。 
これらの観測体制の充実や観測データの品質向上、さらにトップダウンアプローチへの適用の

ためのデータシステムの構築、大気輸送モデルの精度向上などを通じたフラックス評価の高度化

が今後の重要な課題として残されている。 
以下の個別課題に関するロードマップを図 5.2 に示す。 
 

5.1.1 GOSAT 等衛星によるプロダクトの高品質化と検証体制の強化 
 
GOSAT（後継機を含む）等の衛星による温室効果ガス濃度推定に関し、エアロゾルや薄い雲の

影響下における推定精度向上（ばらつき、バイアスの低減）に加え、太陽及び観測天頂角の大き

いデータ、視野内に厚い雲がある場合や信号対雑音比の低いデータといった今まで処理されなか

ったデータにも適用可能な推定アルゴリズムの検討・開発を行う。さらに、衛星により推定され

た温室効果ガス濃度を用いたトップダウンアプローチによるフラックス推定に関し、更なる精度

向上、濃度データや各種先験データの誤差に対する依存性の評価及びその軽減法、さらにはフラ

ックス推定の高分解能化（時間・空間）に関する研究等を進める。また、CO2の排出源特定に向

けた一酸化炭素濃度（CO）測定手法と解析手法の検討も急ぐ必要がある。 
さらに、衛星からの温室効果ガス濃度の導出精度の向上及び導出可能な地点の増加に伴い、検

証精度の向上や検証地点の拡充も求められつつある。これらに対応するためには新たな検証用観

測装置等の開発、新たな地点／新たな観測装置による検証観測の実施に関する研究、多様な検証

データを用いた検証解析手法の高度化といった検証高度化に関する研究を行い、それらの成果に

基づいて必要に応じて検証体制を強化する。 
衛星データをその他の観測データと同時に統合的に利用することで、フラックス推定精度の一

層の向上が期待される。 
 

5.1.2 地上、船舶、航空機等による観測の充実とデータ・プロダクトの品質保証 
 
東南アジア・南アジア等では地上観測点の空白域が多く残されており、アジア地域におけるフ

ラックス推定の大きな誤差要因となっていることから、これらの地域におけるフラスコサンプリ

ングネットワークと連続観測局の開設による温室効果ガス濃度やそれらの同位体比ならびに O2

濃度計測のための地上観測網の拡充を図る。また、アジア・オセアニア航路を航行する商船を利

用した温室効果ガス観測において、新たに多成分ガス連続観測システムの開発と観測を実施し、

人為起源と自然起源の分離を目指す。 
民間航空機に搭載できる温室効果ガス多成分連続測定装置の開発（および搭載承認取得と、次

世代型航空機に観測装置を搭載するための改修と承認取得）ならびに実運用を進め、広域に渡る

上空データと世界各地の空港周辺域の鉛直分布データの取得を行う。 
いずれの観測においても CO2濃度の測定においては WMO が定める 0.1 ppm 以内（南半球にお

いては 0.05 ppm 以内）の精度を保つ必要がある。 
 
5.1.3 大気輸送モデルとフラックス評価モデルの高度化 

 
トップダウンアプローチにおいて重要な役割を果たす大気輸送モデルについて、その高解像度

化・高精度化とともに、これらのモデルを用いたインバース計算手法の開発を行う。 
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データ同化計算時に得られる各種診断情報を利用し、モデルの改善につなげる。例えば、地上

および上空（航空機や CO2 カラム平均同度）の観測データを同時に同化した際に得られる状態修

正量の時空間構造を解析することで、積雲対流、前線の通過、境界層乱流などと関連する鉛直輸

送エラーについて考察し大気輸送モデルの改善につなげる。改善されたモデルは、トップダウン

計算に利用することでフラックス推定の精密化につながる。 
また、データ同化手法である 4 次元変分法（4DVar）やアンサンブルカルマンスムーサ（EnKS）

の改善を図る。この際、どの観測物理量を統合するのか、アウトプットとしてどのパラメータを

対象にするのか、アウトプットの時空間分解能はどの程度を目指すのか、そのために必要な最適

なデータ同化フレームワークはどのようなものであるべきか、について具体的な要求を明確化す

る。さらに、近年の観測データ量の急速な増加に対応し、モデルとの効果的な統合利用を可能に

するため、特に同化モデルにおけるモデルバイアスや観測代表性を適切に取り扱うスキーム、様々

なパラメータを同時に最適化する手法の開発などについて検討を行う。 
フラックス評価の際に使用する先験値データの大幅な改善と、不確実性の定量化を行う。先験

値は、主として陸域生態系に関するプロセスモデルや海洋表層の観測データ（あるいは海洋モデ

ル）、さらに森林火災などによる放出量の推定データ等で与えられるが、これらの不確定性は大き

いことから、本課題は後述のボトムアップアプローチの高度化と直接関係する。加えて、陸域生

態系や海洋表層と比較して推定精度が高いと考えられる人為起源（化石燃料燃焼、セメント生産、

および土地利用変化）による排出量に関しても先験値として用いられることから、一層の高精度

化を図る。 
火力発電所や大都市など大規模な人為起源排出源からの排出量や、自然あるいは人為的な森林

火災・泥炭火災による排出量の評価について、排出源に的を絞った直接的な測定に基づく評価、

あるいは正味排出量の推定値から自然起源排出（吸収）分の差し引きによる評価、全球大気輸送

モデルと領域大気輸送モデルを結合したダウンスケーリング解析システムによるメガシティスケ

ールでの高分解能排出量推定など諸手法の実現可能性の評価と実データによる検証を試みる。 
 

5.1.4 複数化学種・複数衛星搭載センサによる観測情報の同時利用 
 
炭素循環環境変動の把握において、CO2や CH4などの直接的な成分だけではなく、CO、オゾン、

窒素酸化物、OH ラジカルなどの関連物質の分布やその時間的空間的変動の情報は有効であり、

米国航空宇宙局（NASA）や欧州宇宙機関（ESA）による衛星観測プロジェクトなどから得られる

複数化学種の観測データとモデルとを統合利用するための方策を検討する。このためには、様々

な化学種の過程を含む数値モデルとデータ同化手法の開発が必要となると考えられる。 
また、温室効果ガスの同位体比や O2 濃度の観測結果を同時に解析することにより、輸送モデル

を使った解析とは独立したフラックス推定を行い、お互いの推定手法の評価・改善を進める。 
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図 5.2 「トップダウンアプローチの高度化」研究のロードマップ。 
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5.2 ボトムアップアプローチの高度化 
 
地球表層（陸域、海洋）における炭素循環は数多くのプロセスにより制御されていることから、

各種の環境条件や気候条件のもとで炭素の正味の吸収・放出量を実測により求め、個々のプロセ

スについての知見を深めてモデルを高度化するための研究を行う。また、実測は多くの場合、限

られた観測点でなされることから空間代表性に乏しいため、人工衛星による地表面状態の分布、

雲分布や、気象（再解析）データなどを援用して、広域にわたり高い空間分解能の吸収・放出量

を評価する（アップスケーリング）手法の高度化もあわせて行う。 
気候へのフィードバックに関与する陸域や海洋の炭素循環プロセスは数多くあるが、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を早期に実現するために、特に緊急に取り組

むべき優先度の高い課題を陸域と海洋に分けて以下に記すとともに、個別課題に関するロードマ

ップを図 5.3 および 5.4 に示す。 
 

－陸域におけるボトムアップアプローチの高度化－ 
 
5.2.1 陸域の炭素循環に及ぼす水循環・土壌乾燥化、窒素循環等の各種プロセスの把握 

 
炭素循環に及ぼす水循環の変化（土壌乾燥化等）の影響を考慮したプロセスモデルの高度化、

および炭素や窒素（栄養塩）の水平輸送を考慮した流域圏での広域評価（例えば森林土壌から河

川への溶存有機物の流出、沿岸域の生態系に対する影響評価等）の手法開発を行う。これまでに

も各種プロセスの把握とモデルの高度化は観測点のスケールでは行われてきたが、陸域のホット

スポットにおける変化の早期検出に向けて、流域圏スケールや大陸スケールで観測データを利用

したプロセスモデルの開発・検証を実施した例は限られている。広域かつ長期での炭素循環変動

把握に資する新たな視点でのアップスケーリング手法の高度化が求められる。同時に、陸域の炭

素および窒素循環の広域評価に向けた観測手法の標準化とアジアにおける炭素・窒素動態のデー

タベース整備、CO2以外の含炭素化合物の動態把握を行う。 
 

5.2.2 CH4フラックス観測手法改良とネットワーク強化によるフラックス検証 
 
応答速度が速く、従来に比べて野外でも安定に CH4濃度を連続測定できる分析計の改良が進ん

だことにより、渦相関法（オープンパス型）、簡易渦集積法などにより陸上で CH4 フラックスを

長期観測する観測点の数が増え、データの蓄積が始まっている。N2O についても分光学的手法に

より安定して連続測定を行うことのできる分析計の開発が進められている。こうした背景の下、

アジア太平洋域における CH4および N2Oフラックスの観測サイト情報と既存のデータ収集を開始

し、特に CH4フラックスについては観測手法標準化の方針を定める。CO2 と CH4を同時に用いた

トップダウンアプローチ・ボトムアップアプローチの統合に向けて、アジア太平洋域において CO2

に比べて遅れている CH4フラックスの時空間変動を把握するための統合解析（サイト間比較研究）

を実施する。 
 

5.2.3 陸域の現地観測データに基づく広域評価と長期変化予測の高度化 
 
陸域の熱・水・CO2フラックスやバイオマス等の現地観測データを多地点で収集し、複数の統

計的手法または簡易モデルによる広域化を行い、その結果に含まれる不確実性の評価と地上観測

点の空間代表性の評価を行う。ここで高度化される広域評価手法は、今後長期にわたりアジア太
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平洋域における炭素循環変動の変化の検出を可能にするものであり、かつトップダウンアプロー

チ・ボトムアップアプローチの直接比較を行うため空間スケールのマッチングを考慮したものと

する。また、得られた現地観測データと知見に基づき、全球規模で植生の長期的な動的変化を予

測するための動的全球植生モデル（DGVM）の高度化を行う。 
 

 

図 5.3 「陸域におけるボトムアップアプローチの高度化」研究のロードマップ。 
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－海洋におけるボトムアップアプローチの高度化－ 
 
5.2.4 海洋表層観測データの高品質化とデータ早期提供システムの構築 

 
現時点で収集可能な海洋表層観測データ（CO2分圧（pCO2）、栄養塩、水温、塩分など）を解析

し、海洋における炭素循環を制御する要因を特定する。そのために、研究観測船や民間定期航路

貨物船等の利用を促進し、観測空白域における海洋の観測網・観測頻度・観測項目の拡充を図る。

観測データの統一的な品質保証・管理手法を開発するとともに、これらのデータの早期提供シス

テムを構築する。 
 

5.2.5 海洋表層と大気の CO2交換の広域評価手法開発とその不確実性評価 
 
現時点で収集可能な海洋表層観測のデータ（pCO2、栄養塩、水温、塩分など）に基づき、複数

の統計的手法またはプロセスモデルによって海洋上 CO2フラックスを推定する手法の精緻化、広

域化を行う。複数の手法による相互比較を行い、不確実性の評価と観測点の空間代表性について

の検討を行う。得られたデータおよび知見に基づき、海洋からの CO2フラックス評価手法の改良

を行う。 
 

5.2.6 海洋プロセスモデルの高度化と将来予測高精度化 
 
海洋生物地球化学・大循環モデルから計算された海洋上 CO2フラックスについて、pCO2 観測か

ら推定された海洋フラックスの気候値や経験的モデルからのフラックス、さらには海洋インバー

ス計算、大気インバース計算からのフラックス推定値と季節変動や経年変動についての比較を行

う。海洋生物地球化学・大循環モデルによって推定される pCO2は、モデルの解像度、生物地球化

学過程、海洋表層での外的要因によって異なるが、これらが海洋炭素循環に及ぼす感度について

評価し、将来予測の高精度化を行う。 
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図 5.4 「海洋におけるボトムアップアプローチの高度化」研究のロードマップ。 
 
 
5.3 トップダウンアプローチ・ボトムアップアプローチの統合によるフラックス評価

手法の高度化（Carbon Tracking System の構築） 
 
従来、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチのそれぞれによる評価は広く試みら

れてきたものの、対象とする領域の大きさの違いや空間分解能の違いに起因して、両者を統合し

た解析は十分には行われて来ていない。トップダウンアプローチやボトムアップアプローチに含

まれる様々な手法による結果の比較を通して、様々な空間スケールにおけるフラックスの不確実

性の評価を行うことができる。さらに、各手法から得られる知見を統合的に解釈することにより、

これまで重要視されなかった素過程の推定などの新たな炭素循環への知見を与える可能性を含ん

でいる。一方で、ボトムアップアプローチによる不確定性が大きな場所では、トップダウンアプ

ローチでも利用可能な観測データが不足している場合が多くあることに注意が必要である。そこ
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で、本課題ではトップダウンアプローチとボトムアップアプローチの統合による空間スケール別

のフラックス評価手法の高度化および検証のための研究を行う。この際、これまでほとんど無視

されてきた陸域内の水域（河川・湖沼・地下水等）を通した炭素)循環の寄与についても検討の対

象とする。なお、ここでは CO2を中心に、実現可能性があれば CH4についても、検討することと

する。 
個別の課題に関するロードマップを図 5.5 に示す。 
 

 
 
図 5.5 「トップダウンアプローチ・ボトムアップアプローチの統合によるフラックス評価手法の高度

化（Carbon Tracking System の構築）」研究のロードマップ。 
 
5.3.1 トップダウン、ボトムアップの比較を通したフラックス評価手法の高精度化 

 
特定の観測サイト領域(集中観測領域)、地域・全球レベルでトップダウン及びボトムアップによ

るフラックス推定の結果を詳細に比較・検討し、トップダウン／ボトムアップ双方の課題の抽出

／改善方法の検討を行う。この際、検証の方法について検討する。 
また、濃度などモデル予報変数の比較・検証、プロセスに踏み込んだモデルの比較・検証、モ
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デル計算をもとにした観測網の最適化やデータ品質管理の実施など、今後有効となる観測データ

とモデルの統合利用手法に関して、想定される課題を抽出する。 
 

5.3.2 統合システムによるフラックス評価手法の高精度化 
 
国内複数の研究機関の協力により、さまざまの観測データとトップダウンアプローチ・ボトム

アップアプローチの手法を組み合わせて、全球の炭素収支、特にアジア太平洋域の炭素収支をよ

り高精度で評価することのできる統合システム（Carbon Tracking System）を構築する。これまで

にも、トップダウンアプローチに基づき、米国海洋大気庁（NOAA）が主に北米を対象として地

表面の炭素収支を推定する解析システム（CarbonTracker）を開発し定常的に運用しているほか、

韓国気象研究所がそれをアジアに応用した例（CarbonTracker-Asia）、日本の気象庁の定常運用など

の例がある。 
一方、ここで構築を提案する Carbon Tracking System は、従来のトップダウンアプローチの利

用にとどまらず、アジア太平洋域における独自の観測データをできる限り早期に利用すること、

アジア太平洋域のボトムアップアプローチによる炭素収支の結果を活用し空間的により詳細化す

ること、データ同化モデルの活用により各種の陸域・海洋モデルのパラメータの動的推定により

システムを同時最適化する方法を開発することなど、より高度な機能をもたせ、特にアジア太平

洋域の炭素収支をこれまでにない高い精度で評価できるものとする。 
 

5.4 アジア・太平洋域を中心とした炭素循環変動の検出 
 
開発された Carbon Tracking System により、気候変化の影響を受けて炭素収支の変化が起こり

やすいと予想される地域（例えばユーラシア大陸北方地域や東南アジア）において、CO2と CH4

の収支の年々変動や長期的な変化をこれまでにない確度で検出する。研究期間終了後もアジア太

平洋域の炭素収支評価を長期的に継続することをめざし、それに必要な国内の機関間連携やデー

タ収集の仕組みを整備する。 
個別の課題に関するロードマップを図 5.6 に示す。 
 

5.4.1 アジア太平洋域における地域別炭素収支の評価とその変化の検出 
 
アジア太平洋域において炭素収支の現状を地域別に評価し、炭素収支の変化を早期に検出する。

例えば、ユーラシア北方地域の植生変動と CO2や CH4収支の関係、東南アジアにおける火災頻度

の変化と CO2や CH4大規模放出の関係、人為起源排出量の急増している国を対象とした排出量の

経年変化などを対象として地域別に調査する。また、炭素収支の変化を引き起こす要因を特定し、

変化のメカニズムを解明する。 
 

5.4.2 将来拡張すべき Carbon Tracking System の新機能の開発 
 
アジア太平洋域における炭素収支の評価精度を向上するために将来必要となる新しい機能を検

討し、Carbon Tracking System に導入するための手法を開発する。例えば、アジア太平洋域で炭素

収支の変化が特に大きい地域を対象として高い時空間分解能で評価を行う手法の開発、全球規模

で CH4や CO、オゾン、窒素酸化物、OH ラジカルなどの３次元観測データを整備し Carbon Tracking 
System に化学反応をも導入するための手法の開発を行う。また、全球規模で長期的に起こる植生

の変化を組み込むための DGVM を導入する手法の開発などを検討する。 
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図 5.6 「アジア・太平洋域を中心とした炭素循環変動の検出」研究のロードマップ。 

 
 
5.5 炭素循環変動検出のためのホットスポットの特定および変化の検出 

 
ホットスポットは、大規模な炭素蓄積域（炭素リザーバー）や大きな炭素吸収源でありながら、

気候変化や土地利用変化の進行の影響を受けやすく、将来において大きな温室効果気体放出源と

なりうる地域である。これらのホットスポットをあらかじめ特定し監視を続けることは、気候変

化による炭素循環変動の兆候をいち早く検出することにつながる。これは、気候政策担当者が科

学に基づいた緩和・適応策の策定を行うのに役立ち、大きな政治的インパクトを与えることとな

る。したがって、ホットスポットの可能性のある地域を的確に把握しておくとともに、その変化

を早期に検出できるだけの手法やモニタリング体制を確立しておくことが必要である。 
個別課題に関するロードマップを図 5.7 に示す。 
 

5.5.1 ホットスポットの特定 
 
過去および今後取得される衛星観測データ、地上観測データなどの解析や、プロセスモデルに

よる感度解析などを通して、ホットスポットを特定する。さらに未知のホットスポットを探索す
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る手法の検討を行う。 
ホットスポットの可能性のある地域としては以下の地域が挙げられる。 
 
・高緯度で温暖化の影響が大きいと予想される陸域、特に、生育期間伸長に伴う CO2吸収量増

加、夏季乾燥化による CO2 吸収量低下、大規模森林火災による CO2・CH4放出量の増加、水

循環の変化とその生態系への影響が強い地域、融雪早期化によるアルベド変化のみられる地

域、凍土の融解とそれに伴う土壌からの CO2・CH4放出増加のみられる地域など 
・アジア・オセアニア低緯度地域では、気候変動、特に El Nino に伴い数年に一度程度の頻度で

強い旱魃の起こる地域、土地利用変化や森林火災の影響の大きい地域、泥炭中の有機物分解

による CO2・CH4放出量の増加のみられる地域など 
・ユーラシア中高緯度地域では、凍土の融解による CH4の放出が予想される地域、降水量の空

間分布に長期変化が見られる地域、土壌乾燥化または湿潤化の進んでいる地域、それに伴い

植生の生育限界（森林域から草原、草原から砂漠化）や農業適地の限界が変化している可能

性のある地域など 
・海洋においては、世界規模では氷河融解による淡水化が海洋大循環・深層循環を変化させる

可能性のある地域、またアジア太平洋域を中心に、インドネシア海洋大陸における熱・水蒸

気輸送に変化がみられる地域、CH4ハイドレートの存在する地域など 
 

5.5.2 ホットスポットでの変化の早期検出 
 
上記 5.5.1 の研究成果をもとに、現地観測あるいは衛星観測により、ホットスポットの種類や大

きさ、過去データの蓄積、現地へのアクセスや現地観測サイト維持に関する制約等を考慮した、

観測方法の選択／組み合わせや技術開発・検証、定常的な観測への移行準備を行うための研究を

行う。 
このため、観測データとモデルの統合利用によるホットスポット早期検出可能性の検討や準リ

アルタイムデータを用いたプロセスモデルによるホットスポット早期検出可能性の検討を行う。 
 

5.5.3 ホットスポットの将来予測と全球・地域スケールでの気候への影響評価 
 
特定されたホットスポット（CO2・CH4）について、特に詳細なモデル化を行い、プロセスモデ

ルおよび地球システムモデルに組み込む。プロセスモデルに関しては、気候予測シナリオなどを

入力することによってホットスポットに関する将来予測を行い、その結果を踏まえてホットスポ

ットの変化による陸・海洋の炭素蓄積量などの変化を推定する。地球システムモデルに関しては、

炭素循環の変化に加えて、気候予測（陸・海洋の変化）への影響を推定する。さらに、人為・自

然の攪乱による土地利用・地表面被覆の変化が全球・地域レベルでの気候変動に与える寄与を推

定する 
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図 5.7 「炭素循環変動検出のためのホットスポットの特定および変化の検出」研究のロードマップ。 
 
 
5.6 必要十分な長期観測・評価システムの構築に関する指針 

 
炭素循環変動の把握やホットスポット変化の早期検出において、モデルとの統合利用に供される

観測データ（衛星による全球観測を含む）が、必要な地点で、十分に長い期間、必要な頻度で、

継続的に取得されることが前提となる。さらに、これらの観測データはモデル計算に導入され、

準リアルタイムで自動的に計算結果として出力され、研究者だけでなく環境行政の担当者や国民

一般に配信されるような統合データ利用システムの構築を目指す。すでに、文部科学省が進めて

いるデータ統合・解析システム（DIAS）等との統合を視野に入れる必要がある。 
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図 5.7 「炭素循環変動検出のためのホットスポットの特定および変化の検出」研究のロードマップ。 
 
 
5.6 必要十分な長期観測・評価システムの構築に関する指針 

 
炭素循環変動の把握やホットスポット変化の早期検出において、モデルとの統合利用に供される

観測データ（衛星による全球観測を含む）が、必要な地点で、十分に長い期間、必要な頻度で、

継続的に取得されることが前提となる。さらに、これらの観測データはモデル計算に導入され、

準リアルタイムで自動的に計算結果として出力され、研究者だけでなく環境行政の担当者や国民

一般に配信されるような統合データ利用システムの構築を目指す。すでに、文部科学省が進めて

いるデータ統合・解析システム（DIAS）等との統合を視野に入れる必要がある。 
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5.6.1 観測のオペレーショナル化（標準化、品質管理を含む） 
 
大気中温室効果ガスの観測、海洋表層 pCO2観測、陸域のフラックス観測については、アジア太

平洋域における炭素収支の広域かつ長期的な把握を支える重要な基盤として、観測の空白域を低

減するための新たな観測点（観測域）を設定し運用開始すると同時に、既存の観測についてはさ

らなる省力化・自動化を図ることが必要不可欠である。 
これらの観測を長期的に運用可能な基盤として整備するために特に必要なものは、各種観測手

法の標準化と定期的な比較観測の実施、標準ガスの比較・校正、新たに開発される測器や新規観

測技術の試験と各観測点への普及支援、遠隔地にある観測点等からのオンラインデータ回収の技

術整備、データ品質管理を安定かつ短時間で行うしくみの整備、データベース整備とデータ流通

促進（統合解析やモデル比較実験等へのデータ提供支援を含む）、新たな観測点や観測グループ（特

にアジア諸国）への技術支援などである。 
とりわけ、ボトムアップ研究では国外での現地観測、しかも長期的な観測研究が不可欠であり、

海外の研究者の継続的な協力体制や、データの交換、モデルの相互比較などのための仕組み作り

が必要である。 
 

5.6.2 多様な観測データの収集・保存・提供、統合の枠組み構築 
 
統合データ利用システムの構築に向け、地球温暖化分野、特に炭素循環変動把握に関わる観測

を実施した組織、個人が保有したままになっている各種観測データの所在を確認しインベントリ

として取りまとめた上、可能な範囲でデータそのものを収集し、メタデータとともに統合利用に

適した統一された様式（単位系、メッシュサイズ、ファイルフォーマット等）に変換したデータ

を長期保存する枠組みを整える。また統合データ利用システム等に対し、適切なタイミングと方

法でデータを供給する機能の整備を行う。 
各種データの統合利用を目的とした大規模システムとして、文部科学省が進めている DIAS（デ

ータ統合・解析システム）等が既に存在するが、個々の観測担当者自らがこれらの大規模システ

ムにデータを直接入力することは現状では容易ではない。このため、これらの大規模システムと

個々の観測担当者または各分野で運用されているデータベースとをつなぐインターフェースの開

発が求められる。 
一方、炭素循環変動把握を主目的として、高度化された炭素収支評価モデル（全球、アジア・

太平洋域）と合わせて各種データ（４次元）の統合データ利用システム（Carbon Tracking System）

を整備、運用する。 
 

5.6.3 「観測システムシミュレーション実験」による最適化された観測体制の提案 
 
炭素循環変動の把握やホットスポット変化の早期検出に必要十分な観測データ（観測点、観測

頻度、観測項目など）を収集するための、衛星観測を含む観測体制（ネットワーク）の最適化設

計を行う。特に、大気・海洋・陸域における現状の観測点（観測域）で得られるデータに基づく

炭素収支評価の精度限界、観測空白域の解消がもたらす精度向上の定量評価、さらに最適かつ現

実的な観測体制の提案を行うため、「観測システムシミュレーション実験」を実施する。 
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5.6.4 プロセスモデルの改善効果評価のための地球システム統合モデルのコミュニティモデ

ル化 
 
気候と炭素循環の間のフィードバック効果を含むモデル（地球システム統合モデル）による温

暖化予測において、様々な観測データを適用して改善された陸域・海洋のプロセスモデルが地球

温暖化予測に与える影響を容易に評価するため、地球システム統合モデルのコミュニティモデル

化（フレームワークの構築）を行う。この際、文部科学省が実施している「気候変動リスク情報

創生プログラム」等との連携を図る。 
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6. おわりに 
 
本報告書では、平成 24 年度環境省環境研究総合推進費 RFa-1202「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策定」研究のひとつの成果として、

環境行政・気候政策立案に貢献するための炭素循環研究の進め方に係る検討結果を取りまとめた。 
人為的な起源から排出された主要な温室効果ガスである CO2 が、さまざまな気候条件、環境条

件のもとで、どのように大気、海洋、陸域に配分され、分布・蓄積されていくのかを正確に評価

しモデル化すること、また、炭素循環のいわゆる「ホットスポット（地球温暖化に伴う気候変化

を原因として、炭素循環機構に変化をもたらし、さらにそれが地球温暖化を加速させる可能性の

ある地域など）」の微小な変化を早期に検出し世界に向けて発信することは、地球温暖化問題の効

果的な解決にむけた国際的な環境政策に対するわが国からの重要な貢献となる。本報告書で提案

する研究ロードマップは、これらの目的達成のために炭素循環変動の把握を可能にするモニタリ

ング・評価システムの構築を目指すものである。 
一方、このようなモニタリング・評価システムの構築は、領域別、国別の正味の吸収排出量や

大都市圏・固定大規模発生源からの排出量のモニタリングや、REDD+に関係する森林域における

炭素収支の評価に用いられる可能性を有しており、環境行政にとって重要な貢献となり得る。わ

が国の置かれている地理的、地政学的な観点からも、わが国としてはアジア・太平洋域を主たる

対象として、科学的な情報を発信していくことが、国際的な環境政策を進めて行く上で極めて重

要と考えられる。 
例えば、数年に一度、自然現象として発生するエルニーニョ期間中に、熱帯地域で頻発する森

林火災に伴う CO2の発生量は、種々の方策で保全される森林からの CO2 の発生量削減の効果を相

殺してしまうとも見積もられている。これは、化石燃料の消費や人為的な土地利用変化などによ

る CO2の発生量を正確に見積もることと同時に、自然による CO2の吸収・排出の実態を科学的に

把握すること、当該分野の研究を総合的に推進することの重要性を端的に示す一例と言える。 
このたび策定された「炭素循環変動把握のための研究ロードマップ」が、わが国における当該

分野の研究の一層の推進の基礎となることを期待するものである。 
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略語一覧 

 
4DVar (Four dimensional variational data assimilation) 
ADMIP (Asian Drylands Landsurface Process Model Intercomparison Project) 
AIRS (Atmospheric Infrared Sounder) 
ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
APN (Asia-Pacific Network for Global Change Research) 
Aqua (EOS PM-1) a multi-national NASA scientific research satellite 
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) 
BAIM (Biosphere-Atmosphere Interaction Model) 
BEAMS (Biosphere Model integrating Eco-physiological and Mechanistic Approaches using Satellite 

Data) 
Biome-BGC (BioGeochemical Cycles) 
CarbonSat (Carbon Monitoring Satellite) 
CASA (The Carnegie Ames Stanford Approach) 
CDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis Center) 
CFC (Carbon Fiber Reinforced Carbon) 
CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for Trace gases by Airliner) 
DGVM (Dynamic Global Vegetation Model) 
DIAS (Data Integration and Analysis System) 
ECMWF (The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) 
EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research) 
EnKS (Ensemble Kalman Smoother) 
ENVISAT (Environmental Satellite) 
ESA (European Space Agency) 
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
FLUXNET: a global network of micrometeorological tower sites 
FTS (Fourier Transform Spectroscopy) 
GAW (The Global Atmosphere Watch) 
GCOS (Global Climate Observing System) 
GCP (The Global Carbon Project) 
GEO (Group on Earth Observations） 
GEOSS (The Global Earth Observation System of Systems) 
GFED (Global Fire Emissions Database) 
GLAS (Geoscience Laser Altimeter System) 
GOSAT (Greenhouse Gases Observing Satellite) 
GRENE (Green Network of Excellence) 
IAGOS (In-Service Aircraft for the Global Observing System) 
ICESat (Ice, Cloud, and Land Elevation Satellite) 
ICOS (Integrated Carbon Observation System) 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
JASMES (JAXA Satellite Monitoring for Environmental Studies) 
JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) 
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LBA (The Large-Scale Biosphere - Atmosphere Experiment in Amazonia) 
LPJ-DGVM (Lund-Potsdam-Jena Dynamic Global Vegetation Model) 
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 
MsTMIP (The Multi-scale Synthesis and Model Intercomparison Project) 
NACP (The U.S. North American Carbon Program) 
NASA (National Aeronautics and Space Administration) 
NEMURO (North Pacific Ecosystem Model for Understanding Regional Oceanography) 
NICAM (Nonhydrostatic Icosahedral Atmosphere Model) 
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 
OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory 2) 
ODIAC (Open source Data Inventory of Anthropogenic CO2 emission) 
OFES-NPZD (Ocean general circulation model For the Earth Simulator - 

Nutrient-Phytoplankton-Zooplankton-Detritus) 
ORCHIDEE (Organizing Carbon and Hydrology In Dynamic Ecosystems) 
OTTM (Ocean Tracer Transport. Model) 
PALSAR (Phased Array L band Synthetic Aperture Radar) 
QSCAT (Quick Scatterometer) 
REDD (Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation) 
SAM (Southern Annular Mode) 
SAR (Synthetic Aperture Radar) 
SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) 
SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Chartography) 
SEIB-DGVM (Spacialy-Explicit-Individual-Base Dynamic-Global-Vegetation-Model) 
SOCAT (The Surface Ocean CO2 Atlas) 
SPOT (Satellite Pour l'Observation de la Terre) 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 
TanSat (Chinese Carbon Dioxide Observation Satellite Mission) 
TANSO-FTS (Thermal And Near infrared Sensor for carbon Observation - Fourier Transform 

Spectrometer) 
Terra (EOS AM-1) a multi-national NASA scientific research satellite 
TM5 (Global Chemistry Transport Model, Tracer Model 5) 
TransCom (The Atmospheric Tracer Transport Model Intercomparison Project) 
UEA (University of East Anglia) 
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) 
VISIT (Vegetation Integrative Simulator for Trace Gases) 
WDCGG (World Data Centre for Greenhouse Gases)  
WMO (World Meteorological Organization) 
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資料 1. 基礎情報 
 
1.1 観測（全球、アジア・西太平洋域） 

 
1.1.1 大気中温室効果ガス（CO2、CH4、CFCs、N2O、地上オゾンなど）および関連ガス（CO、

NOx、SO2、VOC など）の濃度の直接観測 
 
(1) 地上固定点 
世界気象機関（WMO）の全球大気監視（GAW）プログラムの下に設立された温室効果ガス

世界資料センター（WDCGG）は、地上観測点や海洋観測などにより測定された大気中温室効

果ガス（CO2、CH4、CFCs、N2O、地上オゾンなど）および関連するガス（CO、NOx、SO2、VOC
など）の濃度データをとりまとめている。WDCGG によると、図のように地上の固定観測点の

ほとんどは北半球に位置しており、空間的な偏りがあることがわかる。特にアフリカ、南米、

シベリア、インドなどの強い放出源・吸収源が存在する地域が観測の空白域になっていること

が大きな問題とされている。海洋上では濃度の空間的変動の幅は小さいが、大気・海洋間のガ

ス交換において重要なペルー沖などの海洋湧昇域での観測がいまだに実施されていない。現行

の固定観測点では、ほとんどの地点で、大気をフラスコなどの密閉容器に採集し、実験室に持

ち帰って分析を行うサンプリング法で観測が実施されている。一方、高い時間分解能で温室効

果ガスや関連ガスの輸送過程を解明するには、観測点に分析計を設置して常時測定を行う連続

測定が有効であるが、連続測定を実施し WDCGG 等にデータを提供している観測地点の数は限

られている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WDCGG に温室効果ガスと関連ガスのデータ提供している観測点．赤丸が固定観測点を示す。

（http://ds.data.jma.go.jp/gmd/wdcgg/） 
 

(2) 船舶 
船舶を利用した大気中温室効果ガスと関連ガスの観測には、主に研究目的で行われるキャン

ペーン航海による不定期な観測と、季節変化または経年変化を捉えることを目的として行う定

期観測がある。不定期に行われる観測の回数は多いが、海洋上での温室効果ガスの時間・空間

的な変動を捉え、その要因を解析するには、定期観測のデータが不可欠である。定期観測には、
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観測専用船を使った航海観測と、定期貨物船の協力を得て実施する観測とがある。前者には、

気象庁気象研究所が太平洋上東経 137 度線上で実施している観測をはじめ、欧米の観測機関が

定点での観測を定期的に実施している例がある。また、各国が南極観測船を利用して定期観測

を実施する場合も多い。貨物船の協力を得て実施する定期観測には、国立環境研究所や東北大

学が実施している日豪および日米航路、米国海洋大気庁（NOAA）が実施しているニュージー

ランド航路での観測、英イーストアングリア大学（UEA）による大西洋航路の観測などがある。 
 
(3) 航空機 
航空機をチャーターして行う大気中温室効果ガスの観測としては、NOAA が米国内の 15 ヶ所

あまりで実施しているサンプリング観測網が最も観測点の多い例として挙げられる。欧州も、

欧州における温室効果ガスの収支把握を目的として計画された統合炭素観測システム（ICOS）
プログラムの一環として、２ヶ所での航空機観測を実施している。国立環境研究所では、1993
年よりシベリア上空での定期的なサンプリング観測を実施している。また、東北大学が 1970 年

代から実施している日本上空での観測は、上空大気中での CO2濃度の観測としては世界最長の

記録をもつ。こうした従来の観測に加え、2005 年より日本の Comprehensive Observation Network 
for Trace gases by Airliner (CONTRAIL)プロジェクトが民間航空機の機上で連続して CO2 の観測

を実施するようになり、上空の観測データが飛躍的に増加した。CONTRAIL は、日本航空が運

航する５機の航空機に CO2の連続測定装置と自動大気サンプリング装置を搭載して上空大気中

の 温 室 効 果 ガ ス や 関 連 ガ ス を 観 測 す る プ ロ ジ ェ ク ト で あ る

（http://www.cger.nies.go.jp/contrail/）。欧州の In-Service Aircraft for the Global Observing System 
(IAGOS)プロジェクトでも、民間航空機の機上で CO2等の温室効果ガスを観測する計画である。 

 

 
CONTRAIL プロジェクトによる大気中温室効果ガス等の観測経路。 

（http://www.cger.nies.go.jp/contrail/） 
 

(4) 衛星 
衛星による大気中の温室効果ガス観測濃度の観測は、熱赤外域（温室効果ガス観測技術衛星

（GOSAT）の場合は 6〜14μm）の観測と短波長赤外域（GOSAT の場合は 0.7〜2.1μm）の観測

に大別される。また観測方向については、衛星から地心方向を観測する場合（主に太陽光の地

表面からの反射や大気・地表面からの熱放射を観測）と、衛星から大気縁辺域方向を観測する

場合（主に大気を透過して来た太陽光を観測）の２種類に分けられる。ただし対流圏下部の全
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球温室効果ガス観測としては、事実上短波長赤外域の地心方向観測に限定される。 
短波長赤外域の地心方向観測の代表例としては、欧州宇宙機関（ESA）の Environmental Satellite 

(ENVISAT)（運用期間：2002 年〜2012 年）に搭載されたセンサ Scanning Imaging Absorption 
Spectrometer for Atmospheric Chartography (SCIAMACHY)や、わが国の GOSAT（運用期間：2009
年〜2014 年）に搭載された温室効果ガス観測センサ（TANSO FTS）がある。これらのセンサで

は全球の CO2、CH4のカラム量、カラム平均濃度が算出されている。また将来計画としては米

国航空宇宙局（NASA）の Orbiting Carbon Observatory 2 (OCO−2)（運用期間：2014 年〜2017 年）

や中国の Chinese Carbon Dioxide Observation Satellite Mission (TanSat)（打上げ：2015 年）、ESA
の Carbon Monitoring Satellite (CarbonSat)（2019 年〜2023 年）がある。なお CarbonSat は CO2、

CH4 を観測対象とするが、OCO-2 や TanSat は CO2 のみを対象とする。 
 

 

 

  

 
（上図）SCIAMACHY による全球 CO2カラム平均濃度図の例（2005 年 7〜9 月）。 

（http://www.iup.uni-bremen.de/sciamachy/NIR_NADIR_WFM_DOAS/wfmd_CO2v1_figs_2005.html） 
 

（下図）GOSAT TANSO FTS による全球 CO2カラム平均濃度図の例（2010 年 7 月）。 
（https://data.gosat.nies.go.jp/GosatBrowseImage/browseImage/fts_l2_swir_co2_gallery_ja.html） 
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1.1.2 フラックス（大気-陸域生態系、大気-海洋） 
 

(1) 陸域直接観測 

1990 年代以降、各地の陸域生態系の上で微気象学的方法により熱・水・CO2フラックスの長

期連続観測を行うことができるようになった。現在では世界規模の観測ネットワーク

（FLUXNET）が観測点情報の収集、観測法の標準化、データ品質管理法の開発などを推進して

いる。世界に観測点が 500 地点以上あり、データベース整備が進んでいる(Luyssaert et al., 2007)。

しかしながら、依然として、中央アジア・アフリカ・オーストラリア等の半乾燥域、南・東南

アジアなどの熱帯・亜熱帯、シベリアなどの観測の空白域が残されている。また、観測手法の

標準化は進展しつつあるものの、観測点ごとのフラックスの観測誤差は、短い時間スケール（30

分毎）ではおおよそ 20～30%程度（熱収支残渣による類推）、年間炭素収支の値で ±100 gC m-2 

程度のオーダーと予想される。 

 

 
 

陸域生態系における熱・水・CO2収支の観測点ネットワーク。（FLUXNET: http://fluxnet.ornl.gov） 

 

(2) 海洋直接観測 

観測専用船による海洋表層 CO2分圧（pCO2）観測の歴史は長く、日、米、欧の研究機関が定

点での観測データを積み重ねているが、季節変化を導出するまでには至っていない。一方、日

本による太平洋路線と英国による大西洋路線では定期貨物船を使った高頻度観測が実施されて

いる。最近では定置ブイを使った観測も行われており、時間分解能の高いデータが所得できる

ようになり、大気－海洋間の CO2交換量の空間分布や季節変化推定に向けた研究に生かされて

いる。いずれの観測においても、北半球に比べて南半球のデータが明らかに少ないのが現状で

ある。 
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太平洋航路貨物船の協力を得て国立環境研究所が実施している海洋表層 CO2観測の経路の例。 

（Pyxis 号, 2002-2011 年）（http://soop.jp/） 
 

1.1.3 陸域植生分布 
 

全球や広域の陸域植生分布については、光学センサやマイクロ波を利用した合成開口レーダ

（SAR）を搭載した衛星による調査が進められている。 

光学センサによる広域スケールの観測からは、米国 NOAA 衛星シリーズに搭載されたセンサ

Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)（1978 年〜現在; ただし 1981 年以降のデータ

が広く利用されている）や NASA Terra (EOS AM-1)（1999 年〜現在）及び Aqua (EOS PM-1)（2002

年〜現在）衛星に搭載されたセンサModerate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)、Satellite 

Pour l'Observation de la Terre (SPOT) 衛星に搭載されたセンサ VEGETATION（1998 年〜現在）等中

空間分解能衛星データが広く利用されている。例えば、土地被覆分類や植生指標などが代表的な

例である。これらのデータは、近年の気候変動を含む地球環境変動による全球スケールでの陸域

生態系の変化の検出に利用されている(例: Myneni et al., 1997; Nemani et al., 2003; Zhao and Running, 

2010)。特に NOAA/AVHRR から得られた植生指数データに関しては、過去 30 年分のデータの蓄

積があり、地球環境変動に応答する植生変動の把握に広く利用されている(例: Xu et al., 2013)。ま

た、Terra 衛星・Aqua 衛星に搭載された MODIS センサや SPOT 衛星に搭載された VEGETATION

センサについては、従来の AVHRR に比較してデータの品質の向上があり、より確実な変動をと

らえることができると期待されている。また、これらのデータは The Carnegie Ames Stanford 

Approach (CASA)や Biosphere Model integrating Eco-physiological and Mechanistic Approaches using 

Satellite Data (BEAMS)などの診断型の陸域生態系モデル（Diagnostic model）の入力データ等にも

広く利用されており、現実的な植生分布を与えることにより、より信頼性の高い炭素収支の推定

を可能にしている。 

マイクロ波センサではわが国の陸域観測技術衛星（ALOS）に搭載された L バンド（波長＝約

23cm）SAR である Phased Array L band Synthetic Aperture Radar (PALSAR)（2006 年〜2011 年）に

よる全球の森林・非森林分類図（10m 分解能）が作成されている 
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(http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/guide/jforestmap_oct2010.htm)。 

 様々なセンサを複合利用したバイオマス推定の試みも行われている。例えば、Ice, Cloud, and 

Land Elevation Satellite (ICESat)/ Geoscience Laser Altimeter System (GLAS)により推定された樹高と

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), MODIS, Quick Scatterometer (QSCAT)などの衛星観測デー

タを利用した熱帯林におけるバイオマスのマッピングが 1km の空間解像度にて行われている

(Saatchi et al., 2011)。また、日本においても東南アジアなど様々な地域を対象とした ALOS/PALSAR

データを利用したバイオマス推定が試みられている(Thapa et al., 2013)。 

 

 

（上図）NOAA AVHRR による 1981 年 7 月の植生指標図。（http://glcf.umiacs.umd.edu/data/gimms/） 

（下図）ALOS PALSAR による 2009 年 6〜9 月の森林・非森林分布。  

  （http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/kyoto/kyoto_jindex.htm） 

 

1.1.4 森林火災、泥炭火災 
 

衛星による森林火災の検知については、1）火災により高温となった地帯を短波長赤外域または

熱赤外域の観測で検出する、2）火災による発光を可視域の観測で検出する、3）火災による煙を

主に可視域で検出する、の 3 種類の方法がある。この中で衛星による全球森林火災検知に広く用

いられているのは 1）であり、森林総合研究所が開発した「林野火災発見・通報サポートシステ

ム」（http://hinomiyagura.dc.affrc.go.jp/）、東京大学生産技術研究所が開発した「WebMODIS アジア・
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ホットスポット分布図」（http://webmodis.iis.u-tokyo.ac.jp/FIRE/）、JAXA が開発した JAXA Satellite 

Monitoring for Environmental Studies (JASMES)地球環境アラートシステム

(http://kuroshio.eorc.jaxa.jp/JASMES/index_j.html)、米国 NASA による MODIS Global Fire Map

（http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/imagery/firemaps.cgi）等がある。 

一方、泥炭火災は、火災による高温部分を直接衛星による検知することが困難であるため、衛

星による広域監視は一般に難しいとされている。 

 

 
 
 図（上）MODIS Global Fire Map の例（2013/6/10-6/19）。 
 
 図（下）Global Fire Emissions Database (GFED)による 1997-2009 年の平均年間炭素排出量 

マップ（単位：gC m-2 yr-1）。（http://www.globalfiredata.org/) 
 

1.2.1 トップダウンアプローチにおけるフラックス推定 
 

トップダウンアプローチによる地表面炭素フラックスの推定については、大気二酸化炭素濃度

観測値と大気輸送モデルを利用した大気インバースモデル解析によるアプローチが主にとられて

いる。大気インバースモデル解析による方法においては、大気二酸化炭素濃度観測点の高密度化、
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大気輸送モデルや先験値などの要素の改良が必要であるとされている。 

大気輸送モデルの相互比較プロジェクト The Atmospheric Tracer Transport Model Intercomparison 

Project (TransCom)には世界の 10 以上の研究機関が参画し、20 以上のモデルを使った比較が行われ

ている(http://transcom.project.asu.edu/)。TransCom は当初は CO2 循環モデルの相互比較であっ

たが、現在では CH4や N2O の循環モデルによる比較実験も行われている。従来は緯度経度方向の

直交座標グリッドの大気輸送モデルのみが使われていたが、最近は正 20 面体非静力学大気モデ

ル（NICAM）の正 20 面体グリッドに代表される高解像度化がしやすいモデルを使う動きがある。

いずれのモデルでも高解像度化して詳細なフラックスを導出しようとするのが最近の傾向である。

またラグランジュ型モデルによって高解像度化・高分解能化を目指す動きもある。より高分解能

でのフラックス推定を可能とするために、欧州域などを対象とした領域輸送モデルも開発されて

いる。さらに、大規模輸送計算手法の改良と合わせて、サブグリッドスケールの境界層混合およ

び対流による輸送計算手法の改良も実施されている。 

TransCom ではインバース計算手法の比較実験も行われている。大気輸送モデルが世界に 20 種

類以上あることに加えて、インバース計算方法も従来行われていた Synthesis インバージョン、デ

ータ同化手法の１つである 4 次元変分法（4DVar）とアンサンブルカルマンスムーサ（EnKS）な

どがあり、多岐に及んでいる。フォワード計算の比較と同様に、条件を合わせた比較が試みられ

ようとしている。大気輸送モデルの高解像度化やラグランジュ型モデルの使用、さらには、利用

可能な観測情報の空間密度の増大によってフラックス推定の空間解像度は高くなる傾向にある。 

日本国内では、国立環境研究所、気象研究所、海洋研究開発機構、産業技術総合研究所などで

大気輸送モデルや大気インバース解析システムの開発に取り組んでいる。 

 
1.2.2 ボトムアップアプローチにおけるフラックス推定 

 

1.2.2.1 陸域モデル 

CASA、BEAMS などの衛星観測による植生物理量（葉面積指数等)をモデルに入力することで、

より現実的な植生分布を与えた上でフラックスを計算する Diagnostic model（診断型モデル)と、

Vegetation Integrative Simulator for Trace Gases (VISIT)、Organizing Carbon and Hydrology In Dynamic 

Ecosystems (ORCHIDEE)など気候データのみを入力としてフラックスを算出する Prognostic model 

(予測型モデル)がある。Prognostic model は気候データのみを時系列の入力として必要とするため

将来予測の研究に利用可能であり、Diagnostic model は衛星観測による植生分布を時系列の入力デ

ータとして利用するために、現状把握の研究に適する。また、別の区分として、植生分布を入力

データとして定義する Static model (静的モデル)と植生分布自体もモデル計算する Dynamic model 

(動的モデル)がある。静的モデルとしては、VISIT, Biome-BGC などが含まれ、動的モデルとして

は、ORCHIDEE, Lund-Potsdam-Jena Dynamic Global Vegetation Model (LPJ-DGVM)などが含まれる。

CASA や VISIT などの一部の陸域モデルに関しては、大気インバースモデルの先験値としても用

いられており、トップダウン手法に貢献している。 

様々な陸域モデルによる炭素フラックスの推定において、モデルごとの不確実性が大きいこと
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が知られている。そのため、不確実性の定量化、その原因探究、モデルの改良などの様々な試み

が行われている。例えば、陸域モデルの相互比較を通した不確実性の評価や不確実性の原因探究

として、The Multi-scale Synthesis and Model Intercomparison Project (MsTMIP) 

(http://nacp.ornl.gov/MsTMIP.shtml)や、 TRENDY (http://dgvm.ceh.ac.uk/node/21)などの全球

スケールにおけるモデル比較研究や、The U.S. North American Carbon Program (NACP) Synthesis 

(http://www.nacarbon.org/cgi-bin/working_groups/wg.pl), 
 The Large-Scale Biosphere - Atmosphere Experiment in Amazonia (LBA)-MIP 

(http://www.climatemodeling.org/lba-mip/)など特定の地域に着目したモデル比較研究も実施さ

れている。アジアにおいては、アジア乾燥域に着目した Asian Drylands Land surface Process Model 

Intercomparison Project (ADMIP) (http://hywr.kuciv.kyoto-u.ac.jp/admip/index.html)や、AsiaFlux 渦相関

ネットワークデータを用いた CarboEastAsia-MIP などが実施されている。また、陸域モデルの改良

に関しては、近年、観測データを有効的にモデルに取り込むデータ同化手法が着目されており、

様々な研究が行われてきた(加藤, 2013)。生態系のフラックスの推定は全球の炭素循環に与える影

響が大きいが、各プロセスの取り扱いや時間・空間分解能の違いによる不確実性の幅も大きいた

め、現在も発展途上である。 

日本国内においても様々な陸域炭素循環モデルが開発・運用されている。例えば、予測型モデ

ルとして VISIT, Spacialy-Explicit-Individual-Base Dynamic-Global-Vegetation-Model (SEIB)-DGVM, 

Biosphere-Atmosphere Interaction Model (BAIM)など、診断型モデルとしては、BEAMS などがある。

なお、SEIB-DGVM については、植生分布をモデルで予測ができる動的モデルである。 

 

1.2.3 海洋モデル 
 

全球炭素循環を評価する目的で海洋からの CO2フラックス分布を推定する際には、T. Takahashi

らのグループが pCO2を基に算出した気候値が使われることが多いが、海洋モデルの開発も進んで

おり、世界では主要なものでも 10 種類を超える海洋プロセスモデルが開発され、海洋物質循環の

推定や気候変化予測に利用されている。 

一方で、海洋大循環-生態系モデルは、海面強制に観測値に基づく値を用いれば、特定の日にお

ける実際の現象と計算結果を比較し解釈することが可能であり、物質輸送や生物活動と渦の関係

を議論できるような高解像度のものもある（日本では海洋研究開発機構の Ocean general circulation 

model For the Earth Simulator - Nutrient-Phytoplankton-Zooplankton-Detritus (OFES)-NPZD など）。また、

より複雑な海洋生態系モデルを使用すれば、海域や気候条件によるプランクトン組成や制限要因

の違いを表現できる（日本では北海道大学が中心となって開発した North Pacific Ecosystem Model 

for Understanding Regional Oceanography (NEMURO)など）。 

また、上記のような海洋モデル単体では、地域・季節によって、観測値との乖離があるので、

より現実的な炭素循環像を得るために、観測値をモデルに同化する試みも行われている。現在の

ところ、海洋輸送モデルと簡単な炭素循環モデルを組み合わせたものが開発されているが（日本

では国立環境研究所の Ocean Tracer Transport Model (OTTM)など）、今後は、上記のような海洋大
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循環モデルやより複雑な生態系モデルを使用した同化モデルの開発・進展が期待される。 

 

1.2.4. 経験モデルによる陸域・海洋の炭素フラックス推定手法 

 

最近では海上および陸上での CO2収支観測網（pCO2観測や FLUXNET など）で得られる多点の

データを Empirical model (特に回帰型、学習型と呼ばれるモデル)によって広域化する研究が進み、

広域モデルの広域検証用データとしても利用され始めている(Bonan et al., 2012; Ichii et al., 2009)。

陸域については、光合成量や生態系呼吸量などがこの手法によって推定されており、ニューラル

ネットワークやサポートベクタマシンなどの様々な機械学習法に基づいた手法が提案されている

(Yang et al., 2007; Jung et al., 2009)。また、海洋についてもニューラルネットワークに基づいた観測

データの広域化手法が提案されている(Telszewski et al., 2009; Nakaoka et al., 2013)。これらの結果に

ついては、プロセスベースモデルとはアルゴリズムの観点から独立性が高く、プロセスモデルの

比較材料・制約条件などにも使われるなど用途が広がりつつある状況である。また、陸域に関し

ては、経験モデルによる炭素フラックス推定結果の相互比較研究(FLUXCOM)に着手し始めた状況

である。 

 

1.2.5 森林火災、泥炭火災 
 

全球スケールでの森林火災のフラックスデータは唯一 Global Fire Emissions Database (GFED) 

(http://www.globalfiredata.org/)に頼っているのが現状である。GFED は陸域生態系モデル

CASA-GFED によって有機物量と燃焼面積率などを見積もっておき、衛星観測で推定された燃焼

面積（MODIS データなどから推定）を利用してフラックスを算出するものである。森林火災によ

る炭素フラックス推定においては、燃焼面積、燃焼量、Emission Factor (EF)などの決定が必要であ

るが、これらの検証が困難であり、今後の研究が必要である。 

 

1.2.6 化石燃料起源人為排出量 
 

全球の炭素循環モデルに使われる化石燃料起源人為排出量マップは、Carbon Dioxide Information 

Analysis Center (CDIAC) や Open source Data Inventory of Anthropogenic CO2 emission (ODIAC) のよ

うに国別排出量の統計値を人口分布や夜間光、経済指標、月別燃料消費データなどを用いて空間

的、時間的に展開したものや、Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) のよう

に地域ごとの燃料の消費量、CO2排出係数、空間情報などを組み合わせて積み上げたものがある。

後者は高解像度、高時間分解能が達成可能だがアップデートに時間がかかる。前者はその逆であ

るが、最近では高解像度化も進んでいる。 
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1.3 データ・モデル統合利用 
 

1.3.1 データベース 
 

人工衛星や地上観測に基づく地球規模の観測を行い、観測データの流通促進をはかる取組に全

球地球観測システム（GEOSS）がある。国内では、地球観測に係わる各分野の観測データを収集、

蓄積、統合、解析するためにデータ統合・解析システム（DIAS）が組織されており、現在は各種

観測データのメタデータの共有を推進している。 

炭素循環観測の分野では DIAS へのデータ集約はまだ本格的には進んでおらず、現在のところ

大気中温室効果ガス濃度であれば WDCGG、海洋表層 CO2分圧であれば表層海洋 CO2 アトラス

（The Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT)）、陸域生態系炭素収支であれば FLUXNET といった分野ご

とのデータベースの整備が進められ、各種の統合研究に利用されている。 

 

1.3.2 データ同化システム（ソースシンク評価） 
 

モデルと観測による情報を最適に統合利用する目的で、データ同化と呼ばれる手法は気象の数

値予報モデルでは古くから使われてきたものであり、欧州中期予報センター（ECMWF）や気象庁

なども 4DVar を使って予報精度の向上に役立てている。現在ではこれを炭素循環モデルおよび大

気輸送モデルに応用して CO2フラックスを推定する研究が増えている。炭素循環研究に係る同化

手法としては 4DVar だけでなく、EnKS も使われている。米国の Carbon Tracker は大気輸送モデル

に Tracer Model, version 5 (TM5) を使い Fixed-Lag Kalman Smoother でデータ同化をしている。 

GOSAT や Atmospheric Infrared Sounder (AIRS)などの衛星搭載センサにより観測情報量が膨大に

増えつつある中で、データ同化システムの重要性は高まっている。日本国内では、国立環境研究

所、気象研究所、海洋研究開発機構などで開発に取り組んでいる。 

 

1.4 ホットスポット 
 
気候変化によって炭素循環が大きく変化し、その変化が気候に大きな影響を与える可能性のあ

る地域を、炭素循環におけるホットスポット（Regional hotspots） と呼ぶことがある。Regional 

hotspots には、炭素蓄積量が特に大きい地域や、炭素吸収量が気候変化の影響を受けやすい地域が

挙げられることが多い。Regional hotspots の候補地域として、GEO Carbon Strategy (2010)にもいく

つかの重要な例が記されている。 

 

1.4.1 永久凍土（高緯度）地域 
 

永久凍土地域の面積は、北半球陸域の約２割を占めるとも言われ、温暖化の影響を受けて、地

温上昇、活動層の拡大、凍土融解による地形や水循環の変化、それらに伴う地上植生の変化など

が起こる可能性があると予想されている。永久凍土の融解によって地中の有機物分解が進むこと
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により、大量の炭素を蓄積している高緯度永久凍土地域の広い地域が温室効果ガス（特に CO2 と

CH4）の大きな発生源になる可能性があることから、重要なホットスポットの候補として注視す

べきである。ただし、現地へのアクセスの困難さなどの理由により、温暖化の影響を正確かつ長

期的に把握するための気象や土壌環境、温室効果ガス関連の観測を実施している地点の数はきわ

めて限られているのが現状である。また、シベリアの永久凍土地帯に成立する森林では、凍土の

融解が場所によっては根圏の過湿による樹木の枯死を引き起こしているといった報告もある

（Iijima et al., 2013）。永久凍土地域による環境変化を捉えるには、大気環境、土壌（凍土）、水循

環の変化（湖沼や河川を含む）、植生の変化（森林火災等の攪乱からの回復過程を含む）、それら

に伴う温室効果ガスや関連ガスの収支の変化を総合的に把握し将来予測するための知見とデータ

を広域かつ長期的に収集することが求められている。関連分野の近年の国内の研究計画には、文

部科学省グリーン・ネットワーク・オブ・エクセレンス（GRENE）事業の北極気候変動分野「急

変する北極気候システム及びその全球的な影響の総合的解明」（http://www.nipr.ac.jp/grene/）、総合

地球環境学研究所「温暖化するシベリアの自然と人」（http://www.chikyu.ac.jp/siberia/）などがある。 

 

1.4.2 陸域・海洋の CH4水和物（メタンハイドレート） 
 

陸域（永久凍土帯）や海洋（大陸縁辺部、深海底等）に大量に埋蔵されているといわれるメタ

ンハイドレートは、温度や圧力の変化に敏感であり、地中や海底の温度上昇、あるいは採掘など

をきっかけとして不安定になると、大量の CH4が大気へ放出され世界規模での急速な温暖化を引

き起こす可能性がある（Kennedy et al., 2008）。メタンハイドレートのエネルギー資源としての採

掘についてはまだ技術的困難があるとされるが、2013 年 4 月に閣議決定された海洋基本計画

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/kihonkeikaku/130426kihonkeikaku.pdf）によると、

日本政府は海洋科学技術に関する研究開発として地球温暖化と気候変動予測・適応を含む５つの

政策ニーズに対応した研究開発を重点的に推進するとし、資源調査の一環として、今後３年間程

度で特に日本海側における表層型メタンハイドレートの広域的な分布調査等に取り組むとしてい

る。 

 

1.4.3 熱帯林地域 
 
国際連合食糧農業機関（FAO）の 2010 年世界森林資源評価によると（FAO, 2010）、世界の森林

は 2000 年から 2010 年までの間に依然として減少を続けており、その大きな原因として、アフリ

カや南米での熱帯林伐採、オーストラリアやインドネシアでの厳しい干ばつや火災による森林減

少が挙げられている。IPCC 第 4 次評価報告書では、人間活動に伴う温室効果ガス排出量の約 2 割

が森林減少・劣化に由来するとしており、今後も気候変化（特に乾燥化）や人間活動に伴う森林

減少・劣化が進むと、地上部および地下部にバイオマスとして蓄積された炭素が大気に放出され、

熱帯・亜熱帯の森林が広い地域で炭素放出源となる可能性がある。一方、2005 年の国連気候変動

枠組条約（UNFCCC）の第 11 回締約国会合（COP11）で途上国の森林減少・劣化に由来する排出

の削減（REDD）が提案され、これに対応し途上国の温室効果ガス排出削減に日本として貢献す
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ることをめざした二国間クレジット制度も検討されている。しかし、温室効果ガスの削減量に応

じて途上国がインセンティブを得るというメカニズムを実現するには、削減量を実測し検証する

手法が必要であり、その技術の確立やガイドライン策定が課題となっている。自然度の高い熱帯

林の減少を防ぐことは生物多様性の保全にも効果が期待されることから、生物多様性に配慮した

REDD プロジェクトに向けたコンセプトの検討なども行われている。 

国内機関が推進する近年の熱帯林地域の観測研究には、地球規模課題対応国際科学技術協力プ

ログラム（SATREPS）「アマゾンの森林における炭素動態の広域評価（森林総研）」「インドネシア

の泥炭・森林における火災と炭素管理（北海道大学）」などがある。また、東南アジアを対象とし

た Synthesis study には、アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）の支援する「Greenhouse 

Gas Budgets of South and Southeast Asia」（The Global Carbon Project (GCP)）などがある。 

 

1.4.4 北方・熱帯の泥炭地 
 
北方や熱帯における泥炭地は、全陸域の 2〜3％の面積であるにも拘らず、全土壌炭素の 30％程

度を有していると推定されている。しかしその炭素蓄積量や炭素蓄積機構の脆弱性についてはま

だ充分に解明されていない。広大な熱帯泥炭林を有するインドネシアでは、1970 年代に大規模な

森林開発が始まり、1990 年代までに年間 60~120 万ヘクタールの森林が減少したと推定されてい

る（FAO, 2010）。2000 年以降、森林減少のスピードは抑えられているが、依然として世界の中で

も深刻な森林減少が続いている地域である。インドネシアにおける森林減少・劣化の主要な原因

には、森林（泥炭）火災と天然林の農地への転換が挙げられる。一時、泥炭林伐採と農地転換を

大規模に進めるために湿地の水が排水路を通して排水され、泥炭地の乾燥と大規模森林火災が深

刻な問題となったことから、2011 年以降、インドネシア政府は森林伐採を一時凍結し、天然林の

保全・再生をはかる制度の整備を進めている。しかし、気候変動により降雨量減少・土壌水分量

減少が進行する場合には、森林（泥炭）火災や森林劣化による炭素放出量の増大が続く可能性が

ある。 

熱帯の泥炭地については、1.4.3 項に記載された「インドネシアの泥炭・森林における火災と炭

素管理」プロジェクトなどで研究が進められている。 

 

1.4.5 南大洋（Southern Ocean） 
 

南大洋は、全般的に大気から正味で CO2 を吸収しており、年間の CO2吸収量はおよそ 0.05Pg（炭

素換算）と見積もられている（Takahashi et al., 2009）。しかし、近年の大気中 CO2濃度の観測とイ

ンバースモデルに基づく解析によると、南大洋における CO2 吸収速度は、1980 年代以降、大気中

CO2 濃度の増加率から予想される速度に比べて弱まっているのではないかという推測結果が報告

され（Le Quere et al., 2007）、その真偽を検証しようとする研究が数多く進められている。南大洋

で CO2吸収速度が弱まる原因として、成層圏のオゾン減少と大気中 CO2 濃度の上昇が同時に起こ

ることにより、南半球環状モード（SAM）と呼ばれる大気の循環が活発になり、海洋深層から表

層への炭素に富んだ水の流れが加速し、結果として海洋表層の pCO2 が増加するためではないか
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という説がある。ただし、1.1.1 項にも記載したとおり、南半球、特に海洋上での温室効果ガスの

連続観測点の数がきわめて限られていることから、実測に基づく十分な解釈は得られていないの

が現状である。また、南大洋は海洋酸性化の影響が顕在化しやすい海域であると予想されており

（Orr et al., 2005）、CO2吸収量の変化と併せて今後の監視が必要である。 
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 地球規模の炭素循環を理解すること、および将

来の気候シナリオのもとでの炭素循環の動向を予

測することは今日の科学が直面する最大の課題の

ひとつであり、その社会的意義はきわめて大きい。

炭素循環における自然の吸収源の不確実性は、気

候変化予測に含まれる不確実性の大きな要因の一

つとなっている。気候変動と炭素貯留との間のフ

ィードバックに関する知識や理解も十分とは言え

ない。陸域と海洋における自然の吸収源の空間

的・時間的分布は依然として把握されておらず、

このことが根本的なメカニズムや要因を定量化す

る上での妨げとなっている。自然吸収源に加えて、

化石燃料の燃焼と土地利用に起因する人為的放出

も地域レベルでより正確に明らかにする必要があ

る。こうした不確実性の解消が、確かな情報と証

拠に基づく政策・措置の裏付けとなる。 

 全球炭素循環に対する我々の理解が不足してい

る主な理由は、全球を網羅する観測の不足である。

炭素循環観測のためのより多くの、改良された、

組織的観測システムは、この理解を得るための必

要条件である。 

 本報告は、現行の観測を拡張して必須のパラメ

ーターや変数の測定を行う、十分に統合された観

測システムを構築する戦略を土台として、主要な

措置を打ち出すものである。すでに実行に移され

ているものもあれば、今なお対応と遂行が必要な

ものもある。 

 地球観測に関する政府間会合（Group on Earth 

Observation, GEO）および全球気候観測システム

（Global Climate Observing System, GCOS）の中

で統合全球炭素観測（Integrated Global Carbon 

Observing, IGCO）システムを完成させるには、何

千人という科学者、技術者、政府機関代表者、お

よび政策立案者が関与することになる。統合全球

炭素観測システムの重要な要素のひとつは、デー

タ提供者から利用者への情報の流れを促進するた

めの「コミュニケーションポイント」を用意する

ことである。こうした「コミュニケーションポイ

ント」は、現時点での最先端の情報をとりまとめ

普及させる拠点の役割も果たすだろう。 

 主な提言は以下の通りである。 

i) 地上観測点と航空機による大気観測、篤志観測

船（Voluntary Observing Ships）を用いた海洋

pCO2 観測システム、および渦相関法（eddy 

covariance）による陸域生態系フラックス観測な

どのネットワークの密度を高めること。 

ii) GOSAT および SCIAMACHY 以降の観測の空白を

埋めるため、地球規模の CO2および CH4分布の衛星

観測を発展させること。 

iii) 衛星情報を利用して、より広範囲への適用を

目的としたpCO2および陸域フラックス観測の広域

化手法を開発すること。 

iv) 森林バイオマスおよび土壌中の炭素プールの

定期的調査とともに、海洋の炭素の状態の 10 年間

にわたる全海盆調査を実施すること。 

v) 森林面積のモニタリングのため、中分解能の地

球観測衛星データ（LAI、FAPAR、擾乱、土地被覆

変化など）の連続的な提供環境を改善すること。 

vi) 地球規模の陸域地上バイオマスおよび炭素蓄

積量の推定を改善し、JERS-1、ALOS PALSAR、およ

び ICESat に始まる観測データストリームを継続

するため、植生の 3 次元構造の衛星観測を発展さ

せること。 

vii) 海洋における炭素捕捉と炭素輸送の推定を

改善する新たな宇宙ミッションと衛星観測プロダ

クトを生み出すこと。 

viii) 空間データインフラを含めた、地理空間

的・時間的化石燃料排出情報へのアクセスを改善

すること。 

ix) 木材と食品の利用に関する地理空間情報、な

らびに関連する河川に関し（可能であれば年代情

報とともに）溶存および懸濁態炭素の連続観測の

情報をとりまとめること。 

x) 異なるデータの流れを組み合わせることので

きるデータ体系を確立すること。 

xi) 毎年更新される地域的・全球的な炭素収支を

作成するプログラムを実行する国際的「炭素事務

局」（Carbon Office）を設立すること。 

GEO Carbon Strategy 
エグゼクティブ・サマリー（要約） 
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大気中の CO2および CH4の濃度は、今や過去

2000 万年間のいかなる時代よりも高い。現時

点の CO2濃度は、産業革命前の約 280ppm か

ら今日の 386ppm まで 40%近く増大し、現在

も年間約 2ppm の速度で増大を続けている。 

CH4濃度は現在 1800ppb を超え、産業革命前

の 700ppb の 2.5 倍である。CH4濃度は過去 10
年間安定していたが、最近また増大を始めた。 

大気中 CO2濃度上昇の主な原因は化石燃料の

燃焼と、森林破壊、土地利用の変化、農業経営

を通じた全球規模の植生変化である。    

化石燃料の燃焼だけを見ても、CO2の毎年の放

出量は指数関数的に増加し続けている。2008
年の放出量は 8.7Pg C であった。また、この

年には森林破壊と土地利用の変化により年間

推定 0.5-2.5Pg Cが放出された。排出量は 2000
年から 2008 年の間に急速に上昇したが、これ

は一人当たりの排出量の増大を反映したもの

であり、増大に最も大きく寄与しているのは新

興経済国である。石炭の燃焼が排出量増大の主

な源であった（図 1）。 

人為的な CO2排出量総量のほぼ半分が大気中

に蓄積する。残りは海洋中および陸域生態系の

吸収源により吸収される。従ってこれらの自然

の吸収源により、CO2発生の増大により引き起

こされる潜在的温室効果は約 50%緩和されて

いることになる。海洋は年間約 2.3Pg C、土壌

と植生は 3.0Pg の CO2の吸収を引き受けてい

る。これらの吸収源の地球全体における規模は

定かではなく、その時間と空間におけるパター

ンにはさらに不明な点が多い。 

自然の CO2吸収源の能力は天候や気候により

変動する。エルニーニョ現象や火山の噴火と

いった出来事による大規模な世界的気候変動

は、CO2の交換に強力な影響を及ぼす。アマゾ

ン、北米、および西欧における最近の旱魃（そ

れぞれ 2005 年、

2002 年、および

2003 年）のような

局地的な異常気象

は、陸上生物圏の炭

素吸収源を一時的

な炭素放出源に変

える可能性がある。

メタンはもう１つ

の強力な温室効果

ガスである。メタン

の排出には、化石燃

料の使用、埋め立て

地における廃棄物

の分解、家畜生産や

稲作を反映した人

為的発生源に加え、

湿地、シロアリ、森

林火災といった自

然の発生源も存在

する。CH4濃度は過

去 10 年間は安定し

ていたものの、

2007 年には再び増大し始めた。この変動パ

ターンの説明はまだついておらず、CH4の放出

と吸収の過程に関する我々の理解が限られて

いることを現わしている。メタン発生源は、社

会経済的要因と気候変動の双方に敏感である。 

CH4フラックスの空間的分布には不明な点が

多い。CH4の大気中における化学的性質は CO2

とは大きく異なる。ヒドロキシルラジカル

（OH）は、大気中における化学反応により CH4

を大気中から 8 年かけて除去する。この過程は

気候変動にも敏感である。従って、CH4の発生

源または化学的吸収源のわずかな変化が CH4

の収支バランスを崩す可能性がある。 

図 1. 2000-2008 年における地球規模の炭素収支に及ぼす人為的要因 
（グローバルカーボンプロジェクト、2010 年） 

1.4PgC／年 

7.7PgC／年 

4.1PgC／年

3.0PgC／年

2.3PgC／年

1. 炭素循環の人為的変動：現状 
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大気中の CO2ならびに CH4濃度の増大により、

地球上の放射収支のバランスは変化する。具体

的には、これらのガスの大気中における負荷が

増えれば地球の自然の温室効果が強化される

こととなる。これにより、地球の熱収支がシフ

トし、全球の気候システムも変化するが、複雑

な相互作用に加えてフィードバックが関与す

るためにまだ十分に理解されていない。この問

題の緊急性を強調して、IPCC の第４回評価報

告書（IPCC-AR4; Solomon ら、2007 年）は、

気候変動は「明白」であり、温室効果ガスの人

為的排出がこの変化を引き起こしている「可能

性がきわめて高く」、CO2は「最も重要な人為

起源の温室効果ガス」であると結論した。 

測定から明らかになったところでは、京都議定

書による温室効果ガスの排出削減の基準年と

されている 1990 年以来、これらの長寿命物質

の放射強制は、2008 年までに加盟国の目標と

された 5%削減を達するどころか 26%増大し

た。CO2だけでこの増大の80%を占めており、

また過去10年間の放射強制の増大の85%以上

の原因となってきた。IPCC-AR4 はさらに、ど

のシナリオによっても CO2は今世紀半ばまで

に産業革命前の 280ppm から倍増すると予想

され、地球の平均気温は 2.0℃から 4.5℃の間

で上昇するであろうと結論した。 

このように、CO2は最も決定的に重要な温室効

果ガスである。しかし、将来の自然の CO2発

生源と吸収源の挙動に加えて、将来の人為的排

出と削減努力の有効性に関してもきわめて大

きな不確実性が存在する。この知識不足から、

相当に改善された観測、解析、予測システムに

よる CO2観測が必要となる。 

長期的に見ると、このシステムから得られる情

報により将来の不確実性は減少し、現状の炭素

循環の変動について観測的証拠を与えること

になる。観測が必要な変数の一部は全球気候観

測システム（GCOS）により必須気候変数とし

て分類され、高度な観測ネットワークに基づい

て観測されている。地球観測に関する政府間会

合（GEO）にとっては、GEOSS の枠組みの下

で、地上観測および衛星観測とモデル出力との

よりよい統合を促進する重要な機会である。こ

れにより、統合全球炭素観測システム（IGCO）

の質は大幅に改善されることになるであろう。 

2.1. 政策関連情報 
炭素循環は、気候変動の緩和と適応に次の３つ

の意味で重要な関連性がある： 

i) 気候を保護するための有効な温室効果ガス

管理戦略を実行するには、自然の炭素循環

の十分な知識が必要である。今日、化石燃

料から発生する CO2のおよそ半分だけが

大気中に留まるが、我々は果たしてこの分

が変化しているのかどうか、あるいはどれ

だけ変化しているのかということを知らな

いし、また地球規模および局地的な変化が

陸域と海洋における炭素の取り込みと放出

をどう制御するかを理解してもいない。各

国が個別に放出量の規制を実施することも

可能であるが、排出オフセットと自然吸収

源保全の総合的戦略を立案して将来のCO2

（および CH4）濃度の増大を効果的に減少

させ、また、それを独立性と透明性のある

やり方で検証しなければならない。 

ii) 温室効果ガスの継続排出により、いわゆる

「臨界点（tipping point）」を超えることにな

る可能性がある。臨海点とは、地球のシス

テムにおける正のフィードバックによって、

気候からの強制力の増大が、たとえば生物

圏からの CO2自然排出の増加を引き起こ

し、地球温暖化を加速するスパイラルを生

じることを指す。北極、熱帯、あるいは他

のどの場所においてであろうと、これらの

閾値の影響は特定が難しく、定量できる部

分はきわめて少ない。 

iii) 人為的に発生した CO2の地球システムに

よる取り込みは、よくも悪くも生態系の変

化を引き起こす。そうした変化の１つは施

肥効果であり、これにより植物が CO2のよ

り豊富な環境でより急速に生育し、従って

おそらくは人間活動により放出されたCO2

のより多くの割合を捕捉することになる。

もう１つは海水による CO2取り込みが原

因の海洋の酸性化で、海の生態系に相当の

影響を及ぼす。ゆえに、大気中の CO2濃度

を対象とする気候緩和対策には、海洋酸性

化に対しても効果があるなどの付随的な便

益も生じる。 

2. 統合全球炭素観測システムの理論的根拠 
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地球規模および局地的規模双方の炭素循環に

及ぼす人為的変動の現存および潜在的な影響

を定量化し、理解することはきわめて重要であ

る。適切な緩和オプションを選択できるかどう

かはこの理解にかかっており、炭素隔離の可能

性も同様である。炭酸ガス放出の管理には産業、

金融市場、および政府の関与があらゆるレベル

において必要となるであろうが、可能な限り最

善の、正確な公開情報こそこうした努力の成功

にとってきわめて重要であろう。 

2.2. 新たな測定の必要性 
気候変動は緊急かつ重大な潜在的影響をもつ

課題であることから、社会が CO2およびその

他の温室効果ガスの排出を相当に削減する努

力を強化する可能性がある。オゾン層破壊物質

に対する 1987年のモントリオール議定書のよ

うなその他の大規模排出削減努力と異なり、こ

れらの努力には社会の経済部門が多数関与す

る可能性があり、また国や地域（region）や手

法によっても異なるであろう。過去の大規模な

二酸化炭素以外の物質の排出削減には、期待し

た結果が達成されたことを確認するための検

証が必要であった。こうした検証としては、イ

オウ排出削減のための湖沼や雨水中のpH測定、

成層圏のオゾン層回復のためのオゾンおよび

オゾン破壊性ガスの測定、局地的な大気の質の

改善のためのオゾン、その他の反応性の大きな

気体、および微粒子の測定があげられる。炭素

循環の規模、複雑性、および変動性により（他

の温室効果ガスの関与、問題が地球規模に及ぶ

という性質、および発生源とオフセット選択肢

の数と多様性に加えて自然の発生源と吸収源

が存在するために）、温室効果ガスの発生源と

吸収源に対する対策の有効性を独立に検証す

ることは難題となっている。 

大気中 CO2およびその他の温室効果ガス濃度

を抑制する政策を実施する各国の能力は、政策

の進行を監視し、効果をあげているものとあげ

ていないものを判定する能力に依存するであ

ろう。気候変動の緩和に関する有効な国家レベ

ルの政策と国際的な報告を支援するには、既存

の観測や分析の不確実性を相当に減少させる

必要がある。 

目下のところ、CO2およびその他の温室効果ガ

スの排出の監視と報告の努力は、主として限ら

れた土地利用の観測、エネルギー利用に関する

自己申告データ、および点源からの排出測定の

外挿結果に基づいている。そうしたデータには

数多くの不確実性が存在するため、温室効果ガ

スの管理戦略を指示する能力は限られている。

このことは、多数の国で議論が進められている

広い範囲の温室効果ガス政策の実施に難題を

突きつけるものである。こうした政策としては、

条約交渉の支援、条約義務の検証、取引可能な

排出権の認証、温室効果ガス排出のオフセット、

および排出とオフセットのより正確なインベ

ントリの提供があげられる。たとえば、開発途

上国における土地利用の活動を削減対象に含

めることに関する国連レベルの交渉は、定期的

かつ十分な質の衛星データの提供や、解像度 1
ヘクタール以下のマッピングに基づく国家レ

ベルの森林被覆の年間変化を解析するツール

の提供といった主要な技術的難題を含む多く

の理由により進展がとまっている。 

従って、有効な温室効果ガスの管理戦略を作成

するには、大気中の温室効果ガスの変化を追跡

し、局地または准局地スケールで大気-地表間

における正味の交換量の推定値を（信頼限界つ

きで）算出する全球規模で統合された観測およ

び解析システムの整備が緊急に必要とされて

いる。自然の炭素循環の複雑性と変動性は、自

然のシステムに及ぼす気候変動の影響と相

まって、難題をより大きなものにしている。フ

ラックスに関する主要な知識に加えて、各地域

におけるフラックスの要因に関する情報もま

た必要である。さらに、人為的介入と気候に応

答した炭素プールとその変化の定量化は、正確

な将来予測の鍵となる。 

体系的な全球観測は、海洋と陸域の間の炭素循

環フィードバックに関する我々の知識の向上

にも必須である。国家と主権の状況が、各国が

国連気候変動枠組条約（UNFCCC）に排出を

報告するために設立に合意する、国家的監視、

報告、検証（MRV）システムの複雑性と種類

に決定的影響を及ぼすことになるのは当然で

あろう。GEO は、全球観測を調整し、関連の

データ、ツール、および方法を全ての国が支障

なく利用できるよう手助けする重要な役割を

担っている。 
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統合全球炭素観測システムは、

政策立案者が炭素政策を実施す

る際に利用する２つの主なプロ

ダクトを支援するよう設計され

ている： 

i) 頑健性と透明性に優れた炭

素追跡（carbon tracking）シ

ステムの確立 

ii) 異なるスケールの正確な炭

素収支の確定 

いずれのツールも、排出を規制

し炭素循環を管理するために行

われる対策の有効性を評価する

のに役立ち、地球システムにお

ける炭素循環と気候フィード

バックの新たな理解によりこれ

を実証するであろう。 

統合全球炭素観測システムのビ

ジョンは、地球システムの要素

のおのおのにおける主な炭素リ

ザーバー（プール）（図 2）とリ

ザーバー間の交換（フラックス）

を表す 2 つの相補的なグループ

からなる観測を中心として築き

上げられている。従って、この

システムには、各要素における

炭素含有量とこれに対応する要素間の交換の

観測が含まれるはずである。こうした観測は、

新しい地理情報ツール、プロダクト、およびモ

デルの作成と平行して行われる。 

3.1. 科学的に新規性があり、政策

的に意味のある IGCO 
統合された全球炭素観測および解析システム

は、大規模な自然の吸収排出の過程と、より小

規模な人為的交換とを区別する必要があるで

あろう。また、特定の気候緩和対策の短期的・

長期的遵守の監視を地球規模および国家レベ

ルスケールで行う必要もある。排出の種類や供

給源の同定（たとえば化石燃料と非化石燃料供

給源の識別）を行う必要がある。また、基準レ

ベルからの比較的小さなずれをすることによ

り農業や森林の吸収源の追跡を可能とするで

あることも必要である。こうしたシステムの開

発と稼動には、機器の開発、データやモデルの

妥当性確認、息の長い観測、品質の評価と管理、

データの同化、データベースの管理、炭素循環

モデルの作成、化石燃料インベントリ、大規模

計算機資源、意志決定支援分析、およびシステ

ムエンジニアリングを支援する複数のパート

ナー機関をつなぐ組織的な努力が必要となる。 

CO2と CH4の表層フラックスの全球マップに

必要な空間解像度は、最終的な用途に依存する。

インバース計算モデルを用いた地球規模の研

究の場合、究極の目標となる空間解像度は一般

的には陸上で 10km、海上では 50km であり、

時間解像度は 1 週間もしくはそれ以下である

（図 3）。これは統合全球炭素循環観測の組織的

システム（第 4 節）を通じて、また陸域および

海域の炭素循環のデータ同化、大気輸送モデル、

および過程モデルを用いることで達成可能と

なる。1 カ月単位のフラックスを陸上 100km、

海上 500km の空間解像度で得るという短期目

標は今後 10 年以内に実現可能と考えられる

3. IGCO のビジョンと要素 

大気 

G
EO

情
報

 
デ

ー
タ

ベ
ー
ス

 

観
測

ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク

 

陸域／生物圏

水圏／生物圏 

図 2. 地球規模の炭素循環と統合全球炭素観測システムの 
要素 
炭素リザーバー この観測グループは、10 年またはそれ以上の時間ス
ケールにわたって脆弱性／安定性の評価を行うのに必要な現時点の炭
素ストックの定量を可能とする。 

CO2および CH4の交換 この観測グループは、地球の周辺と地球シス
テムの異なる要素間の CO2および CH4フラックスの局地分布と時間的
変動の定量化を可能とする。 

統合的データセット この観測グループは、炭素プールとフラックス
の全球プロダクトを統合する地理情報ツール、データベース、および
モデルからなる。 
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図 3. CO2および CH4表層フラックスの全球マップ作成のため
の解像度・精度向上可能性要件の今後の展開 

第 1 段階 

第 2 段階

第 3 段階

1-10

精度 
（g C/m2�年） 

解像度（km）

（第 5 節）。しかし、国家レベルの土地利用モニ

タリング、機構研究や政策遵守の検証用の短期

的状況の報告、および詳細な機構研究および妥

当性確認研究にはより高い空間解像度（1 ヘク

タール以下から 10km）が必要である。 

3.2. 中核的な観測要素 
炭素リザーバーと交換フラックスの観測のた

めの統合全球炭素観測システムの中核的な観

測要素は以下の通りである： 

3.2.1. 大気 

i) 地表ベースの地上観測ステーションと航空

機による高精度な CO2と CH4濃度の観測

（最低1000カ所の地上観測点からなる地球

規模のネットワークによって、すべての熱

帯および寒帯の生態系に加えて脆弱な海域

もカバーする） 

ii) 陸域と海洋の吸収源寄与率とこれらの吸収

源の位置の評価のための CO2、CH4、およ

びN2Oの同位体ならびにO2/N2比の相補的

な地上観測 

iii) 大気中の CO2および CH4の気柱(カラム)積
分および垂直分布の総観的な全球衛星観測。

エアロゾルと雲の補助的観測またはその他

の攪乱のない方法の開発を行うことにより、

衛星データからフラックスを評価するのに

十分な正確度が得られるであろう。装置の

較正は一次標準に対してトレーサビリティ

があるものを用いることとし、また地上

ベースの観測結果を使って頻繁に較正を行

う。 

3.2.2. 海洋 

i) 調査船、便宜観測船（ships of opportunity）、
および自律漂流ブイの組織的な組み合わせ

による、大気と海水の間

の表層 CO2分圧差

（pCO2）を測定する地球規

模の CO2フラックス測定

ネットワーク。 

ii) 沿岸海洋における相補的

pCO2観測（固定観測ス

テーションや頻繁な船に

よる横断観測などさまざ

まなプラットフォームが

必要）。 

iii) 全地球を網羅する海洋の

溶存炭素含有量測定（一

般には 10 年間隔で、人為

的 CO2の表層水への入力

量の評価が目的）。 

 

3.2.3. 陸域 

i) 渦相関法による生態系フラックスの地上観

測（遷移段階ならびに土地利用の実践と強

度の全範囲を含む、代表地点におけるCO2、

水蒸気および熱フラックスの観測）。湿地や

水田上では、CH4の渦相関フラックスの観

測も実施する必要がある。約 500 カ所のフ

ラックス測定用観測ステーションの地球規

模ネットワークが想定されている。 

ii) 森林バイオマスの空間および全球分布のイ

ンベントリ（地上測定は最低 5 年間隔、高

解像度リモートセンシングによる測定は年

1 回）。窒素含有量などの主要制御指標と葉

面積指数の測定も行う。 

iii) 地表から 1m の土壌中の落葉落枝および土

壌有機炭素含有量の空間および全球分布の

インベントリ（一般には地上測定を 10 年

間隔で実施、この場合も栄養分と分解可能

性を含む）。 

iv) 永久凍土、泥炭地、および湿地の岩盤に至

るまでの有機炭素プールの空間および全球

分布の地上およびリモートセンシング観測

（測定は一般には 10 年間隔、変化の速い地
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域ではより高頻度）。泥炭地の火災や永久凍

土の崩壊などの事象による、これらのプー

ルからの急激な消失のモニタリング。 

v) 穀物や木製品として収穫される、また泥炭

塊やバイオマスとして収穫されエネルギー

生産用に利用される炭素。 

vi) 貯水池、湖沼、および淡水堆積物プールの

炭素含有量の変化。 

3.2.4. 衛星観測 

測定の長期継続に裏付けられ、地表-大気間の

CO2フラックスのモデルによる推定に必要不

可欠な、補助変数の全球観測をもたらす衛星観

測の組み合わせ。 

上述の必須補助変数とは： 

i) 海色と海洋生態系の組成。 
ii) 海洋の物理的状態（たとえば高度測量に

よる）。 
iii) 土地被覆、土地利用、および土地利用変化。 
iv) 湿地面積。 
v) 火事その他の生態系の攪乱。 
vi) 永久凍土の面積とその動態。 
vii) 化石燃料排出に関連する衛星情報。 

3.2.5. 統合的データセット 

i) CO2およびCH4の化石燃料からの排出とそ

の時間的変動に関する地球規模の地理情報

（部門情報と不確実性を含む）。 

ii) バイオマス燃焼による CO2および CH4の

放出に関する地球規模の地理空間情報。 

iii) 埋め立て地からの CH4放出、ならびに食料

および木材生産による CO2放出に関する

地球規模の地理空間情報。 

iv) 大気輸送の正確なモデル作成に必要な種々

のスケールにおける気候および気象変数、

ならびにインバース計算モデルの作成に使

用する大気モデルへの同化用の関連スケー

ルにおける海洋および陸域の CO2および

CH4フラックスとその変動性。 

3.2.6. データアーカイブ 

品質チェック済みの観測結果とデータ統合結

果を含む総合的データアーカイブ。 

3.2.7 合成／評価システム 

異なる国の専門家のネットワークに基づき、地

球規模の炭素収支、CO2フラックスとその変動

要因の局地的詳細、および地球規模の CH4排

出源と吸収源の分布の定期的かつ迅速な合成

を行う国際的炭素事務局。 

 

要約すると、多様なスケールで統合された地球

規模の炭素観測の調整済みのシステムがあれ

ば、以下のような重要な科学的・社会的疑問に

答えるのに寄与するであろう： 

 今日の陸域および海洋の炭素排出源および吸

収源の大きさ、場所、および制御プロセスは

どのようなものか？ 

 計画的な炭素隔のための離活動の有効性はど

のようなものか？地球規模の炭素循環にとっ

てこうした活動の意義はどのようなものか？

 地域別、国別の温室効果ガスの管理と政策に

よる介入の効果はどの程度か？どのように、

またどこで改善が可能か？ 

 将来、より高濃度の CO2、ならびに変化した

気候、陸上植生および海洋循環のパターンの

下で炭素排出源および吸収源の挙動はどのよ

うなものになるか？ 

 地球温暖化を促進するフィードバックが作用

し始めるのはどの程度先のことか、またその

対策あるいは防止に効果的と考えられる炭素

循環管理ツールは何か？ 
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4.1. 炭素循環観測の現状と今後 

過去 10 年間にわたり、炭素循環観測システム

はさまざまなプログラムやプロジェクトを通

じて発達してきた。空間範囲は新しい地上モニ

タリングステーションや観測トランセクトの

設置、ならびに衛星リモートセンシングプラッ

トフォームの導入を通じて拡大されてきた。こ

うした構成要素が互いに補完しあっている状

況の全体像は、2004 年に統合全球観測戦略

パートナーシップ（IGOS-P）により作成され

た炭素循環テーマチームの報告書により示さ

れた。 

実際の観測は主として臨機応変の（ad hoc）研

究プログラムを通じて行われ、オペレーショナ

ルな運用システムを念頭において設計したわ

けではなかった。観測の統合は、分野内および

分野間の双方で、大幅に前進した。

GLOBALVIEW、GLOBCOLOR、GLOBCOVER、

SOCAT、および Fluxnet プログラムから得ら

れたさまざまな調和・統合済みデータプロダク

トは、品質とデータへのアクセシビリティが向

上している。CarbonTracker、TransCom、

GEMS/MACC、GEOLAND-2、CARBONES、

および CCDAS などのモデル作成プロジェク

トがプラットフォームを越えた、また大気、海

洋、および陸域の炭素リザーバー間のデータ統

合を目的として開始された。 

現在の観測システムの時間的空間的スケール

範囲を図 4 に示す。その他の場合には、一次生

産の指標（たとえば海色、光合成有効放射吸収

率、FAPAR）の衛星観測がプロセスベースの

モデルの指針となるであろう。深海の溶存無機

炭素の時系列測定により海洋に吸収された炭

素の追跡が可能となり、海洋表層での測定はエ

ルニーニョ現象によるものなど海洋フラック

スの年間変動の影響の評価に役立つ可能性が

ある。 

4.2. 大気域 
4.2.1. 地上観測ステーションネットワーク 

CO2および CH4の大気中濃度の測定は、海洋

表層および地表のフラックスおよびプールの

観測を効果的に補完し、炭素貯蔵量の変化とプ

ロセスレベルの変数の測定を検証するもので

ある。大気は十分に混合されているものの、空

間的・時間的に変動する表層フラックスの小さ

4. 統合全球炭素観測システムをめざして 

図 4. 空間／時間スケールにわたる観測の統合が必要である。陸上のフラックスの視点からの
観測の範囲の例。x 軸は km 単位。 
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な痕跡は大気中のCO2濃度

の観測されたパターンの中

に数日間持続して観察され

る。CO2濃度の観測値は、

いわゆる「大気インバース

計算」モデルを用いた表層

フラックスの定量化に使用

可能である。インバース計

算はとても効果的な技法で、

地球規模、また場合によっ

ては大陸規模のフラックス

情報が得られることがすで

に判明している。しかし、

大気の地上観測ステーショ

ンのネットワークの空間的

な配置がきわめて粗い場合

には、政策に関連する単一

国規模の炭素排出源と吸収

源のパターンを制約するこ

とは不可能である。従って、

国家単位、ひいては地域単

位のフラックスの推定値を

得るためには大気観測ネットワークの密度と

範囲を相当に増大させる必要がある。炭素同位

体などのトレーサー（指標物質）の測定は、人

為的影響、そして陸上生態系および海洋の炭素

収支へのインパクトを解き明かす上で、さらな

る制約を与えることが可能である。 

4.2.1. WMO-GAW による調整の役割 

世界気象機関（WMO）の全球大気監視（GAW）

プログラム

（http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ga
w_home_en.html）は、大気中の炭素循環の観

測と研究を調整する他に類をみない統合的手

法を提供している（図 5）。これは国別のモニ

タリング機関多数からなる独自の国際的枠組

みであり、地球気候観測システムにより

UNFCCC の実行プランとして認識されている。

WMO GAW は、後に GEO が採択した IGOS-P
に対する大気化学に関する統合全球大気化学

観測戦略（IGACO WMO TD No 159; ESA 
SP182）の報告書の勧告を実行する。 

GAW プログラムはパートナーである各国モ

ニタリング機関が寄与する観測ネットワーク

の活動の調整を行うとともに、CO2、CH4、お

よび N2O の一次標準、ならびに国際度量衡局

（BIPM）の承認を受けた温室効果ガスの WMO
世界基準スケールを維持する中央較正施設

（Central Calibration Laboratory）を含む。GAW
プログラムは WMO パートナーが維持する世

界および地域較正センターも含み、観測ス

テーションの監査、標準操作手順や測定ガイ

ドラインの作成、および 2 年に 1 回の

WMO/IAEA 専門家ワークショップを通じた

データ品質目標や測定要件の定期審査過程の

管理を行う。品質管理を受けた測定データは

世界温室効果ガスデータセンター（WDCGG）

により提出、保存、配布される。この一組の

データを使用して地球規模のプロダクトや評

価結果の作成が行われる。 

地上および航空機による大気観測ネットワー

クを図 6 に示す。フラスコサンプリング測定、

固定観測ステーションでの連続測定、および移

動式プラットフォーム（船舶および航空機）か

らなっている。1980 年代と 1990 年代に見ら

れる大幅な拡張以来、空間的広がりについては

ほとんど変化していない。 

しかし、いくつかの新しい要素により観測の頻

度と質は向上している。たとえば、技術開発（た

とえばキャビティリングダウン分光法）により

温室効果ガス分析装置のより正確な較正が可

能となった。連続分析装置を備えた高高度観測

タワーの数が、特に北米の NACP
（http://www.nacarbon.org/nacp/）や欧州の

ICOS（http://www.icos-infrastructure.eu/）など

の高密度の地域観測ネットワークの枠組みに

おいて増えた。これは、正確な CO2センサ（遠

隔自動操作が可能な装置）の開発に加えて、い

くつかの民間航空機が連続ガス分析装置の運

図 5. IGCO の大気部分として WMO-GAW が実行中の IGACO の
温室効果ガス戦略 

炭素トラッキングと地域から全球までの炭素収支作成に

役立つ統合全球大気炭素観測 
全データ
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インバージョ
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図 6. 現在の大気接地層観測ネットワーク。このネットワークは、WMO の地球
大気監視プログラムによる世界規模の調整を受けたさまざまな国家プログラム
の協調的努力の象徴である。データは世界温室効果ガスデータセンター
（http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg/）に報告される。連続測定サイトからは、離散フ
ラスコ捕集と比較して周辺のフラックスを制約する情報をより多く得られる。

離散フラスコ測定 
連続測定 

2008 年 3 月作成 
A.C. Manning（イーストアングリア大学）

搬を行えるよう装備を整えたことによって実

現したもので、この結果さまざま航路にわたっ

て定期的なプロフィールと上部対流圏トラン

セクトが得られるようになった。こうした

CO2観測は、

研究プロ

ジェクト

（CONTRAI
L, 
CARIBIC）

の一環とし

て運営され

ている。こう

した観測の

大気圏を通

じた相互作

用を図 7 に

示す。 

WDCGG の

最終評価に

報告されて

いる通り

［WMO 
WDCGG 
Data 
Summary, 
No. 33, 
GAW DATA, 
第 IV 巻-温
室効果ガスとその他の大気気体、気象庁と世

界気象機関による共同発行、2009 年 3 月］、

CO2 については 193 件、CH4 については 177
件のデータが提出され利用可能となっている。

大気圏について得られている主要なデータプ

ロダクトのひとつは年一回発行の WMO 温室

効果ガス公報（WMO Greenhouse Gas 
Bulletin）で、温室効果ガス測定の現状を要約

し、大気中の温室効果ガス含有量の変化を報

告するものである

（http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg
/GHGbulletin.html より入手可能）。その他の成

果はさまざまなパートナー機関のサイトより

入手可能である（たとえば
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/, 
http://www.carbontracker.eu/、および

https://ramces.lsce.ipsl.fr/ ）。 

4.2.2. 衛星 

CO2および CH4濃度の衛星観測は、特に観測

範囲に大きな空白域が存在する場合において

は、粗い地上観測ネットワークの空間カバレッ

ジを改善する鍵となる。NASA の AIRS 装置か

らの赤外線バンドの再解析により、対流圏中層

の気柱積分 CO2の推定値が得られた。CO2お

よび CH4の双方の赤外線観測は、対流圏放射

分光計（TES）や赤外線大気探測干渉計（IASI）

でも可能である。こうした装置での観測から地

表の炭素排出源および吸収源に関して得られ

る直接的情報はわずかであるが、他の種類の温

室効果ガスの測定と相補的であるので、温室効

果ガスに関する垂直方向の情報が得られると

ともに輸送モデルやインバージョンの改善に

役立つ潜在的可能性がある。 

欧州の環境監視衛星（ENVISAT、2002 年打ち

上げ）上の SCIAMACHY は、大気境界層を含

むすべての高度に敏感な CO2および CH4の測

定値が得られる最初の装置である。この能力は、

近赤外／短波赤外線領域における天底観測に

由来するものである。CO2 の精度は 2-3ppm、

CH4の精度は約 1%である。SCIAMACHY の

データは CH4フラックスのインバース計算に

よる最初のモデル作成に使われているが、地上

観測ネットワークから得られる相補的情報を

必要とする。 

JAXA の GOSAT と NASA の OCO は、宇宙か

らの温室効果ガスの観測専用の最初の衛星で

ある。いずれも、現在の空間・時間積分スケー

ルに関連して CO2および CH4の気柱積分を
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1%よりもよい精度で測定するという類似の目

的を持っている。これだけの精度があれば、と

りわけ地表のネットワークの範囲が不十分な

大陸域（熱帯、シベリア）において、地上観測

ネットワークのみを使用する場合と比較して

表層フラックスの推定値を改善するのに十分

であろう。 

GOSAT が軌道に乗っ

てすでにデータの送

信を始めているのに

対し、OCO の打ち上

げは失敗した、しかし、

OCO2 が現在計画中

であり、元の OCO の

建造、試験、および較

正を通じて得た経験

は第２号の設計に有

用であろう。さらに、

EUMETSAT と欧州宇

宙機関（ESA）は、

2020 以降に欧州の

METOPの後継システ

ムに搭載される

Sentinel 5 UVNS センサ中に CH4（CO2も可能

性あり）検出用の太陽光吸収チャンネルを含め

ることを計画中である。さらなる第 0 段階の研

究が CNES の小型衛星 MICROCARB、DLR の

CARBONSAT、および CNES と DLR の独仏合

同イニシアチブとして MERLIN と呼ばれる

CH4観測用 LIDAR について進行中である。 

図 7. 表層ネットワークおよび衛星間の大気中温室効果ガス観測に必要な垂直連続性の例。これら
のデータが大気逆解で使用するものと同一のスケール上で較正してあることが最も重要である。
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GOSATからのデータとリトリーバルアルゴリ

ズムは現在試験中であり、初期の取得データは

有望であるように見受けられる（図

8）。O2吸収バンドからの表層圧の取

得を含めて、エアロゾルおよび／ま

たは雲による撹乱の処理の改善が

進行中である。この新しいデータプ

ロダクト、すなわち TCCON ネット

ワークからの地表からの全気柱観

測による検証（図 9）および航空機

から測定したデータとの比較を余

すところなく活用するには、さらな

るデータ統合活動が必要である。 

長期的には、能動型（LIDAR）セン

サで取得したデータは、これまで使

われてきた受動型センサの能力を

上回り、特に冬季の中高緯度地域の範囲におい

ては時間・空間範囲がより良好な場合があると

考えられる。 

量子カスケードレーザーの開発や地表ベース

（地上から上向き、気柱全量）のリモートセン

シングシステムの配備のような新しい分析手

法により、衛星観測から得られる高品質の温室

効果ガスデータの範囲と頻度がともに向上す

るはずである。 

こうした観測能力の向上は、大気輸送モデルを

より高い空間解像度を持つように改善するこ

とによって補完する必要がある。検証目的に必

要とされる高い解像度においては、我々の現状

の輸送モデルの不確実性が大きすぎるので、新

しい高解像度の炭素データを最大限に活用す

るには輸送モデルの不確実性を小さくする必

要がある。 

4.3. 海洋域 
正しい大気-海洋間 CO2フラックスと海洋にお

ける炭素インベントリを計算するには、海洋表

層のデータセットと深層まで及ぶ三次元の海

洋断面データがともに必要である。 

4.3.1. 海洋表層の測定 

高品質の海洋表層 CO2 分圧測定（pCO2）は、

同じ場所の大気中 pCO2 測定とともに実施し

なければならない。そうすることで大気-海洋

間 CO2フラックスの算出が可能となるのであ

る。２組の海洋炭素関連変数の測定が必要で

ある：溶存無機炭素の総量とアルカリ度であ

る。これらの測定は比較的短い時間間隔で行

わなければならない。それは、海洋表層 pCO2

は季節変化に伴う温度、塩分、循環構造、お

よび生物生産の変化とともに変動するからで

ある。最近 10 年間にわたって、海洋域では海

洋観測航海、便宜観測船、および係留ブイに

よって観測の質と量の劇的な増大が見られて

きている。国際海洋炭素連携プロジェクト

（IOCCP, 
http://ioc3.unesco.org/ioccp/Index.html）は海洋

観測の連携をリードしてきたし、観測システム

が作るマップの定期的アップデートを行って

いる。水路測量学、pCO2および O2の観測に

関するワークショップを踏まえた活動は、海洋

観測システムの改善を続けている。 

わずかな現場データしか得られない地域にお

いて、海色、風の応力、温度、およびさらなる

物理ならびに化学／生物学的変数の衛星観測

が、海洋炭素状態変数のよりよい分布を得るた

めに必要とされている。 

以上のプラットフォームすべてから得られた

表層データを統合することにより大規模な

データプロダクトが得られている。過去の全球

気候学（たとえば Takahashi ら（2009 年））か

らは、空間的には詳細でありながら時間的には

平均値であるフラックスの分布図が得られた。

しかし大規模なデータ合成の努力、すなわち海

洋表層二酸化炭素アトラス（SOCAT）プロジェ

クトにおいては、現在の時点で時間分解情報を

含むデータプロダクトへ向けた進展の過程に

あり、その結果 10 年単位あるいはより短期の

トレンドが明らかになってきている。最近の取

り組みから判明したところでは、航路により十

分カバーされている北半球の海洋のような地

域の場合、正味の年間取り込みフラックスを

20%程度の正確さで、しかも良好な季節的・空

間的解像度で特定することが可能となってい

る。北大西洋を対象とする Carbo-Ocean プロ

図 9. TCCON 観測ステーションの位置（2009 年）。 
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ジェクトは、表層観測ネットワークより得られ

たデータをリモートセンシング観測および再

解析プロダクトと組み合わせることによりこ

れを実現した。現在の全球観測システムを図

10 に示す。 

4.3.2. 深海の調査 

三次元の海洋炭素データは、従来、全溶存無機

炭素の測定値と同じ場所のアルカリ度の測定

値からなっている。自然の変動や人為的 CO2

取り込みによる海洋の炭素インベントリの変

化は大きなバックグラウンド値に対して小さ

いため、測定には最高の精度が要求される。海

洋の炭素に対する人為的寄与は、炭素同位体の

データに加えて海洋の酸素の測定値を大気中

の O2/N2比の測定値とあわせて使用すること

により、自然の変動から分離して評価すること

ができる。海色、風の応力、温度、およびさら

なる物理ならびに化学／生物学的変数の衛星

観測が、特に地上測定結果がわずかしか得られ

ていない地域において海洋炭素状態変数のよ

りよく制約された分布を得るために必要とさ

れている。 

4.4. 陸域 
4.4.1. 渦相関フラックスネットワーク 

地表の非一様性に加えて生物学的過程の挙動

のモデル化が難しいため、陸上のフラックスと

リザーバーの現地観測は大きな課題となって

いる。Fluxnet プロジェクトは地域フラックス

ネットワークの連携であり、データを組み合わ

せて全球でデータ統合を行うことを目的とし

ている。渦相関タワーの数は 2000 年の約 100
カ所から 2009年の約 600カ所までと大幅に増

加した。ネットワークはあらゆる大陸に広がっ

た（ただし南極を除く、図 11）。主要な Fluxnet
の地域ネットワークは Ameriflux、Asiaflux、
ICOS-CarboEurope、CarboAfrica、LBA（アマ

ゾン）、および OzFlux（オセアニア）である。

温度と降雨量については、ほとんどすべての気

候等をネットワークがカバーしている。例外は

寒冷乾燥気候と温帯湿潤気候である。 

Fluxnet の全球ネットワークは多様な生態系の

種類、気候、および攪乱の程度をカバーする重

要なデータセットを提供する。測定された変数

の大半は、炭素循環にきわめて重要な関連性が

ある：すなわち炭素、水、およびエネルギーの

フラックス；気象データ；各サイトにおける補

助データ（たとえば葉面積指数（LAI）、バイオ

マス、土壌炭素、土壌水分など）である。デー

タの利用可能性は、地球規模のデータ統合が開

始された 2006 年の Fluxnet 統合データプロダ

クトの公開に伴って劇的に向上した

（http://www.fluxdata.org、図 11 参照）。この統

合には、異なる地域ネットワークから得られた

全てのデータの標準化が必要である。 

図 10. pCO2観測船（調査船、便宜観測船）の航路。 
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基本的にローカルスケールで行わ

れる Fluxnet の観測は、景観が不

均一な場合も陸域-大気間のフ

ラックスをよりよく取得する方法

を開発するため、集中的観測サイ

トにおいて土地利用や土地被覆の

情報、衛星画像、および相補的な

生体測定および土壌の測定結果と

組み合わせられる。 

Fluxnet の観測は、新しいデータ

マイニング、パターン認識、およ

び機械学習アルゴリズムを用い

て地球規模の衛星観測による地

表の生物物理学的パラメータ、土

壌の特性、および気候データの測

定といった補助情報とも組み合

わせられつつある。これは過去

20 年分のデータの再解析も含め

て CO2、水、およびエネルギー交

換フラックスの地図を作成する

ためである（図 12）。こうした技法は、光合成、

蒸発散、および正味 CO2フラックスの制御要

因と限界を明らかにする上で有望な結果を生

み出している。 

4.4.2. 森林と土壌の大規模インベントリ 

多くの国には、数十年にわたって続いていて多

数のサンプリング場所のデータを含む全国規

模の森林インベントリが存在するものの、それ

以外の場所、特に開発途上国の多くの森林バイ

オームにはインベントリデータがほとんど、ま

たは全くない。さらに、開発途上国の中には、

繰り返し測定が行われている全国規模の森林

インベントリが存在するところがほとんどな

い。すでに森林バイオマスインベントリが存在

する国では、これを一般的には UNFCCC への

森林資源の報告の根拠として使用しており、場

合によっては、現地観測による森林インベント

リ情報が森林被覆と森林タイプに関するリ

モートセンシング情報を用いて国家レベルの

値にスケールアップされることもある（図 13）。
しかし、こうした調査の多くは元来、国レベル

および国以下のレベルでの森林資源の評価と

農業目的のために展開されたものであった（炭

素測定のためではない）。開発途上国の中には

「国境から国境まで」の全国規模の森林モニタ

リングシステムを運用しているところはほと

んどなく、このためインベントリデータの国際

的調整や集約を行うこと、あるいは予測目的で

リモートセンシング情報や生態系・炭素モデル

とよりよく統合することは難しい仕事になっ

ている。 

森林インベントリから得られるデータを炭素

モニタリングの基礎としてよりよいものにす

るには、土壌、枯死木、および倒流木の炭素に

ついて追加で試料採取を行う必要がある。ハリ

ケーンや大規模森林火災などの出来事により

最近攪乱を受けた地域では、その影響を評価す

るための追加的なサンプリングが必要となる。

国内の特定の森林など州より狭い地域につい

て報告が必要な場合は、サンプリング密度を上

げて性能を拡張したリモートセンシングが必

要となるであろう。 

世界のさまざまな森林生態系について相対成

長式、木材密度、およびバイオマス拡大係数を

得るためにさまざまなデータベースが開発さ

れている（http://afoludata.jrc.ec.europa.eu, 
http://www.carboafrica.net/index_en.asp）。 

現在、温帯林における炭素貯蔵の推定法は十分

確立されていて正確である。ただし熱帯林に関

する方法は限られている。熱帯林のために作成

された相対成長式はさまざまな樹木サイズを

カバーしているわけではなく、樹種の範囲も非

常に限られていて、カバーする地理的領域も小

さい。通常行われるように一定の変換/拡大係

数を使うと大きな誤差が生じる結果となるが、

これは木材密度と拡大係数がいずれも樹齢、樹

種、地理的位置によりかなり変動するからであ

る。 

図 11. La Thuille データセットに基づく Fluxnet 観測ネット
ワーク。赤色の点はデータ記録が完備していないサイト。土
地被覆コードは緑色：樹木；黄色の円：草地；黄色の四角形：
耕作地；オレンジ色の逆三角形：灌木；青色：湿地。 
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図 12. 地上ベースのフラックスデータを局所から地域へとスケールアップする過程の図解。 

図 13. 米国およびカナダの森林の樹齢構造地図（米国農務省森林サービスのデータ）。 
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 基準レイヤー 
 気候 
 土壌地図 
 

フィールドデータ 
 フラックスタワー 
 土壌水分, 生態学的過程 
 呼吸チャンバー 
 生物測定, LAI, ap フロー 
 現地土地利用情報 
 共同研究情報 
 サイトレベルのフィールド調査 

森林の樹齢（年）：

州 

カナダのデータは 2004 年以降 
米国のデータは 2006 年以降 

N

解像度 1 km
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国連食料農業機関（FAO）は、世界森林資源評

価 2010（FRA 2010）を通じて世界の地上の

1%をカバーする森林のリモートセンシング調

査を行っているが、この調査は多くの国別森林

インベントリプログラムとも一致している。衛

星データは国別データを補完して全球および

地域の樹木被覆地図を作成し、森林被覆の変化

がどこで起こっているかを示すであろう。この

調査は、既存の過去の現地インベントリから得

られた局所的な知識と結果を含む補助情報も

取り入れている。 

統合されたシステムに向けた進展は、全球陸域

観測システム（GTOS）の結果としても得られ

ている。GTOS は、バイオマスおよび葉面積（土

壌炭素も間もなく追加予定）を含む陸域におけ

る必須気候変数（ECV）のおのおのに関する基

準の作成を支援する

（http://www.fao.org/GTOS/doc/ECVs/T12/GT
OS-ECV-biomass-v08.pdf）。 

最後に、最近創設された開発途上国の森林減少

と森林劣化による排出の削減に関する国連の協

力プログラム（REDD）は、UNEP、UNDP、FAO、

および開発途上国 9 カ国間の合同国際プロジェ

クトである。REDD は途上国が全国規模の測

定・報告・検証システムの開発を支援する。REDD
により、マルチスペクトルの光学およびレー

ダー衛星画像の組み合わせにより非管理森林と

管理森林の永続的および一時的サンプルプロッ

トを統合する、全国規模の森林インベントリの

開発が可能となる。にもかかわらず、全国規模

のインベントリの質には定義、標準、収集デー

タの種類と品質に関し大きな不一致と不確定性

が今なお存在している。 

4.4.3. 土壌炭素 

さまざまな全国規模の土壌調査が行われ、これ

により土壌中の炭素貯蔵の定量が可能となる。

最良のインベントリでは国土を 2-3km の格子

に分け、10 年ごとに再調査する。1-2 回の再訪

後には、これらのインベントリから気候のトレ

ンドや土地利用の変化による地域の変化を検

出できるようになる。こうした調査の大半は

データの質が高くないものの、現状で利用可能

な情報源はこれだけである。地球規模では、既

存の土壌データの異なる土壌分類を調和させ、

世界土壌地図（FAO-IIASA）を作り上げようと

する努力が行われてきた。地図とこれに関連す

る炭素データの精度を改善しようとするさま

ざまな努力が続いている一方、新しい土壌断面

の収集が継続され、土壌伝達関数

（pedotransfer functions）を用いてデータの調

和がはかられている。しかし、世界の多くの部

分では、土壌地図の解像度がまだきわめて粗く、

土壌の数も限られている。国際土壌照会情報セ

ンター（ISRIC）などの機関では、国際データ

ベースの提供を目的として土壌特性データを

収集中である（http://www.isric.org/）。 

残念ながら、連続かつ標準的で地理座標参照

データつきの森林バイオマスと土壌炭素のイ

ンベントリを作成するためには、まだ多くの仕

事がなされなければならない。炭素の推定値を

合成するためには、大きく異なっているインベ

ントリと解析の方法論を調和させることがき

わめて重要である。 

炭素貯蔵を測定するための方法は同一である

必要はなく、現地の実状および経済状況に適応

させることも可能であるが、比較可能で、透明

性があり、正確で矛盾のない炭素貯蔵データを

得るための基準を守ったデータを提供しなけ

ればならない。とりわけ永久凍土や泥炭地地域

のような炭素の多い土壌では、不確実性がまだ

きわめて大きいのが現状である。 

4.5. 化石燃料排出 
現在の全球炭素循環の挙動を理解するには、化

石燃料の燃焼に起因する攪乱を正確に理解する

必要がある。我々は、化石燃料からの全球年間

総排出量の測定だけでなく、理解しようとして

いる他の過程と同じ時間的・空間的スケールで

このフラックスの分布の定量化も行う必要があ

る。このことは、時間にすれば１日単位（たと

えば陸上交通量の日内変動すら含む）、空間にす

れば陸上の 1km 単位のスケールで、発電所や工

場といった大規模な点排出源に関する地理参照

つきの情報も含めて排出量の特性解明を行うこ

とが目標になることを意味している。 

化石燃料の使用に関するデータは、一般には燃

料の生産者、流通業者、および使用者に対する

調査票から得られる。データは一般的には何ら

かの政府機関が収集する。世界経済におけるエ

ネルギーの重要性に加えて、化石燃料の大半は

正式の市場で取引されるため、化石燃料の生産、

流通、消費に関しては大量のデータが存在する。 

エネルギーに関するデータの国際的編纂を維

持しているのは、国連統計局（UNSO）と国際

エネルギー機関（IEA）である。UNSO はすべ

ての国のデータ、IEA は石油または石油製品の

生産、流通、消費に重要な役割を果たしている
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約 140 カ国のデータを保持している。この 2 つ

の機関は協力して調査票の配布を行い、また得

られたエネルギーデータを共有している。世界

のエネルギー生産と利用に関するデータの収

集は、米国エネルギー省やブリティッシュペト

ロリアム社といった機関でも行っている。これ

らの主なデータセットは国別、年単位のスケー

ルであるが、UNSO と IEA はいずれも月単位の

データも保持している。多くの先進国は少なく

とも一部のエネルギーデータを月単位で保持

しており、場合によっては国の主要行政区分、

たとえば州（state や province）についてもデー

タ収集を行っている（米国エネルギー省）。 

4.6. 地表と海洋表層のリモートセ

ンシング 
地表と海洋表層の特性に関するリモートセン

シングは、きわめて価値が高いことが判明して

いる。陸域の場合、1980 年代以来の AVHRR
から派生した NDVI の時系列データに加えて、

MODIS、Landsat、および SPOT から得られた

より高解像度の光学（赤外および可視光）プロ

ダクトが得られている。光合成有効放射吸収率

（FAPAR）のような新しく得られた成果もまた、

リモートセンシングデータから得られたもの

である。FAPAR は、広い時間的空間的分解能

で陸上の炭素フラックスを推定するモデル（た

とえば光利用効率モデル）における重要なパラ

メータである。空間的に明確な FAPAR は、

GCOS の必須気候変数のひとつである。なぜ

なら FAPARは陸上の炭素プールとフラックス

の相対的な強度と位置に関する情報を与える

からである

（http://www.fao.org/GTOS/doc/ECVs/T10/GT
OS-ECV-T10-fapar-v06.pdf）。 

光合成有効放射（PAR）は、生態学研究サイト

において標準プロトコルの一環としてモニタ

リングが行われている（たとえば Fluxnet）。 
AmeriFlux ネットワークにおいては、センサは

品質保証実験室の標準にあわせて較正されて

いるが、衛星プロダクトの検証に使って意味が

あるほど信頼できる測定結果を出しているサ

イトは他にはほとんどない。現在得られている

宇宙からの衛星観測由来のデータセットの正

確度を考証する努力が進行中である。これに対

し、較正と検証に関する CEOS 作業グループ

（CEOS-WGCV）による調整を受けた地上ベー

スのネットワークは、これらの検証実行に関係

のある測定を行っている。 

宇宙機関とその他のデータ提供機関は、葉面積

指数（LAI）の全球マップをさまざまな空間解

像度で毎日から毎月までさまざまな期間につ

いて、主として衛星搭載の光学センサを用いて

作成している。この場合、数値は地上での測定

または全球植生区分をシミュレーションする

モデルの数値（地球圏-生物圏国際共同研究計

画（IGBP）が提唱する 12 等級など）をもとに

作成された相対成長関係式に依存する。LAI の
全球推定は一般に解像度 1km で行われるが、

これはローカルでの観測と比較すると現地の

植生の種類に関してはきわめて正確とは言い

難い。リモートセンシングデータからより正確

な LAI の推定値を得ようとするいくつかの努

力が進行中である。こうした努力は、最も一般

的には（たとえばある範囲の土地被覆の種類を

カバーする検証サイトにおける）地上ベースの

測定から導出した経験的関係に基づいている。

こうした検証のイニシアチブは現在、国別の研

究グループと CEOS-WGCV の「地上プロダク

トの検証」（LPV）サブグループのような国際

的研究主体がともに参加する地上観測ネット

ワークの枠組み内で行われている。現在の検証

の取り組みは、主として検証サイト数の拡大と、

現地観測とリモートセンシング測定の異なる

空間的次元を扱う最先端のプロトコルを規定

することにより、地上ベースの推定の信頼性と

精度の改善に集中している。 

発生中の火災のマッピングについては、ESA
の世界火災アトラス（WFA）が最も長期間利

用可能な連続した地球規模の火災の記録を提

供しているが、MODIS はこの現象について現

在稼働中の極軌道センサとしては最良のもの

である。その他の極軌道衛星（AVHRR、TRMM）

および静止衛星（たとえばMSGおよびGOES）
は、これらの観測を拡張して発生中の火災の日

内変動の特性をよりよく解明しようとするも

のである。WFA は最近、新しい夜間アルゴリ

ズムを使用して、1991 年にさかのぼって性能

が改善された。火災の放射エネルギーについて

は、現在稼働中のセンサで要求された仕様に合

わせて測定を行う能力が実証されているもの

は SEVIRI および MODIS のみである。 

全球火災排出データベース（GFED）は、MODIS、
ATSR、および VIRS 衛星による火災活動度の

成果を CASA 陸上生物圏モデルと組み合わせ

た統合プロダクトであり、1997 年から現在に

至るまでの CO2、CO、CH4および上記以外の

ひと揃いの微量気体と微粒子の量を推定しよ

うとするものである。火災の空間的・時間的パ

ターンは比較的よく理解されているが、地球規

模の火災による排出量の推定値の不確実性は
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依然として相当なものである。その他に

FLAMBE, GLOBCARB などのプロダクトもあ

る。 

合成開口レーダー（SAR）を用いた宇宙からの

衛星観測もまた、特に光学衛星によるデータが

少ない熱帯や高緯度地帯の雲の影響をうける地

域において、「全天候」の地表情報の提供を開始

している。JAXA は包括的 SAR データで地球全

体をカバーして土地利用の変化を追跡するため、

ALOS L バンド合成開口レーダー（PALSAR）に

ついて体系的なデータ取得戦略を開発した。

ALOS PALSAR は JERS-1 L バンドSAR テクノ

ロジーおよびデータ取得戦略に立脚しており、

森林の変化とこれに派生するバイオマスの地図

を作成するための最初の体系的な全球観測結果

を提供するはずである。（航空機および宇宙から

の LIDAR とともに）SAR の使用を実行して植生

と地上バイオマスの頑健な全球推定結果を得る

ために、いくつかの研究計画が進行中である。

BIOMASS（現在 ESA において段階 A にある）

やNASAのDESDynlプロジェクトのような衛星

ミッションが、この目的のために計画されつつ

ある。 

衛星画像と航空機搭載の LIDAR を統合したリ

モートセンシング技法（CLASLITE, 
http://claslite.ciw.edu/；Asner ら、2005 年）は、

国および郡のスケールで森林破壊を受けた森

林におけるバイオマスおよび構造の変化を追

跡し定量化する強力な性能を示した。 

観測の必要な密度を達成するには、既存の方法

の展開戦略と新しく改善された測定技法の双

方でイノベーションが必要となるであろう。土

地被覆、攪乱の程度と強度、植生活性関連パラ

メータ、海洋の光合成（海色）、土地被覆の変

化など人為的活動関連パラメータ、宇宙から見

た光活性、およびフラックスを制御する重要な

大気や海洋の変数の衛星観測は、炭素フラック

スの高分解能マップを得るために確保される

必要がある。温室効果ガスを宇宙から直接測定

する新しい能力は、さらに増強され、検証され、

既存の測定値と調整されることが必要である。 

海洋については、炭素フラックスのよりよい推

定を行うのに長期にわたり強力に貢献した時

系列衛星データが２つある。すなわち、1980
年代初頭以降の AVHRR 由来の海面水温

（SST）と 1990 年代後半以降の SEAWIFS 由

来のクロロフィル a 濃度（クロロフィル a は

表層水中の植物プランクトン濃度の代用物）で

ある。これらのセンサは海洋力学と海洋生物学

の時間的変動と空間分布に対する我々の理解

を一新させ、最近数十年間の海洋モデル作成に

おける重要な改善につながった。この海洋観測

システムの強化に貢献した最近のセンサは、上

記以外にも MODIS や MERIS などいくつか存

在する。 

にもかかわらず、衛星観測で pCO2を推定する

ことは依然として困難である。その理由は、海

水溶存炭素量がモニタリング可能な海面水温

と植物プランクトンバイオマスだけではなく、

混合層の深度や水塊の履歴にも依存すること

である。衛星データとモデルシミュレーション

を組み合わせる最近の試みから、この手法の潜

在的可能性が明らかになった（Telszewski ら、

2009 年）。衛星プロダクトの精度をますます向

上させ、実用可能な海洋循環モデルの開発を続

ければ、おそらくこうした海洋の pCO2評価法

の利用と海洋の CO2フラックスのルーチン的

な作成につながるであろう。IOCCP はこうし

た活動を国際レベルで強力に支援する。 

こうした方法は、2010 年末までに打ち上げ予

定の SMOS センサの使用により可能となるは

ずの来るべき海面塩分（SSS）測定から利益を

得ると考えられる。大河の氾濫により影響をう

ける特定の地域（たとえばアマゾン川の影響を

受ける赤道大西洋地域）では、pCO2を制御す

る熱力学的過程はSSTのみならずSSSにも依

存する。 

海洋の炭素循環の生物学的部分に関しては、新

しい衛星プロダクトが向こう数年間に出てく

るものと期待される。植物プランクトン機能別

分類（PFT）の検出は、最も有望なものの一つ

である。最近 5 年間にいくつかのアルゴリズム

が開発されたが、IOCCG のこの話題に対する

興味にも示される通り、これらは向こう 5 年間

に宇宙機関が利用できる程度に頑健なものに

なる可能性がある。この情報は生物学的炭素ポ

ンプを評価するためにはきわめて重要なもの

であり、その理由は植物プランクトンの種は炭

素の捕捉と放出において非常に異なった役割

を持っていることにある。その一方、宇宙機関

が海水の反射率、ひいては植物プランクトン組

成のさらに洗練された解析を可能とするよう

なハイパースペクトルセンサの開発に取り組

むこともまたきわめて重要である。 

これらすべての新しい測定や方法は、外洋の炭

素フラックスのより精度の高い推定を可能と

するであろうが、これと等価な沿岸海洋用の測

定や方法は今なお着想すらされていない。沿岸
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海洋は重要ではあるが、宇宙からの観測が特に

困難である。その理由は生物の日内周期から複

雑な水の光学特性まで多岐にわたる。今後の沿

岸海洋観測専用の静止衛星ミッションが、この

問題解決の鍵を握ると考えられる 
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地球の炭素循環を理解することは、緊急の社会的

必要性があると同時に科学的な課題でもある。地

球規模の炭素循環に及ぼす人為的影響は、今後何

百年、何千年にわたって作用するであろう。炭素

循環がどのように変化したか、その変化の結果は

何か、炭素循環および気候の変化を低減し適応す

るにはどうするのが最善かを判断するには、炭素

のストックとフローの直接観測、プロセスの理解、

データ統合、および注意深いモデル作成が必要で

ある。炭素循環が重要であるのは、（窒素や水な

ど）他の地球化学的循環と複雑に相互作用し、経

済その他の人間が作り出したシステムにおいて

重要な役割を果たし、その相互作用が地球的規模

に及ぶためである。 

地球規模の炭素循環の理解の向上とよりよい研

究協力の必要性から、10 年以上前に最初の米国の

炭素循環科学計画が作成され、公表された。この

文書は、現代の炭素循環に対する我々の理解と将

来予測の能力を向上させるための陸地、大気、お

よび海洋の観測、生態系操作実験、および地球シ

ステムのモデル作成の計画を概説した。 

新しい計画の作成は、米国炭素循環省庁間作業グ

ループ（CCIWG）および炭素循環科学運営グルー

プ（CCSSG）により開始され、科学の最新状況

に基づいて米国の炭素循環研究に再び焦点を当

てるための戦略を概説している。この計画の作成

は、炭素循環研究コミュニティで活発に活動中の

メンバー25 名からなる委員会により進められ、今

後 10 年間にわたる炭素循環に関する科学の地域

ベースの研究の優先事項に関する情報を米国の

研究資金提供機関に提供することを意図したも

のである。計画が強調しているのは、長寿命の炭

素ベースの温室効果ガス（二酸化炭素（CO2）と

メタン（CH4））、ならびに地球規模の炭素循環の

主なプールとフラックスである。地球規模の研究

が推奨され、従って国際協力と共同研究が必要と

される。 

1999 年版の科学計画の研究目標の多くは今後 10
年間も重要であることに変わりはないものの、こ

れに加えて新しい研究もまた推進する必要があ

る。こうした研究としては、炭素管理活動の結果

も含めて炭素循環に及ぼす人間の影響をより総

合的に捉えること、生態系に及ぼす CO2の直接的

影響と炭素と気候の変化に対する生態系の脆弱

性または回復力、炭素循環関連の不確実性の定量

的理解、および社会的懸念に対処するため自然科

学と社会科学の研究者の調整を行う必要性があ

る。 

この計画は３つの包括的な疑問を軸としてまと

められている： 

Q1. 自然のプロセスと人間活動は陸上、大気、
および海洋の炭素循環にどのように影響す
るか？ 

Q2. 政策と管理の意思決定は、大気中の主要炭
素含有ガスである二酸化炭素およびメタン
の量にどのように影響を与えるのか？ 

Q3. 生態系、生物種、および天然資源は温室効
果ガスの濃度上昇、これに伴う気候変動、お
よび炭素管理の意思決定によりどのような
影響を受けるか？ 

 

要旨 
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さらに、この計画は概説した科学的目的のすべて

の基礎をなす息の長い観測が中心的役割をにな

うと認識している。最適になるよう設計し統合し

た長期観測、データ収集、およびデータ管理のた

めのシステムが必要である。 

炭素循環の数式としての表現が不完全な場合、気

候システムの将来の変化の推定に大きな不確実

性が生じる。逆に、将来の気候に関する不確実性

が存在すれば、将来の炭素循環の予測も困難にな

る。地球規模の炭素循環のバランスを取り、その

要素に対するプロセスレベルの理解を得るには、

測定、モデル、解析、予測から生じる不確実性と

炭素、気候、および経済社会システムの複雑な相

互依存性を評価し、理解し、これに対処すること

が重要である。 

上述した最優先すべき科学上の疑問は、炭素循環

研究の指針となる基本的な長期的方向性を示し

ている。これらの疑問に答えることを目指して前

進するため、また研究継続の指針とするために、

我々は今後 10 年間にわたって追求すべき 6 つの

科学的目標の要点をまとめた。6 つの目標（主と

して対応するよう意図した最優先すべき疑問の

引用つき）は以下の通りである： 

目標 1（Q1、Q2）：大気中の CO2と CH4につ
いて観測されている過去と現在の変動なら
びにこれにまつわる不確実性について、明
確で時宜を得た説明をする。 

科学コミュニティはより幅広い市民に対し、

大気中の CO2と CH4について観測されてい

る過去と現在の変動に加えて、この説明に

まつわる不確実性について明確で時宜を得

た説明をする必要がある。我々は「時宜を

得た」がこの目標の重要な部分であること

に留意する。政策のニーズに答えるには、

即時的な大気観測と明快な解析が必要とさ

れている。この目標に取り組むには、炭素

の排出源と吸収源の変動に加えてその変動

を制御している過程を正確に推定する能力

を開発する必要がある。 

目標 2（Q1、Q2）：炭素排出の経済社会要因を
理解して定量し、これらの排出を監視検証
する透明性の高い方法を開発する。 

この目標は、エネルギー利用、産業活動、

および土地利用による炭素排出の決定要因

となる人為的過程のプロセスレベルの理解

を得ようとするものである。よりよい理解

があれば、現在の排出量のよりよい評価、

替わりの政策シナリオの示唆を含めた将来

の排出量のよりよい予測が可能となる。削

減努力の有効性を確認し信頼を得るため、

大気測定、リモートセンシングによる観測、

社会経済パラメータの評価、およびその他

のツールの開発が必要である。国際協定の

遵守されている状況の監視と検証のための

機関と基礎構造を国内および国際政治によ

り作り出さなければならないが、ツールと

方法の開発は科学が行う必要がある。 

目標 3（Q1、Q2、Q3）：将来の気候変動と人
間活動に対する炭素のストックとフローの
脆弱性、および気候の安定化を困難にする
炭素排出源または吸収源に対する正の
フィードバックの潜在的可能性を特定して
評価する。 

すべての炭素リザーバーと炭素過程が等し

く環境の変化に対して脆弱であったり、ス

トレスに対する回復力に富んでいたり、管

理に対する応答性に優れていたり、管理上

の意志決定の意図しない副作用の影響を受

けやすかったりするわけではない。我々は

どの炭素プールと炭素フローの脆弱性が最

も大きいかを明らかにし、そうしたプール

とフローの脆弱性の程度を決定する際に重

要な物理的、化学的、生物学的過程を理解

できる必要がある。また、炭素の管理と隔

離の制度が脆弱なプールにもたらす結果を

予測し、最も脆弱なストックとフローの安

定性を確保するために必要な資源の優先順

位をつけることにより炭素管理の目標を支

援する必要もある。 

目標 4（Q3）：異なった CO2 および気候変動
シナリオの下で生態系、生物多様性、およ
び天然資源がどのように変化するかを予測
する。 

温室効果ガス量の上昇の直接的影響として、

これに伴う気候の変動とともに、陸上およ

び海水・淡水環境に関して生態系を大きく

変える見込みがある。気候変動との相互作

用に加えて、生態系に及ぼす大気中の温室

効果ガス濃度の上昇の直接的影響を炭素リ

ザーバーまたは吸収源としての生態系の潜

在的役割とともに評価する必要がある。そ

うした影響の 3 つの例として、海洋酸性化

による海洋生態系構造の変化、陸上と海中

の生物多様性への影響、および増大した
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CO2により生じうる植生純一次生産量の上

昇があげられる。気候と生物地球化学の相

互作用効果を理解する必要がある。 

目標 5（Q1、Q2、Q3）：低炭素の未来を達成
するために実行可能な炭素管理の道筋の
成功と副作用の潜在的可能性の見込みを
判定する。 

この目標は、大気中の温室効果ガス濃度に

及ぼす人為的影響とこの影響が地球規模の

炭素循環に及ぼす影響に対する懸念が増大

しているため特に重要である。個人、企業、

および政府が合理的で十分な情報に基づく

意思決定ができるよう、相互に関連する自

然および管理されたシステム、また特にこ

の循環に対する人為的な影響を十分に理解

する必要がある。 

目標 6（Q1、Q2、Q3）：政策立案者に対し現
在および将来の炭素循環の情報の必要性を
申し入れ、彼らの決定のために、信頼に足
る正当なデータや予測を提供する。 

科学コミュニティは、政策立案者やその他

の利害関係者が必要とする炭素循環情報を

提供し、政策立案がどのように炭素循環の

変遷に影響するかを理解し、炭素循環に関

する情報がどのように政策決定に関係しう

るかを理解する必要がある。政策立案者の

ニーズに応えるには、こうしたニーズを理

解するための双方向の過程が必要となる。

この目標は、ニーズが将来を見越したもの

であることも認識している。今から 10 年後

の政策立案者のニーズは、現在のニーズと

必ずしも同じとは限らず、研究の目標は

我々が将来の疑問に直面する準備ができる

よう創造的に予想し、かつ証明することで

ある。 

いくつかの主要な分野横断的研究の構成要素は、

炭素循環の科学を今後 10 年間にわたって推進し

ていくための中核となるものを含んでおり、これ

らは 4 つの最優先要素に分類されてきた。これら

の要素は炭素循環研究の取組事項を具体化した

もので、それぞれが 6 つの研究目標のすべてに寄

与している。第 1 の要素は息の長い的を絞った観

測を網羅したもので、大気、海洋／沿岸／陸水、

陸域生態系、人口学的／社会的、およびリモート

センシング観測を含む。第 2 の要素は、集中的な

工程分析と現地での活動、実験室での生態系操作

実験、および生態系操作の現地調査を含む各種の

スケールにわたるシステム力学および機能の研

究を含んでいる。この仕事は必要に応じて、また

可能な限り、伝統的な学問分野の境界を越えた組

織的な統合的研究として計画する必要がある。第

3 の要素はモデル作成、予測、および統合に重点

を置き、既存モデルの改良、地球システムのモデ

ルへの人的側面の追加、および統合活動の強化を

含む。最後に、第 4 の要素はコミュニケーション

と普及を軸とし、政策立案コミュニティ、一般市

民、および科学コミュニティ間の対話の改善、科

学知識を政策立案者に伝える適切なツールの開

発、および政策立案に及ぼす科学的不確実性の影

響の評価を含む。 

学際的研究に加えて社会科学、政治科学の組み入

れと共同作業が、本計画の成功に必要不可欠であ

る。将来のビジョンを炭素管理の統合的評価努力

と研究の相互作用を通じて強化する必要がある。

同様に、国際協力の重要性が増大しつつあること

もまた明らかである。米国の科学者は国際的な評

価とデータ統合、現地活動、モデルの相互比較、

および観測ネットワークに参加し、主導的役割を

果たす必要がある。こうした国際活動への参加は、

投資された資源を活用し、また米国の科学者の知

識と創造性を組織的研究に提供する機会となる。 

科学は研究を支援する組織と構造に依存する。連

携を改善し、本計画の研究目標の達成を保証する

組織構造と機会は以下のようなものである： 

 息の長い長期的資金提供の機会をより多く

提供する。 

 炭素循環データ管理を強化する。 

 社会科学における研究を含めた、炭素循環

研究の統合的課題に関する研究計画公募を

奨励する。 

 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の

評価など、統合的学際的努力に寄与する努

力を促進する。 
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 米国地球変動研究計画（U.S. Global 
Change Research Program）の米国炭素循

環省庁間作業グループ（CCIWG）および気

候変動と緩和を専門とするその他の米国省

庁間作業グループの間により強固な結びつ

きを作り上げる。 

 炭素循環研究と発展しつつある海洋酸性化

研究計画との強固な結合を作り上げる。 

 北米炭素研究計画（North American Carbon 
Program）を拡張して北半球炭素研究計画

（Northern Hemisphere Carbon Program）と

する。 

 国際連携の向上をはかる。 

 北米炭素研究計画と海洋炭素・生物地球化

学研究計画（Ocean Carbon and 
Biogeochemistry Program）をモデルとし

て利用して、同様の問題指向性研究コミュ

ニティを創設する（社会科学と自然科学の

双方に強固な基礎を持つグループの作成

など）。 

 本計画の目標の追求における進展とプロセ

スの定期的な評価を実行する。 

 教育訓練の機会に対して幅広い支援の提供

を継続する（世界規模で炭素／気候科学と

政策立案を重視する学際的教育をよりいっ

そう強調する）。 

本研究計画に詳述した最優先事項は、広い範囲に

着目し、かつバランスの取れた統合的研究の予定

表を作成し維持することである。CO2と CH4を重

視しているのに加え、一酸化炭素（CO）や酸素-
窒素比（O2:N2）といった非温室効果ガスが地球

規模の炭素循環の解明に対して重要な制約条件

を与えており、この状況における研究計画の一部

となっている。温室効果ガスの亜酸化窒素（N2O）

やその他の炭素系以外の温室効果ガスを考慮す

ることは必要不可欠であるが、本研究計画の範囲

を超えている。一般に、地球規模の炭素循環の制

御に関する我々の理解を完成するには地球規模

の炭素循環と水、植物栄養、および酸素の循環を

関係付ける必要があるが、これらについては本研

究計画には直接含まれていない。我々の意図は、

相補的な研究がここで提案した炭素循環研究に

関係付けられ、その結果地球規模の炭素循環とそ

の他の生物地球化学的循環のより幅広い理解が

得られることである。最後に、本文書全体を通じ

て、我々は科学的理解を促進する最も重要なデー

タを収集し維持する統合的システムの重要性を

強調するものである。 

ここに概説した計画は、効率的かつ効果的に実施

しなければならない。しかし、研究の行動計画の

広がりと強度は利用可能な資源に依存するもの

である。我々の推定によれば、本計画に概説した

目標を達成するには米国の炭素循環予算総額を

（衛星、船舶の稼動時間、航空機の稼動時間など）

プラットフォーム関連費用を除いても年間約 5億

ドルまで増額する必要がある。本研究計画の多数

の構成要素の相互依存性はきわめて重要であり、

最終的な研究手法はさまざまな研究の焦点間の

バランスを利用可能な資源の範囲内で維持する

必要がある。研究資源の投入が大きくなるほど、

完全な理解により早く到達することが可能とな

り、全体として社会の利益につながるであろう。

直面する地球規模の変動の圧力の中での炭素循

環研究の重要性を考えれば、資源の投資を加速す

ることは正当である。 
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炭素は地球システムに不可欠であるとともに、生

命の構成要素である。大気中に二酸化炭素（CO2）

およびメタン（CH4）として存在していることは、

人類が居住可能な気候の維持にきわめて重要で

ある。炭素はまた、海洋の化学、物理学、および

生物学において重要な役割を果たしている。炭素

は現在、人間のエネルギー利用における主要要素

でもあって、石炭、石油、および天然ガス、すな

わち何億年も前に大気から CO2を除去した植物

に由来する炭化水素化合物を構成する基礎と

なっている。地球の大気、河川および海洋、土壌、

岩石、生物、および人間が作り出したシステム中

における炭素の絶え間ない輸送と転移が、地球規

模の炭素循環と呼ばれるものである。 

人間の活動は地球の自然な炭素循環を相当に変

化させてきた。人間によるエネルギー利用は前世

紀に指数的に増加し、化石燃料の採取と燃焼はバ

イオマス、風力、水力といった再生可能エネル

ギー源に取って代わった。その結果、放出された

CO2 は大気や海洋中に蓄積しつつある。さらに、

農業、林業、および都市化といった活動のための

土地利用により土壌や植物中の炭素は徐々に放

出され、大気や海洋中の炭素の量のさらなる増大

につながっている。 

全体として、大気中における CO2の混合比すなわ

ち濃度は、産業革命の開始以来増大して 390ppm
以上に達した。今日の値は、少なくとも過去 80
万年にわたって大気中の CO2が 280ppm または

それ以下だったこととは対照的であり、その濃度

は毎年平均約 2ppm ずつ増加している（IPCC、

2007）。メタン濃度は、工業時代以前の 0.8ppm
から 1.8ppm まで比例して増大した。こうした

CO2、CH4、およびその他の温室効果ガスの大気

中濃度の変化は、少なくとも２つの重要な意味で

地球に影響を及ぼしている。第 1 に、我々の生存

している環境の気候は変化しつつある。地球の表

面温度は、100 年前と比較して平均 0.8℃上昇し

ており、最近 10 年間は少なくとも 1 世紀の間で

最も暖かかった（Arndt ら、2010）。気候のその他

の側面、たとえば降雨の量、分布、時期もまた変

化してきている。人為的な活動に起因する気候変

化の影響は広い範囲にわたる（たとえばJonesら、

2009）。第 2 に、大気中 CO2の増大は、陸上およ

び水圏の生態系のいずれにも直接影響を及ぼす。

陸上では、CO2の増大により植物の生産性と生物

多様性に加え、雑草やその他の種の生存競争にお

ける成否にも変化が生じる可能性がある。海洋中

では、海洋表層水の pH が産業革命の開始以来す

でに pH 単位にして約 0.1 低下した（Bates、2007）。
この海洋の酸性化により、サンゴ、甲殻類、およ

び海洋プランクトンなど炭酸カルシウムから骨

格や殻を作る石灰化を行う海産生物が多数危険

にさらされている。このことは、漁業や観光業界

に重大な経済的影響を及ぼすと見られる（Fabry
ら、2008）。 

従って地球の炭素循環を理解することは、緊急

の社会的必要があると同時に科学的な課題でも

ある。人間が引き起こした地球規模の炭素循環

の変化は、何百年、何千年にわたって影響をお

よぼすであろう。炭素循環がどのような変化を

受け、その変化の影響はどのようなもので、炭

素循環と気候の変動の緩和と適応にはどうする

のが最善かを判断するには、直接的な観測事実

の集積とプロセスベースの理解が必要である。

炭素循環の理解が重要であるのは、他の重要な

地球化学的循環（窒素や水の循環など）との複

雑な相互作用に加えて、経済やその他の人間が

作り出したシステムにおけるきわめて重要な役

割、およびその相互作用が地球規模のスケール

第 1 章 
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におよぶためである。 

地球規模の炭素循環の変化の最も広く知られて

いる証拠は、ハワイのマウナロアで 1950 年代に

開始され現在も世界の100カ所以上で続けられて

いる大気中の CO2濃度の記録である。このデータ

は、化石燃料利用の経済統計データおよび土地利

用の歴史的データと組み合わせると、化石燃料の

燃焼と土地利用の変化により排出された CO2の

約半分が大気中に存在し続けていることを示し

ている。残りの半分は地球の海洋および陸上生物

圏により吸収されたのである。CO2の排出と吸収

を支配する過程とそれを動かす要因は、まだ完全

には理解されていない。その結果、将来の炭素循

環の予測は十分な精度があるとは言い難く、この

ため気候変動の将来の推移予測の不確実性は大

きい（たとえば Friedlingstein ら、2006）。CH4排

出と CO2への酸化の量と変動、ならびにその変動

を制御する過程に関する我々の理解は、CO2に対

する理解に比べてはるかに立ち後れている。 

地球規模の炭素循環研究のよりよい理解と連携

の必要性から、約 10 年前に発表された最初の米

国炭素循環科学計画が発表された（Sarmiento お

よび Wofsy、1999 年）。この文書は現在の炭素循

環に対する我々の理解と、その将来を予測する能

力を向上するための陸上、大気、および海洋観測、

生態系操作実験および地球システムのモデル作

成の計画を概説するものであった。1999 年版の

科学計画は、主として海洋と陸上の炭素吸収源の

定量に重点を置き、地球規模の炭素収支の均衡と

北半球の炭素吸収源の定量を目標としていた。 

炭素循環研究コミュニティは、最近 10 年間に大

きく改善された地球スケールおよび地域スケー

ルの炭素収支を親展させてきたが、今や発展する

科学と政策の優先課題に対処する新しい米国炭

素循環科学計画が必要とされている。 

温室効果ガスの濃度が急速に上昇しているため、

地球規模の炭素循環の積極的管理がますます急

がれているが、理解を伴わない管理は効果がない

ばかりか、非生産的となる可能性すらある。従っ

て、炭素循環研究が炭素管理の政策、戦略、技術

の有効性と環境影響に関して必要とされている。

人間の活動は、比較的「自然」な生態系や管理さ

れた生態系への影響、およびエネルギーや産業シ

ステムからの温室効果ガスの直接排出の双方を

通じて、炭素循環において不可欠な部分を占めて

いる。炭素循環の中で人間が関連する要素の研究

は、炭素循環研究により明確に含める必要がある。 

生態系、種、および天然資源は温室効果ガス濃度

の上昇、気候変動、および炭素管理の意志決定に

ますます大きな影響を受けている。重要な気候お

よび生態系の閾値および転換点（すなわち人類に

よる主要な管理が徐々に変化した結果、システム

の突然の変化が起こる状況）に注目する研究（た

とえば Raupach および Canadell、2007）が、生

態系の形態と機能に及ぼす CO2および CH4濃度

の増大の直接的影響をよりよく理解するための

研究とともに必要とされている。気候の閾値また

は転換点となりうるものの例として、永久凍土の

土壌の温暖化とこれに伴う CO2と CH4の大気中

への急激な放出がさらなる温暖化につながり、こ

れが相乗的に繰り返される可能性があげられる。 

最後に、炭素循環に関する意志決定は必然的に知

識が不完全なまま行われることになるであろう。

我々は、地球規模の炭素循環における不確実性と

その環境における意義をよりよく理解する必要

がある。我々は、適宜不確実性を減少させ、必要

に応じて不確実性に対応する方法を必要として

いる。 

本文書で述べた米国の炭素循環科学の優先課題

の再評価は、2008 年に米国炭素循環省庁間作業

グループ（CCIWG）および炭素循環科学運営グ

ループ（CCSSG）により開始された（委員会の

責任については付録 A を参照）。この新しい計画

は、炭素循環研究を支援する米国の研究資金提供

機関に対し今後 10 年間の炭素循環科学の研究上

の優先順位に関する指針を提供することを意図

したものである。支援を受ける研究は地球規模の

ものであり、国際連携と協力が緊急に必要とされ

ている。25 名の自然科学者、物理科学者、社会科

学者からなる委員会がこの取り組みに集中する

ために招集され（付録 B を参照）、幅広い研究コ

ミュニティからの情報を得るために広く広報活

動を行った（付録 C を参照）。 

本文書に提示した新しい計画は、全球を対象とし、

共同で実施する必要のある研究について述べて

いる。研究の優先順位を明確に述べた思慮深い計

画なくしては、学問分野、研究者、研究後援者間

での活動の調整や研究への適切な資源の提供は

困難となるだろう。本文書は実施計画ではないた

め、特定の研究や資源の必要性を十分に明らかに

するのに必要な詳細情報を含んでいるわけでは

ないことに留意することが重要である。我々は、
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既存のプログラムの実施計画が新しい優先順位

を反映するため改訂され、ここに提示した勧告に

基づいてプロジェクトレベルのニーズを特定す

るため新しい実施計画が作成されることを期待

するものである。本文書における特定のプロジェ

クトへの言及はいずれも、単なる例証としてあげ

たものである。 

改訂した研究の予定表の枠組みとして、第 2 章で

は 1999 年版の科学計画の簡単な歴史、計画作成

以来の進展、および我々の新しい計画が作成され

た全体的状況について述べる。第 3 章では、新し

い研究の行動計画の指針となる最優先すべき課

題について述べる。次いで、今後 10 年間および

それ以降の具体的な目標と達成可能な目的を第 4
章で明らかにし、第 5 章でこれらの目標の達成の

ため追求しなければならないと我々が信じるい

くつかの主な研究の要素について概説する。これ

らの要素は科学の発展に必要な基本的な研究の

構成要素である。第 6 章および第 7 章では、計画

の成功のためのいくつかの課題と機会に目を向

ける。第 6 章では、成功のために必要な共同と連

携（国際的・学際的とも）のいくつかについて特

徴を明らかにする。最後に、第 7 章では将来のビ

ジョンと必要な研究の優先順位についてまとめ

る。 

新しい計画は、長寿命の炭素ベースの温室効果ガ

スである CO2および CH4と、地球規模の炭素循

環の主なプールとフラックスに重点を置く。一酸

化炭素（CO）および酸素-窒素比（O2:N2）を含む

非温室効果ガスは、地球規模の炭素循環の解明に

関して重要な役割をになうため、その文脈に限り

本計画の一部となる。温室効果ガスである亜酸化

窒素（N2O）およびその他の非炭素温室効果ガス

の考慮は必要不可欠ではあるが、本計画は特に炭

素ベースの温室効果ガスに重点を置く。一般に、

地球規模の炭素循環を支配する要因を総合的に

理解するには、水、栄養、および酸素の循環と地

球規模の炭素循環の関係に関する幅広い研究を

行う必要があるだろうが、この仕事もまた本文書

の範囲を超えており、従って本計画には直接含ま

れない。本文書全体を通じて、我々は科学的理解

を促進する最も重要なデータを収集し維持する

統合的システムの重要性を強調するものである。

我々の望みは、相補的な研究がここで提案した炭

素循環研究に関係付けられ、その結果地球規模の

炭素循環とその他の生物地球化学的循環のより

幅広い理解が得られることである。 
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本章では、1999 年版米国炭素循環科学計画の基

本構造、1999年版計画の実施のいくつかの側面、

および 1999 年版計画の発表以来公表された主な

計画文書を概観する。あわせて、これらの文書と

関連活動は新しい計画作成の背景となっている。

本章では背景情報を提供し、新しい計画の議論は

第 3 章から始まる。 

2.1 1999 年版米国炭素循環科学計画 

1998 年と 1999 年に、炭素循環の研究者 16 名か

らなる作業グループが米国における炭素循環研

究を調整する科学計画を作成した。その意図は、

「長期観測、モデル、および革新的なプロセス研

究を含む主要な要素の戦略的かつ最適の混合物

を作成すること」であった（Sarmiento および

Wofsy、1999）。次の 10 年には、炭素循環の研究

者は炭素観測ネットワークの改善と計画の目標

に取り組む研究プロジェクトの調整のために働

いた。かなりの進展があったものの、研究資金提

供と時間の制約により計画の一部は完全には実

現できなかった。最近 10 年間の研究では、1999
年版の計画で浮き彫りになってもいなければ予

測されてもいなかった新しい問題点も明らかに

なった。たとえば、炭素循環の人為的攪乱が炭素

プール全体の分布にどのように影響しうるかを

めぐる懸念が強まり、人為的影響を緩和し炭素循

環を管理する政策の選択肢に対する関心が高

まっている。 

1999 年版の科学計画は、２つの基本的な科学上

の疑問を提起していた：1）人間の活動によりす

でに排出された CO2（過去の人為排出 CO2）に何

が起こっているのか？および 2）過去と未来双方

の排出に由来する将来の大気中 CO2濃度の変化

はどのようなものになるか？これらの疑問は、過

去、現在、未来の大気中 CO2濃度に注目していた。

これらの疑問に取り組むため、1999 年版の計画

は米国の炭素循環研究計画を 2000 年代へと導く

プログラムの目標 5 つを明確に述べていた。 

Goal1： 北半球の陸域の炭素吸収源を定量化

し理解する。 

Goal2： 海洋による人為起源 CO2の吸収を定

量化し理解する。 

Goal3： 過去と現在の土地利用が炭素収支に

与える影響を評価する。 

Goal4： 将来の大気中の CO2濃度に関して、大

きく改善した予測値を提供する。 

Goal5： 大気 CO2と炭素循環を管理すること

に関する社会的な意思決定に対して

科学的根拠を与える。 

2.2 1999 年版科学計画の実施 

1999 年版米国炭素循環計画の完成後、この計画

はより幅広い気候変動科学計画のための戦略的

計画（Strategic Plan for the Climate Change 
Science Program）（Climate Change Science 
Program、2003）の炭素循環の章の基礎となった。

この文書においては、1999 年版計画の 2 つの最

も優先されるべき疑問は以下の通り更新されて

いた： 

 地球システム内の炭素リザーバーと炭素フ

ラックスの大きさとその変動はどの程度か、

また将来の炭素循環の変動は年単位、10 年

第 2 章 
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単位、100 年単位でどのように管理すれば

よいか？ 

 社会にとってのリスク、費用、利益の適切

なバランスを達成するための我々の炭素排

出源と吸収源の管理の選択肢は何か？ 

北米炭素研究計画（NACP）および海洋炭素気候

変動（OCCC）研究計画は、それぞれ 1999 年版

計画の目標 1 と 2 に取り組むために作成されたも

のである。米国の研究機関は、1999 年版科学計

画の残り 3つの目標をめざす他のプロジェクトに

も多額の投資を行った。 

北米炭素研究計画の科学計画（Wofsy および

Harriss、2002）および北米炭素研究計画のための
科学実行戦略（Denning ら、2005）では、「北米

と隣接海洋における CO2、CH4、および CO の排

出源と吸収源の測定と理解に重点を置く炭素循

環研究」について概説していた。NACP は以下の

4 つの疑問を軸として計画されたものであった。 

 北米と隣接海洋の炭素バランスはどのよう

なものか？CO2、CH4、および CO のフラッ

クスの地理的パターンはどのようなもの

か？そのバランスは時間とともにどう変化

するか？（「診断」） 

 どのような過程が CO2、CH4、および CO
の排出源と吸収源を制御しているか、また

その制御状況は時間とともにどう変化する

か？（「帰属／過程」） 

 驚くようなことが起こる可能性はあるか

（排出源が増大するか吸収源が消失するこ

とはあり得るか）？（「予測」） 

 どうすれば息の長い炭素吸収源の強化と管

理（隔離）、および政策立案者を支援する資

源の提供（「意思決定支援」）が可能か？ 

北米と隣接海域を通じて炭素フラックスを観

測・理解・予測するため、そして得られた結果に

基づき政策立案者に時宜を得た有用な情報を提

供するための統合され十分試験されたシステム

に寄与するよう、研究活動の奨励と優先順位付け

がおのおのの主要研究領域で行われた。 

現在どれだけの CO2が海洋により吸収されてい

るか、また気候変動が海洋の炭素吸収源の将来の

挙動にどのように影響するかを判定するため、複

数省庁による海洋観測と研究を統合した実行戦

略が NACP と平行して作成された。1999 年版科

学計画に概説されたより幅広い目標のうち、「海
洋、炭素、および気候変動：米国海洋炭素研究実
行戦略」（Doney ら、2004）と題された文書は、

海洋の問題に取り組むための 4つの基本的な科学

上の疑問を浮き彫りにしていた： 

 海洋における人為起源 CO2の地球規模のイ

ンベントリ、地理的分布、および時間変化

はどのようなものか？ 

 大気-海洋間の CO2フラックスの大きさ、空

間パターン、および変動はどのようなもの

か？ 

 海洋の有機・無機炭素の貯蔵の主な物理的、

化学的、生物学的フィードバック機構と気

候に対する感度はどのようなものか？ 

 海洋炭素の緩和戦略の科学的根拠は何か？ 

2005 年、米国炭素循環科学計画は、炭素循環研

究の複数省庁間連携に取り組むため海洋炭素気

候変動（OCCC）研究計画と OCCC 科学運営グ

ループ（OCCC-SSG）を設立した。2006 年 2 月、

米国国立科学財団（NSF）、米国航空宇宙局

（NASA）、および米国海洋大気庁（NOAA）は、

海洋生物地球科学（炭素を含む）および関連する

生態学の諸問題により幅広く取り組むため

OCCC、海洋表層下層大気研究（IMBER）、およ

び統合海洋生物地球化学・生態系研究（IMBER）

を含む互いに関連のある海洋研究計画数件を海

洋炭素生物地球化学（OCB）計画と呼ばれる単一

組織に統合した。 

米国の研究資金提供機関の連携努力を通じて、

NACP と OCB の両研究計画は 1999 年版科学計

画の最初の２つの目標への取り組みにおいては

相当の進展があった。しかし、その他の目標につ

いては、研究資金提供機関からいくらかの投資を

受けたものの、進展は比較的小さかった。特に目

標 5（CO2と炭素循環の管理に関する社会の意志

決定の科学的根拠の作成）に関する進歩はほとん

どなかったが、目標 3（炭素収支に及ぼす土地利

用の影響）と目標 4（将来の大気中 CO2濃度の予

測）はある程度の進歩があった。 
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2.3 1999 年版科学計画以降のその他の関連成果 

本節では、最近 10 年間に公表され、炭素循環研

究の優先順位の進展につながっていったいくつ

かの重要な報告書を要約する。読者は本節を飛ば

して直接第 3 章に進んでも差し支えない。 

1999 年版炭素循環研究計画の公表以来、いくつ

かの文書が米国気候変動研究計画（U.S. Climate 
Change Research Program）を部分的に改訂し、

新しい米国炭素循環科学研究計画の必要性を浮

き彫りにした。こうした文書をまとめることによ

り本計画に記したように研究の必要性と研究計

画の有効性を理解することができる。 

米国学術研究会議（National Research Council）
の「地球変動の人的側面」委員会（Stern、2002）
は、2001 年に炭素循環の人的側面に関するより

大規模な研究の必要性を強調するワークショッ

プを開催した。このグループの結論によれば、

1999 年版の科学計画は「炭素循環の攪乱におけ

る人間活動のきわめて重要な役割に注目してい

るものの、こうした活動に関する研究を全く含ん

でいない。米国政府の炭素循環研究活動は、関連

する社会科学・行動科学分野が未統合である」。

委員会は、「公の意思決定に対し情報提供を行う」

のに必要な理解を得るため自然科学と社会科学

の間に橋を架けることについて記した。 

気候変動科学計画のための戦略的計画（Climate 
Change Science Program、2003 年）は、米国地

球変動研究計画（1989 年）のための戦略計画の

最初の総合的更新であった。幅広い戦略上の疑問

を軸として研究の集約と知識の統合を行うため、

5 つの研究目標が特定された。地球規模の炭素循

環に関する 6 つの研究上の疑問（戦略的計画につ

いては第 7 章参照）は、米国炭素循環科学計画

（Sarmiento および Wofsy、1999）において研究

コミュ二ティが推奨した 5つの目標に由来するも

のであった。 

2007 年には、米国国立研究協議会（NRC）が 2002
年の米国気候変動科学計画／米国地球変動研究

計画の創設以来最初の進展レビューを提示した

（NRC, 2007b）。気候変動科学計画の 2003 年版戦

略計画の地球炭素循環に関する疑問（7.1–7.6）に

関して、報告は現時点での炭素排出源と吸収源の

報告と理解においては十分な進展があったと明

言した。北米の炭素収支の評価が最近行われたも

のの（次段落参照；SOCCR、2007 年）、不確実

性を減少させるため観測とモデル作成手法の改

善が必要とされた（Q 7.1）。研究努力の集中と数

十年分の観測の統合により海洋の炭素吸収源の

大きさに関連する不確実性は減少したが、海洋の

炭素過程の不確実性は依然として存在した（Q 
7.2）。土地利用の変化と炭素循環の課題について

は、土地利用と炭素バランスの間の歴史的関係の

理解においては十分な進展があったと結論した

が、将来の土地管理のシナリオには大きな不確実

性があるため予測可能性には限界があった（Q 
7.3）。地域および世界における CO2蓄積速度変化

と異常気象との関連付けにおいてはかなりの進

展があったものの、こうした関係の一部の根底を

なす過程の理解は不十分で、将来強く現われてく

る要因の予測能力には限界があった（Q 7.4）。将

来の化石燃料に加えて将来の土地管理の変化に

関連する炭素の排出源と吸収源の予測には、利害

関係者コミュニティの関与がないため限界が

あった（Q 7.5）。炭素管理の情報提供はこの炭素

循環研究の要素にとって新しい重点領域であり、

まだ十分な進展がなかった（Q 7.6）。 

あわせて 2007 年、気候変動科学計画と地球変動

研究に関する小委員会は「炭素循環の状態第 1 報
告書（SOCCR）：北米の炭素収支と地球炭素循環
にとっての意義」（SOCCR、2007）を公表した。

この報告書は、北米の炭素収支とその全球炭素循

環における位置づけに関する現時点の知識を統

合したものであった。 

2008 年、米国気候変動科学計画の改訂研究計画
が、科学の進歩と社会のニーズの変化を考慮に入

れ、長期にわたる計画過程に基づき、1990 年の

地球変動研究法の規定を遵守する米国気候変動

科学計画の 2003 年版戦略計画の更新として公表

された（Climate Change Science Program, 2008
年）。この文書は、過去 4 年間にわたる炭素循環

研究の要素の進展と業績を浮き彫りにすると同

時に、将来の計画が引き続き進展を続けるよう促

していた。 
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2009 年、米国学術研究会議は「気候変動の課題
に対処する連邦政府による気候研究の再構成」
（NRC, 2009b）という報告書を公表した。この報

告書は、気候変動を理解しこれに対応するために

必要な科学的および社会経済的知識を生み出す

ための新しい枠組みについて述べている。報告書

は、より頑健性に富む知識基盤の確立と十分な説

明を受けた上での意思決定の支援に役立つよう

に米国地球変動研究計画（USGCRP）を再構成す

るための 6つの優先事項を特定した。この文書は、

以下の統合された科学的社会的問題点を軸とし

て USGCRP を再編成するよう推奨していた：米

国の気候観測システムを構築すること、新世代の

連結した地球システムモデルを支援すること、適

応、緩和、脆弱性に関する研究を強化すること、

気候変動の影響のリスクと費用、ならびに対応の

ための選択肢の全国的評価を開始すること、気候

に関する情報、ツール、および予測を政策立案者

に対し日常的に提供する連邦政府の努力を調整

すること。 

2009 年、NRC は「気候変動の中での意思決定に
対する情報提供」（NRC, 2009a）と題する報告書

も公表している。この報告書は、気候関連の意思

決定の支援（すなわち気候関連の意思決定の質と

有効性を向上させるためのデータと情報の利用

を実現し、普及し、促進する組織的努力）に対す

るニーズの増大の検討を行っている。 

2009 年 8 月には、気候変動と地球規模の炭素循

環を懸念する著名な米国の科学者のグループが、

米国地球物理学連合（AGU）のニュースレター

EOS に「炭素循環の観測：ギャップが気候緩和戦
略に脅威を与える」と題する論文を寄稿した

（Birdsey ら、2009）。この論文は、頑健性に富ん

だ長期の炭素循環観測を訴えていた。著者らは

「全国的観測ネットワークの主要要素が欠けてい

るか、危険にさらされている」と述べ、科学的理

解と緩和政策のニーズに応える Landsat、MODIS、
および SeaWiFS 等の衛星（喪失すると影響を受

けやすい主要炭素循環ツールの例として）、現地

観測、および直接大気測定を含む調整された観測

システムを強く要求した。 

2009年に公表されたもう１つのUSGCRPの報告

書「米国における地球気候変動の影響」（U.S. 
Global Change Research Program、2009b）は、

2009 年以降の米国に関する気候変動の科学と影

響の要約を行った。この報告書はあらゆるレベル

における公的・私的意思決定に情報提供を行うこ

とを目的として書かれたもので、米国の異なる地

域、および社会と経済（エネルギー、水、農業、

および健康など）のさまざまな側面における気候

変動の影響に注目している。報告書はまた、人為

的気候変動に応じて我々が直面する選択をも浮

き彫りにしている。 

2010 年には、「米国の気候選択」と題する一つの

傘の下での一連の研究が、米国の気候変動研究努

力の状況を検討し、改善すべき段階を勧告し、現

時点での理解を拡大することを目的として米国

連邦議会により要請された（NRC、2010a,b,c）。
最初の報告書「気候変動の科学を推進する」（NRC、

2010a）は、気候変動が発生しつつあり、主とし

て人間活動を原因としているという何とかしな

ければならない状況を提示している。第 2 の報告

書「将来の気候変動規模を限定する」（NRC、

2010b）は、温室効果ガス排出を相当に減少させ

るには大きな技術的および行動上の変化を推進

する努力を即刻開始して長期間継続する必要が

あると述べている。第 3 の報告書「気候変動の影
響への適応」（NRC、2010c）は、分権的努力を支

援し調整するための国家的適応戦略の必要性を

訴えている。米国が避けることができない、ある

いは避けない気候変動の影響に対する脆弱性を

減少させることは、リスクを管理し最小化するた

めにきわめて望ましい戦略である。 

NRC はまた、「温室効果ガスを検証する：国際気
候協定を支援する方法」（NRC, 2010d）と題する

報告書の中で温室効果ガス排出モニタリングの

要件の検討を行った。この報告書は各国からの温

室効果ガス排出推定法を国単位のインベントリ、

大気と海洋の測定とモデル、土地利用の測定とモ

デルの 3 種類に分類して評価した。モニタリング

能力の改善のための勧告は、3-5 年間に米国が実

行可能な当面の努力に焦点を絞って行われた。 

最後に、2010 年、NRC は「海洋酸性化：変化す
る海洋の課題に対処する国家戦略」（NRC, 
2010e）と題する報告書も公表した。この文書は

海洋酸性化に関する最近の法律を概説し、最近の

知識の状況を検討し、連邦政府機関が海洋酸性化

の結果の理解を深め、これに対処するための計画

の作成に役立つため必要な情報の重要なギャッ

プを特定している。 
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2.4 成功と残る課題 

1999 年版科学計画を指針として進められた研究

は：1）北半球に大きな陸上吸収源が存在するが、

その所在地や変動を制御する機構はまだ全くわ

かっていないとの合意に達し、2）海洋が主要な

炭素吸収源であるが、その吸収源の年間増加量は

年間 CO2排出の予測増加量に追いつけないと判

断し、3）現在と将来の炭素収支を決定するには

土地利用履歴を理解する必要があることを認め、

4）地球規模の炭素循環の将来の挙動の予測を改

善する必要があることを認め、そして 5）きわめ

て重要な長期観測データの作成途上のアーカイ

ブに重要な貢献をした。 

1999 年版の科学計画の研究目標の多くは向こう

10 年間も重要であることに変わりはない。しかし、

新しい研究の推進もまた必要で、この研究につい

ては本文書全体を通じてより詳細に明らかにす

る。新しい研究としては、炭素循環を制御する気

候の不確実性を評価し、変動の要因ならびに潜在

的管理者としての人間の役割を理解し、生態系に

及ぼす CO2の直接的影響を理解し、異なる学問領

域や異なる地理的領域の研究者の調整と協力の

向上を図り、社会の懸念により効果的に対応する

必要があげられる。最近 10 年間の研究努力を持

続し、向こう 10 年間の新しい優先事項を含める

ことにより、我々は基礎科学の発展を遂げるとと

もに政策立案者に対し炭素循環管理をめぐる意

思決定のためのより強力な科学的情報を提供し

ていくであろう。 
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A. 科学的／技術的方法論と関連作業計画 

A.1 全体的戦略と一般的解説 
本プロジェクトの全体的計画は、局所、地域から欧州スケールに至るまでのデータストリームと

方法論を一貫性のあるものにすることである。観測により得られた生態系の C（炭素）および CO2、

N2O および CH4の収支と変動に対する反応は、モデルの検証、較正、および改善に使われること

になるであろう。不確実性は、さまざまな標準化されたツールにより体系的に評価され、異なる

スケールや統合段階にわたって十分に伝えられていくであろう。以上のことは、地域および欧州

スケールにおける自然および人為的要因ならびに社会経済的圧力の歴史的データと予測の改善と

あいまって、大きく向上した知識に基づく欧州の陸域生態系における C および CO2、N2O および

CH4の収支、年単位から 10 年単位の変動、ならびに将来の脆弱性の統合解析を可能とするもので

ある。 

ワークフローは以下の要素を含み、各要素は作業パッケージに反映されている（Pert 図参照）： 

要因の変動（WP1）：自然および人的要因に関する地理座標の明らかな長期的統計データおよび

リモートセンシングプロダクトで、気候、土地利用、土地管理および窒素沈着、ならびに水平方

向の炭素フローを記録しているものを調和のとれた空間および時間解像度で集める。要因には、

過去および現在のパターンと矛盾しない予測の基礎として、社会経済データや農業および土地利

用関連の政策、国際貿易情報も含める。すべての要因についてのフィールドは、EU27+（欧州連

合加盟 27カ国とスイス）を覆う最低でも 0.25x0.25°グリッド（すべての変数に共通の最小グリッ

ドサイズ）で利用可能となり、可能な／適切な場合には空間解像度はさらに細かくなる。 

C および CO2、N2O および CH4の収支と要因の変動への対応の生態系レベルでのよりよい観測事

実、重要な過程のよりよい理解（WP2）：炭素および CO2、N2O および CH4の長期観測、生態系

の操作、要因分析、ならびに気候、土地利用および管理の強度の差異を利用して、人為的および

自然要因の変化に対する炭素および温室効果ガス過程の反応を解明するプロセス研究。過去およ

び現在の土地利用、管理、および窒素沈着を含む人為的要因の変化に対する土壌有機炭素および

木質バイオマス（ならびに関係する場合には N2O および CH4フラックス）の反応に重点を置く。

既存の欧州における実験結果を基礎とし、これを体系化して合同の中央データベースをもつネッ

トワークを作り上げ、調和のとれた多サイト測定を行ってモデルの評価およびパラメタリゼー

ションに必要な量の情報を得る。 

温室効果ガスフラックス観測、垂直および水平方向の炭素フラックスと要因フィールドの地域的

統合（WP3）：圃場レベルおよび地域のレベルで水平方向の炭素輸送の定量化と土地利用の意思決

定に関し関連するスケールにおける情報統合を行うため、広い範囲の気候帯、生物群系、土地利

用、および社会経済的枠組み条件にわたる 6 つのデータ豊富なパイロット地域を選定した。各種

要因ならびに CO2、N2O、および CH4フラックスに関する高品質データが利用可能であれば、地

域はモデルの理想的なテストベッドとなる（WP4、WP5）。 

地域および欧州レベルの CO2、N2O、および CH4収支の計算には、3 種類のモデルを使用しそれ

ぞれの長所を組み合わせる。高度な多変量統計データ解析（ファジー理論、回帰ツリー、人工ニュー

ラルネットワーク）が要因の変化に対する C および CO2、N2O、および CH4フラックスの応答関

数を観測結果から導出するのに役立ち（WP2、WP4）、また複雑な因子の組み合わせに対する生

態系の応答に未知の点や予想外の点を検出する場合もある。土地管理の詳細な履歴情報をもつ森

林、耕地、および草地の最先端の部門モデルは、要因の過去と現在の変化の間に存在する、通常

は複雑な相互作用、ならびに CO2、CH4、および N2O のさまざまな種類の人為的要因間の相互作

用の影響をもつれた糸をほぐすように解明する（WP4）。包括的な生態系モデル（すべての生態

系の種類と詳細な生態系生理を含むものの、土地管理については大雑把な表現しか含まない）は、

欧州の炭素バランスならびに気候変動と土地利用変化の影響の定量化に強みがある（WP5）。すべ

てのモデルは、WP7 により提供される共通の手順による体系的な不確定性解析に付される。 
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モデルには生態系の反応に定量された不確実性が存在するものの、向こう数十年間の要因の変化

に対する生態系の炭素ストックおよび温室効果ガス排出の将来の脆弱性の推定に使用される

（WP6）。以下の特徴を有するシナリオを実行する：1）C および CO2、N2O および CH4収支の 10
年単位のトレンドの評価用の IPCC AR5 の社会経済シナリオと矛盾しない、2）C 発生源と CO2、

N2O および CH4排出の増大のリスク評価のため極端な因子の組み合わせを使用、および 3）欧州

の政策および世界のバイオエネルギーならびに木材市場へのフィードバックを伴う土地利用およ

び管理に動的変化あり。 

 

A.2 作業パッケージ別詳細作業計画 
WP1 温室効果ガスフラックスの要因となる主要因子の空間的・時間的変動の定量化 

WP1 の目的は、EU27+に関する自然および人為的要因の標準化されたグリッドデータを提供する

ことにある。このフィールドは次に、GHG-Europe データベースを通じて WP2、WP4、WP5、
および WP6 におけるモデルへの入力とデータ解析の双方に使用される（WP7）。WP1 は、グリッ

ド化されたデータが進行中のプロジェクト、CC-TAME および CARBO-Extreme と調和している

ことを保証する。要因フィールドの主な性質を表 1 にまとめた。 

- 87 -



表 1：WP1 により提供される要因フィールドの特徴 

要因フィールド 時間限度 過去；シナリオ 時間解像度 コメント 
1. 自然要因    

土壌特性 静的 静的  

気温 1900-2010；1950-2100 6 時間毎 環境リスクアセスメント（ERA）
中間データ 
2 つの別々の内部整合性のある全

自然要因フィールドのデータ

セット 

湿度 1900-2010；1950-2100 6 時間 

降雨量 1900-2010；1950-2100 6 時間 

入射 拡散 1860-2010；1950-2100 6 時間 

入射 直接 1860-2010；1950-2100 6 時間 

大気中 CO2濃度 1860-2010；1950-2100 1 年 IPCC シナリオ 

2. 窒素沈着／（酸化／還元

N） 
1900-2006（2010） 毎月 過去：EMEP およびモデル

（Dentener ら、2006 年）；RAINS
のシナリオ 

3. 土地利用 1900-1010；-2100 1 年 土地利用変化を含む、将来は WP6
経済シナリオ 

4. 森林経営 
 
森林種別： 
齢級分布 
収穫 

1950-2008；-2100 1 年 ダウンスケールされた森林インベ

ントリ；EFSCEN モデルを用いて

内挿および外挿 

5. 農業経営 
N（窒素）肥料の量 
N 肥料の種類 
輪作 
堆厩肥施用 
耕起 
放牧強度 
刈り取り回数 

1900-2010：-2100 1 年 ダウンスケールされた国勢調査

データと専門家のルール 
 
Nitro Europe-IP の輪作シミュレー

タ 
 
将来は WP6 経済シナリオ 

6. 社会経済的要因と圧力 
人口密度 
国内総生産（GDP）密度 

1950-28；-2100 1 年 EUROSTAT、国家の情報源、

OECD、科学文献、業界の情報源

将来は IPCC AR5 のシナリオに

従う 
 

我々は、適切な課題において処理する必要がある 6 つの異なる種類の要因を同定した：1. 自然要

因：土壌の性質、気候パラメータ（課題 1.1）、2. 窒素沈着（課題 1.2）、3. 土地利用変化（課題

1.3）、4. 森林経営および動的齢級分布（課題 1.4）、5. 農業経営（課題 1.5）、および社会経済お

よび政策環境を説明する一般の人為的要因（課題 1.6）。 

すべての要因は、EU27+（欧州連合加盟 27 カ国とスイス）を覆う 0.25x0.25°グリッド上（すべ

ての変数に共通の最小グリッドサイズ）で利用可能となる。高解像度のソースからの情報を含め

ることができるよう、サブグリッド不均一性の反映にはタイリング法（ピクセル分画を特定の性

質、たとえば土地利用の種類に割り当てる）を使用する。過去から現在までのシミュレーション

では、それぞれの要因フィールドを（1860-）1900-2010 年の期間について集めるのに対し、シナ

リオデータセットは（1950）-2010-2050-（2100）年の期間について作成する。過去から現在ま

での要因フィールドの不確実性の評価には、課題 7.2 由来のプロトコールとツールを使用する。 

WP2 におけるホットスポット生態系の年々変動の特定の要因の中で WP4 および WP5 のモデル

で使用不可能なものは、WP2 に含める：泥炭土壌における泥炭の性質と水の管理；地中海地方の

灌木地における火事。WP3 では、同様の要因フィールドを 6 つの地域について高解像度グリッド
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（一般には 1kmx1km）上、または利用可能な場合完全に空間明示的な（spatially explicit）地理情

報システム中に作成する。課題 3.4 では、WP1 で得られたフィールドを WP3 で得られた高解像

度フィールドと比較してスケールの不確実性を定量化する。 

 

WP2 外部要因の変化に対する生態系の炭素および温室効果ガスフラックスの反応および脆弱性

の定量的理解 

WP2 の目標は、最良の利用可能な観測事実に基づいて、欧州の主要な生態系の種類について完全

なCおよびCO2、N2OおよびCH4収支を年単位から 10年単位の時間スケールで提供し、また（CO2、

N2O、および CH4フラックスにとって重要な過程に注目して）人為的および自然要因に対する陸

域生態系の反応と脆弱性を定量化することである。 

欧州の陸上における炭素および温室効果ガスの収支にとって、面積は小さいもののフラックスの

大きな事象（ホットスポットおよびホットモーメント）が重要となっている：すなわち管理され

た泥炭地（CO2、N2O、CH4）および土地利用が変化した地域（CO2）である。局所から大陸スケー

ルの温室効果ガス収支の不確実性は、大きな面積での小さな温室効果ガスフラックスがある空間

の中に十分把握できていないことが存在することに起因する：すなわち森林および農業経営の変

化（CO2、N2O）、および広範囲に利用された後放棄された生態系の中に欧州の炭素発生源の大き

な部分が存在すると考えられるところがあることなどである。たとえば東欧の森林と地中海地方

の灌木地（主として CO2）である。 

欧州の生態系の 95%は農業および林業生産システムの中で管理されているため、人為的要因は欧

州の陸域生態系における温室効果ガスフラックスと炭素プールに重要な役割を果たしている。

WP2 は以下の基準により選定した過程に重点を置く：1）CO2、N2O、および CH4フラックスな

らびに炭素ストックへの影響が大きいことが予想される、2）欧州スケールでデータ、評価、およ

び合成が行われていないため知識のギャップを生じている、3）モデルにおける表現が不十分で知

識やデータを追加して改善する必要がある（WP4 および 5 用）。 

WP2 はそれぞれの課題において以下の 3 段階からなる方法に従う： 

1. データ収集およびデータと知識の統合：既存文献の検討から始めて、欧州の生態系における

CO2、N2O、および CH4測定結果の発表論文の著者ならびに CarboEurope-IP や NitroEurope-IP
など進行中の国家および EU プロジェクトのデータ所有者に提案書の準備段階で連絡をとっ

た。すでに多数が、オリジナルの測定データおよびサイト特性や自然および人的要因に関す

る説明情報の中央データベースへの提供に同意している。その見返りとして、データ所有者

はプロジェクトのデータに関する方針に従ってプロジェクトデータベースにアクセスできる。

主要専門家の関与はデータと情報の調和の助けとなるので、統合ワークショップに招聘され

ることになるであろう。追加データへのアクセスは、SOMNET（The Global Change and 
Terrestrial Ecosystems Soil Organic Matter Network）経由、長期土壌モニタリングネットワー

クと長期実験から得られた未発表データの編集物経由、および WP3 で行う測定で可能となる。 

2. これまでに測定できていない、あるいは一時的にしか測定できていない説明変数について、

生態系の CO2、N2O、および CH4収支を完結させるために重要でありながらも測定されてい

ないガス種について、また既存の長期実験やモニタリングサイトのサンプル数が不足してい

る生態系や管理システムにおいて追加測定を実施する。関係がある場合は常に、観測対象に

生態系スケールの CO2、CH4、N2O を含める。観測はサンプル数が不足している地域や生態

系にも拡張する：すなわち東欧の森林と土地利用変化、および地中海地域の灌木地（再緑化

と植生破壊）である。森林における過去の窒素沈着実験の再サンプリングを行って、窒素の

長期的運命および森林土壌の炭素代謝回転に及ぼす影響を追跡する。広い範囲の土地利用実

験についてもさまざまな深度まで対応する土壌（下層土壌を含む）の再サンプリングを行い、

既存データの矛盾や不完備を克服する。こうした努力は WP3 で行う測定により修正されてい

くことになる。 

3. 陸域生態系における炭素ストックおよび CO2、N2O、CH4フラックスの変化を、研究された
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自然および人為的要因の証拠に基づいて解明する：統計的データマイニング法、ファジー理

論に基づくモデル作成、ならびに WP4 および WP5 より得られるモデルにおける単純な過程

の表現に基づく要因-反応アルゴリズムの開発により、生態系および地域特異的応答関数を収

集データより導出する。泥炭地と灌木地の生態系のモデルについては改良を行う。森林管理

の変化に対する木質バイオマス中の炭素ストックの脆弱性、季節的水管理および土地利用に

対する泥炭土壌中の炭素ストックの脆弱性、および土地利用と管理の変化に対する鉱質土壌

中の炭素ストックの脆弱性の評価を行う。 

データとデータ合成は、WP4 および WP5 におけるモデル評価の年 1 回の更新時に提供され、過

程の理解の進展を段階的にモデルの改善に取り入れることができる。 

上述の基準に従って、WP2 は温室効果ガス排出のホットスポット、温室効果ガス変化のホット

モーメント、および欧州における温室効果ガス収支の不確実性を代表する 6 つの温室効果ガス過

程に注目する：管理された、および自然の泥炭地（サイトおよび集水域単位）の研究を課題 2.1
で行う。排水、農業利用、泥炭採取による泥炭地の管理と探査により、自然のままの泥炭地は温

室効果ガスの吸収源から発生源に変わった。一方、劣化した泥炭地の回復は常に温室効果ガスの

排出減少につながるとは限らず、水文学的状況、泥炭地の施肥状況、気候および植生型に依存す

る。多くの欧州の国々では、泥炭地の温室効果ガスフラックスとその要因の研究を目的とする国

家の資金提供を受けたプロジェクトが発足している。これらの分散したデータや知識をまとめて、

排水を伴う土地管理や気候変動といった自然および人為的要因に対する泥炭地の CO2、N2O、お

よび CH4フラックスの一般化した応答関数を導出する。すでに欧州の研究グループ多数が、泥炭

地の CO2、CH4、および N2O フラックスに関するデータの GHG-Europe データへの提供に同意し

ている（表 1.1b、図 2b 参照）。サイト選定の基準は以下の通りである： 

- 欧州全土にわたる泥炭地の拡張を完全にカバーする 

- 主な泥炭地、植生、土地利用型の代表的な範囲 

- 温室効果ガス交換の測定：CO2、CH4、または N2O の最低 1 年分のフラックスデータ 

- 研究代表者にデータの共有と解析の意志がある（具体的には動態、管理の影響、年々変動お

よびモデル化の比較の観点から） 

さらに、発表済みの欧州の泥炭地由来のフラックスの集中的な検討から大規模データベースが構

築された。これらのデータは泥炭地の統合活動に組み入れられる。 
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表 2：GHG-Europe の合成作業対象に組み入れた確認済み泥炭地フラックスサイト 

国 地図中の

サイト

コード 

サイト名 サイトデータと参加

を確認済みの連絡先

研究期間 

アイルランド 1 Bellacorick David Wilson ユニバーシティカレッジ・ダブリ

ン 
 2 Turraun David Wilson ユニバーシティカレッジ・ダブリ

ン 
 3 Glencar Anna Laine フィンランド森林研究所（Metla）
英国 4 Forsinand Mark Sutton 生態学・水力学センター（CEH）

 5 Auchencorth Mark Sutton CEH 
 6 Moorhouse Mark Sutton CEH 
 7 Conway Mark Sutton CEH 
オランダ 8 Horstermeer Han Dolman アムステルダム自由大学（VUA）
フランス 9 Frasne Fatima Lagoun オルレアン大学 
デンマーク 10 Store Vildmose Søren O. Petersen オーフス大学 
 11 Mørke Søren O. Petersen オーフス大学 
 12 Skjern Søren O. Petersen オーフス大学 
ドイツ 13 Ahlenmoor Heinrich Höper 鉱業エネルギー地質省（LBEG） 
 14 Dümmer Heinrich Höper LBEG 
 15 Peental Jürgen Augustin 農業景観土地利用センター

（ZALF） 
 16 Rhin-Havelluch Jürgen Augustin ZALF 
 17 Donauried Matthias Drösler ミュンヘン工科大学（TUM） 
 18 Freisinger Moos Matthias Drösler TUM 
 19 Benediktbeuern Matthias Drösler TUM 
 20 Mooseurach Matthias Drösler TUM 
 21 Kendjmühlfilze Matthias Drösler TUM 
ポーランド 22 Rzecin Bogdan Choijnicki August Cieszkowski 農科大学

（ACAUP） 
スウェーデン 23 Storflaket Torben Christensen グリーン建築評議会（GBC） 
 24 Stordalen Torben Christensen GBC 
 25 Skogaryd Leif Klemedtsson イェーテボリ大学 
 26 Falköping Leif Klemedtsson イェーテボリ大学 
 27 Fäjemyr Magnus Lund ルンド大学地球生物圏科学セン

ター（BGC） 
フィンランド 28 Kaamanen Tuomas Laurila, 

Eeva-Stiina Tuittila 
フィンランド気象研究所（FMI）

 29 Lompolojänkkä Tuomas Laurila FMI 
 30 Siikajoki Eeva-Stiina Tuittila Metla 
 31 Alkkia Tuomas Laurila FMI 
 32 Aitoneva Harri Vasander,  

Mika Aurela 
ヘルシンキ大学（UHEL）、FMI 

 33 Siikaneva Timo Vesala; 
Eeva-Stiina Tuittila 

UHEL 

 34 Vesijako Kari Minkkinen UHEL 
 35 Jokioinen Tuomas Laurila FMI 
 36 Lettosuo Tuomas Laurila FMI 
 37 Kalevansuo Tuomas Laurila;  

Kari Minkkinen 
FMI 

グリーンランド 38 Zackenberg Mikkel P. Tamstorf オーフス大学 
 39 Kobbefjorden Mikkel P. Tamstorf オーフス大学 
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図 1：寄与泥炭地サイト。 

GHG-Europe プロジェクトによる資金提供を受けて追加の測定を行い既存データセットの補完を

行う。泥炭地の CO2および CH4モデルをこれらの観測データに基づいてさらに進展させ、その後

N2O モジュールを追加する。 

森林に及ぼす森林管理、窒素沈着および気候の影響の研究は、課題 2.2 で行う。窒素沈着は森林

における炭素隔離（Magnani ら、2007 年）および土壌有機炭素の長期的炭素安定化（Berg およ

び Matzner、1997；Schimel および Weintraub、2003）を増進することが判明している。しかし、

窒素の影響は非線形であるように見受けられ、比較的低い窒素量で飽和する場合がある。また、

追加の窒素が森林土壌における炭素代謝回転にどれほど長期にわたって影響を及ぼすか、窒素沈

着の季節性が問題となるか否か、そしてどの程度短時間で窒素が再び消失するかは不明である。

従って、過去に実施された 15N 標識肥料を用いた窒素施肥実験の再サンプリングを行う。EU のプ

ロジェクト、CarboEurope-IP および NitroEurope-IP において蓄積された森林データベースを要因

情報の追加により拡張し、再解析を行う。 

耕地、低施肥および高施肥草地における土壌 C および CO2、N2O および CH4フラックスに過去

および現在の農業経営がどのように影響したのかという点に関する研究を課題 2.3 で行う。CO2、

N2O、および CH4フラックスは、耕作施業（保全耕起、慣行耕起）や施肥（有機および無機）に

より直接影響を受ける。自然生態系においては炭素と窒素のバランスは大気とのガス交換により

左右されるのに対し、管理された農業システムにおける炭素および窒素収支には収穫や施肥によ

るバイオマスの出入りを含める必要がある。サイトの本来持っている特性は、炭素および窒素の

投入量に対する CO2、N2O、および CH4フラックスの反応の大きさにとってきわめて重要である

場合が多い。従って、自然（生態系の特性を含む）と人為的要因を解きほぐして理解することは

特に困難な課題となる。さまざまな要因を分離する目的で、土地管理および施肥のさまざまな処

理を含む CO2、N2O、および CH4フラックスならびに炭素プールに関する長期にわたる実験およ

泥炭被覆（%）
欧州委員会総局 
合同研究センター 
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び観測研究を活用する。さらに、選定したサイトにおいては、測定値からモデルコンパートメン

トを初期化するため、土壌の再サンプリングを行って土壌有機炭素（SOC）の割合を決定する。 

土地利用の変化は、生態系の脆弱性の主な決定因子のひとつであり、かつ欧州における温室効果ガ

ス収支に及ぼす主な人為的影響のひとつとみなされていて（Rounsevell ら、2006 年；Janssens ら、

2003 年；Smith ら、2005 年）、課題 2.4 の焦点となっている。将来、土地利用の変化速度は高水準

を維持し続ける、もしくはバイオエネルギー生産システムへの土地利用転換により増大すると予想

されている。しかし、土壌炭素の変化を気候および土地利用履歴が異なる地域内でさまざまな土地

利用の変化と関連づけて評価したフィールドベースの研究は、ごくわずかしか存在しない。土壌の

炭素および温室効果ガスフラックスに及ぼす土地利用変化の影響を検討し統合する最近の試みは、

主として地球規模のデータセットに基づいていたため、不確実性が大きい（Post および Kwon、2000
年；Guo および Gifford、2002 年；Jandl ら、2007 年）。土地利用変化およびこれと相互作用する因

子（土地利用履歴、土壌型、および気候など）の複合的な影響に関する知識はほとんどなく、こう

した相互作用の関連する因子が現在の土地利用変化の影響に関して認められている大きな変動に寄

与している場合がある。さらに、土壌有機炭素の変化の基準としては認められていない土壌データ

に依存している研究が多数存在する。多くの研究にみられる典型的な不足点をあげると、試料採取

の深さが浅く、より深い土壌中にもあるはずの変化を説明できないこと、あるいはバルク密度、粗

粒土（coarse soil）、および石質含有量の測定値が欠落していることがある。年代系列と対応したプ

ロットが残っている既存の実験とモニタリングサイトに関して欧州を網羅した再サンプリングを行

えば、欧州スケールで土壌炭素ストックに及ぼす土地利用変化の影響の最初の総合的評価が明らか

になるであろう。予想されるバイオエネルギー生産の増大を説明するため、バイオエネルギー作物

への土地利用転換を含める予定である。 

温室効果ガスの排出が異なる生態系中でどのように制御されるかという問題に関して、現時点で

標本が不足しているために今後の観察が我々の知識の増大につながる可能性が高い地域として、

地中海地域の灌木地と東欧南部の森林が同定された。最近 10 年間において集約的農業生産の縮小

（extensification）や土地の放棄が目立つものの測定標本が不足している地域で、CO2、N2O、お

よび CH4の新たな測定が行われる予定である。 

かつての東欧諸国で現在は EU に加盟した国々の変遷の様子を追いかけることは、温室効果ガスフ

ラックスに及ぼす過去の管理と、管理の変化の影響を研究する理想的なプラットフォームとなる。

東欧南部の森林は、非常に大きな人の管理の入っていない部分、雑木林システム、およびより集約

的な森林経営が営まれた部分といった多様な生態系管理を経験した広い範囲をカバーしている。こ

うした生態系では CO2、N2O、および CH4フラックスに関する研究がほとんど行われていなかった

が、ルーマニアでは、土壌およびバイオマス中の炭素ストックの観測値サンプル点 50,000 地点以

上を含む他に類のない森林インベントリが 2007 年に開始されている。これらのデータは、炭素ス

トックに及ぼす植林を含む森林経営の影響の探索、およびルーマニア初の温室効果ガスフラックス

観測所を発足させるための管理状態に大きな差異のある場所を有するサイトを選定するにあたって

利用することが可能であろう（課題 2.5）。これらの研究は、森林生態系における窒素沈着と気候変

動の影響に関する課題 2.2 と強い相乗効果があるであろう。完全な CO2、N2O、および CH4収支が、

集約的経営のなされた雑木林システムから人の手の入っていない生態系に至るきわめて多様性に

富む東欧の森林で始めて提供されることになる。年輪データと完全な土壌プロフィールデータが

揃った類のない共同森林インベントリは、炭素ストックに及ぼす過去と現在の森林経営の影響の詳

細な区別に利用可能となるであろう（課題 2.5）。 

灌木地は地中海地域の大きな部分を被覆しており、樹木の侵入により一部地域でかなり拡大して

いる。樹木の侵入（国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）では「再緑化」と称している）に関し

てして、より改善されたデータを整備し過程の理解をすすめることは、欧州の温室効果ガスバラ

ンスのプロセスベースのモデルにおいて灌木地をより適切に表現するための前提条件として取り

まとめられることになる。灌木地は窒素量が低く利用可能な水も少ないため、N2O および CH4フ

ラックスは CO2フラックスと比較して無視できるほど小さいと仮定して差し支えない。従って、

炭素の排出または隔離における灌木地の役割を理解するために、既存の灌木地研究と追加測定結

果の詳しい調査が行われることになる（課題 2.6）。 
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WP3 欧州内の選定されたデータ豊富な地域の地域スケールの温室効果ガス収支に及ぼす土地管

理の影響 

WP3 は、データ豊富なケーススタディに加えて地域的に整合性のある要因の変化と生態系の反応

の観測証拠を提供することを目的としている。これは、欧州の選定されたデータ豊富な地域にお

ける CO2、N2O、および CH4観測と詳細な歴史的要因データで、土地の利用と管理の一般的な地

域トレンドを代表するものを含んでいる。さまざまな要因および CO2、N2O、および CH4フラッ

クスに関する種々の利用可能なデータセットに基づき、WP3 は不均質な景観上にスケール表示に

より体系的な不確実性の推定値を得る方法を開発し、高解像度で２つの地域（オランダ、フラン

ス）の CO2および CH4収支のトップダウン検証を試みる。 

対象とされる地域は、土地利用の意思決定が最終的に行われるスケールを想定する。選定した地

域は、広い範囲の異なった土壌、土地利用履歴、気候条件、および社会経済背景に加え、政策や

市場の変化に対する土地利用の反応のトレンドの相違を代表している。特に重要なトレンドがい

くつか存在する：すなわち限界地域における集約的農業生産の縮小につながった共同農業政策

（CAP）の変化の結果、土地放棄と植林、東欧における 1990 年の政治的変化後の土地放棄と最近

の部分的農業再集約化、最近の林業集約化（炭素固定森林経営（C-forestry））とバイオエネルギー

や木製品の需要増大、土地利用慣行の変化、窒素沈着の増大と気候変動である。地域スケールの

CO2、N2O、および CH4バランスに及ぼすこれらのトレンドの影響を解明することが WP3 の主目

的である。 

WP2 と異なり、WP3 は、要因の変化に対するサイトレベルの反応から出発して、地域の環境お

よび社会的条件のモザイクによって決定される景観から国家レベルの温室効果ガスフラックスの

空間パターンを矛盾のない、首尾一貫した方法で記述する次の段階へと進む。地域研究は WP2
における合成活動にデータを提供するとともに WP1 で開発した要因フィールドに一貫性という

制約を課し、またデータ豊富な地域における帰属と脆弱性評価を目的とする WP4 および WP5 の

モデルの高品質の較正と妥当性確認として利用される。 

地域（region）とは、現状解釈の観点においては、ほぼ同様な気候条件下にあり、広い範囲の環境

条件と土地利用に対して、さまざまな土地被覆と、これに対応する炭素および温室効果ガスフラッ

クスのモザイク状の分布からなる区域（area）と定義される。標高の違いを利用して、気候変動に

対する反応の評価が可能となる高山帯も含める。地域の温室効果ガス収支は、土地利用履歴、管理、

および気候の時空積分に決定的に依存する（Caspersen ら、2000 年）これらの過程の観察は、一

般に比較的粗い解像度（>50km）で行われてきた。欧州はランドスケープ規模で見た場合に、一般

には森林、耕地、草地、および湿地の不均質な混合物であって、50km よりもずっと小さなスケー

ルで土地利用履歴や経営慣行が異なっている（Dolman ら、2008 年）。WP3 は、生態系解析（WP2）
と欧州全域のモデル作成（WP4、WP5、WP6）の決定的なスケールに関するもので、土地利用、

管理、および気候の勾配の範囲にわたって日々の意思決定が行われるスケールで土地管理の影響を

研究しようとするものである：土地利用や経営施策は農場レベル、地形レベル、および国家レベル

で規定され実行されている。炭素と窒素の水平方向のフロー、とりわけ肥料による入力と収穫によ

る出力を完全に空間明示的な（spatially explicit）やり方で追跡することは、詳細な農場および森林

経営情報が得られている地域レベルでのみ可能である。WP4 および WP5 におけるモデル作成と相

まって、WP3 は CO2、N2O、および CH4収支の算出を圃場レベル、地域レベル、および国家レベ

ルで行う。 

こうした詳細な研究を可能とするために要求されるデータ密度は、欧州全域で同じとは限らない。

そこで我々は、必要とされるデータ密度で要因データが得られている 6 つの地域を選定した（表

1.2）：すなわち、高解像度（1km またはそれ以上）の土壌および森林バイオマスインベントリ、

土地利用履歴マップ、ならびに経営履歴および気候・天候データが現在および過去数十年にさか

のぼって得られている地域である。CおよびCO2、N2OおよびCH4フラックスデータに必要なデー

タ密度は以下の通りとした：最も重要な土地利用システム（プロジェクト期間中稼動しているも

の）における渦相関法によるCO2およびエネルギー交換の複数年にわたるサイトレベル観測、チャ

ンバー測定によるN2OおよびCH4フラックスの追加データで土地利用および生態系の類型別にこ

れらすべての温室効果ガス収支の計算を可能とするもの、ならびに土地管理の強度、土壌特性、
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および気候の地域勾配に沿った研究。すべての地域はまた、要因特定のための実験、および部分

的には生態系操作（土地利用の変化、窒素肥料の種類、放牧強度、CO2増大、人為的要因による

旱魃）によるデータを提供しており、これにより過去の管理の効果がどれだけであり、それがど

れだけ続くかについての検討が可能となるであろう。 

WP4 において CO2、N2O、および CH4収支の地域間、および欧州全域の解析との比較を可能とす

るため、誤差と不確定性の詳細な解析を実施する。この解析は、大気モデルおよび観測データを

使ったトップダウン法による制約を含む 2 つの地域において実施される（たとえば Lavaux ら、

2007 年）。局所的観測結果を（たとえばリモートセンシングやモデルの助けを借りて）地域や大

陸に拡大するには、これらのより大きな区域について観測結果の代表性を注意深く解析する必要

がある。特に重要なのは、スケール拡大に使用したモデルの誤差が空間スケールに対して一貫性

を持っているかどうかである：この一貫性が維持されるスケール次第で、大きなスケール全体に

わたって積分を行う際に誤差が相殺されるか、大きなスケールでバイアスが膨らむことに寄与す

るかのいずれかとなる。我々はスケール拡大および縮小の際にこの誤差を定量化する方法論の開

発を行う予定である。 

 

WP3 における地域評価 
フィンランド
沼地の排水 
炭素固定森林 
経営 

オランダ
窒素堆積 
泥炭地 
管理 ポーランド 

小規模低施肥および大規模 
高施肥農業、1990 年以降 
土地放棄；農業集約化 

フランス 
集約化： 
エネルギー作物 
炭素固定森林経営 

アルプス 
過去の土地利用

変化；気候変動、

土地利用変化、

集約的農業生産

の縮小 
イタリア中央部 
過去の植林； 
エネルギー作物、 
耕地＋雑木林に 
土地利用転換 

東欧の

森林

灌木地 

土地利用型 
 
森林 

湿地 

草地/灌木地 
耕地 

砂漠/氷 
市街地 
水塊  

図 2：自然および人為的要因に対する脆弱性が異なる 6 つのデータ豊富な選定地域。WP2 で扱った標本不足の生態系（灌

木地、東欧の森林）もあわせて示す。 

 

WP4 および WP5 において欧州レベルで使用したものと同じモデルを適用することにより、（WP4
および WP5 と共同して）土地利用および管理の変化に対する地域の CO2、N2O、および CH4収

支の脆弱性の評価を行う。そして重要なこととして、この評価はどの空間スケールを扱うときに

不確実性が存在するかを明らかにし、不確実性をさらに減少させる戦略を現実的にまとめること

ができるようにすることも目的としている。同時に、地域単位で妥当性の検証されたスケール拡

大努力に基づいて、効率的な UNFCCC 報告を可能とする方法論の開発を行う。 

選定された 6 つの地域（図 2）は、高度に集約的な農地利用が行われている区域、特に新しい土

地利用政策が実施された区域、森林経営慣行が変化している区域、および社会経済および土地利

用の転換が起こりつつある区域を含んでいる。 
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表 3：6 つの地域の特徴とデータの利用可能性；EC：渦相関法による CH4および CO2測定、チャンバー：フラックスチャ

ンバーによる CO2、N2O、および CH4測定 

   データの利用可能性 
地域 気候 優勢な生態系類型 EC 

サイト
チャンバー 

サイト 
窒素沈着 大気観測 

ステーション

高山 高山 低施肥および高施肥

の草地、森林 
11 4 粗放的 あり 

オランダ 海洋性温帯 泥炭地、低施肥および

高施肥の草地、森林 
5 4 粗放的 あり 

フランス 海洋性温帯、

地中海性 
草地、高施肥の耕地、

森林 
12 6 粗放的 あり 

イタリア 地中海性 低施肥の耕地、雑木

林、灌木地 
7 2 集約的 なし 

ポーランド 大陸性温帯 低施肥および高施肥

の耕地、森林、泥炭地

3 2 集約的 なし 

フィンランド 寒帯、亜寒帯 森林、泥炭地 7 3 集約的 なし 

WP4：管理された欧州の生態系における炭素および温室効果ガス収支の年単位から 10 年単位の

変動の原因を人為的および自然的要因の中で明らかにする 

WP4 の全体的目的は、管理された欧州の生態系における炭素および CO2、N2O、および CH4収

支の年単位および 10 年単位の変動の原因を（その不確実性とともに）人為的および自然的要因

に関連して明らかにすることである。 

WP4 においては、高度に開発された土地管理の記載に加えて、気候およびその他の直接／間接／

自然要因（たとえば大気中 CO2濃度、窒素沈着）に対する反応を含む部門モデルを使用して、人

為的および自然駆動過程に対する生態系の炭素貯蔵量と CO2、N2O、および CH4バランスの変化

の実測値／予測値の比率、ならびにこれらの年々および 10 年単位の変動を定量化する。農業シス

テムについては、Sundial/MAGEC（耕地；Smith ら、1996 年）、PaSim（草地；Vuichard ら、2007a, 
b）、DayCent（耕地および草地；Del Grosso ら、2006 年）、DNDC（耕地および草地；Li ら、1994
年）、および EPIC（耕地、草地、および林業；Izaurralde ら、2006 年）モデルを使用する。上述

の過程モデルに加え、Freibauer ら（投稿準備中）および Soussana ら（投稿準備中）が開発した

2 つのデータ駆動モデルも適用する。 

欧州の畜産業、特に腸内発酵による CH4排出の空間明示的な時系列を 1990-2010 年の UNFCCC
の国別インベントリ報告書（National Inventory Reports）よりスケール縮小し、NUTS-2 レベルま

たはさらに高解像度とする。 

林業については、欧州の森林の 1x1km データベースに基づく高解像度インベントリに基づく。こ

れらのデータをもとに 1km2ごとの複合型経験的モデルを作成した（欧州森林情報シナリオモデ

ル（EFISCEN）空間）；このモデルは、インベントリのデータの豊富さと渦相関フラックスサイ

トから得られた過程の理解を兼ね備えたものである。この高解像度モデルの作成により、土壌型、

天候状況、およびリモートセンシングにより得られた光合成活性等の地理情報システム（GIS）
の資料を重ね書きして得られたデータの利用が可能となる。最新のバイオマス拡大係数を土壌の

Yasso モデル（Liski ら、2005 年）とともに使用して、完全な炭素循環を補完する。 

入れ子型（nested）シミュレーションモデルを適用して、生理的過程の重要性を評価し人為的要

因と比較する；後者はその地域に特徴的な森林管理により決定される。このことは、我々が得る

ものは経験的な 1x1km 森林-土壌モデル（EFISCEN-空間）で、リモートセンシングにより得られ

た光合成活性データを部分的に供給されたより詳細な植物生理モデル（Forgem）による補強を受

けたものであることを意味する。こうして、異なった政策シナリオの下で収穫した木製品プール

における緩和効果も考慮しつつ、最適な炭素管理のための地域の状況を考慮に入れることが可能

となる（Eggers ら、2008 年；Nabuurs ら、2008 年）。林業に関する作業は、WP1 の森林齢級に
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関する作業に加えて WP2 の森林関連評価とも密接に連携している。 

作業の第１段階（課題 4.1）では、各モデルを過去のプロジェクトから得られた既存データセット、

ならびに WP2 および WP3 で得られた追加データに対して評価する。各モデルは過去のプロジェ

クト（たとえば CarboEurope-IP、NitroEurope-IP、CC-TAME、CARBO-Extreme）から得られた

既存データセット、ならびに追加データ、特に WP2 より得られたものと一部 WP3 より得られた

もの（ただし WP4.2 で地域的問題に使用するものではない）に対して評価されることとなる。モ

デルをサイトレベルでテストし、異なる自然、気候、および非気候要因の下、また異なる管理の

下にあるデータセットにおいて見られる年単位および 10 年単位の変動を捉えていることを確認

する。最近 10 年間に開発された一連の最新の統計手法（たとえば Smith ら、1997 年；Morales
ら、2005 年；Smith および Smith、2007 年）を使用して、各モデルの性能（誤差、一致度、関連

性、バイアス）を各データセットについて評価する。モデルがテスト対象サイトで観測された炭

素プールと CO2、N2O、および CH4フラックスの変動を捉える能力とともに、観測された変化の

要因が異なるデータセットのおのおのに存在するさまざま要因のどれに帰属するのかということ

についても評価する。同じ土地利用のシミュレーションが可能な複数のモデルについては、出力

と要因分析の比較を行う。変動の検出に成功したことが判明したモデルは、WP3 のデータ豊富な

地域の詳細なシミュレーションに使用する。 

適用した全てのモデルはポイントスケールでのモデルであり、均一と仮定できるあらゆる区域に

適用された。或る一つのサイトに適用する場合、これらのモデルを同じように適用することは容

易である。データが十分に存在する地域に適用した場合、（GIS 中の）詳細な空間データを使用す

ることとなる。この地域全体は反応が均一であると考えられる単位（HRU；同じ土地被覆、管理、

土壌型等）に分割される。同様の手法が CarboEurope-IP および NitroEurope-IP ですでに使用さ

れており、十分に試された（tried-and-tested）方法であると言える。各 HRU に実行したモデルと

出力を、地域内の HRU ごとに示す。出力は適宜空間にマッピングし、地域に情報集約することが

できる。欧州全域レベルの場合、手順は同様であるが、欧州全域 HRU の空間解像度はより低い。

各モデルの実行には、欧州全域での HRU ごとの土壌、土地被覆、土地管理、気候等の空間データ

を使用する。欧州全域スケールの HRU の空間解像度は地域レベルで使用されるものより低いが、

原理は同じである。改めて、この手法は数えきれないほどの過去の欧州におけるプロジェクト

（ATEAM、CarboEurope-IP、NitroEurope-IP、CC-TAME、Carbo-Extreme ほか多数）で使用され

てきた。これは試行錯誤により練り上げられた方法で、複数のモデル作成チームで共通して使わ

れている。適用する各スケールにおいて、モデルの駆動に使用したデータに関連する不確実性は、

ワークプランに記載の通り徹底的な評価を受けることになる（特に WP4、5、7 を参照）。 

課題 4.2 では、WP3 で得られたモデルの駆動変数の詳細なフィールドをこれらのモデルとともに

使用して、WP3 で得られたデータ豊富な地域における炭素プールと CO2、N2O および CH4フラッ

クスの実測変化のシミュレーションを行う。モデルの実行は要因加算的に（in a factorial manner）
行い（まず全ての要因の変動を含め、次いで一度に一つの要因を一定とする）、WP3 の各地域に

おいて実測された炭素ストック、CO2、N2O および CH4フラックス、ならびにこれらの尺度の空

間的時間的変動に対する異なる要因の寄与を定量化する。実測された変化の原因を特定するため

に開発された検出法（最適フィンガープリンティング（optimal fingerprinting）として知られる）

を使用する。この方法を用いて、まず全ての因子を含めた上で、データセットの範囲内での決め

られた変動幅の中でモデルを実行する。次いで、一度に一つの潜在的要因を固定してモデルを再

実行する。モデル出力を実測結果と比較することにより、反応の異なる時空パターンは、実測さ

れた変化について個々の因子からの寄与を分離することを可能とする「フィンガープリント（指

紋）」として役立つ（Tett ら、2002 年；Gedney ら、2006 年）。我々はこうしたフォーマルなの検

出法および要因解析手法（元来気候の要因分析用に開発されたもの）のさらなる開発を行い、こ

れを用いて、管理された欧州の生態系における炭素プールと CO2、N2O、および CH4収支の年単

位から 10 年単位の変動の要因を人為的なものとおよび自然的支配要因に振り分ける。各モデルよ

り得られた最適フィンガープリントの比較により要因解析へのアンサンブルアプローチができる

ようになるため、各モデルにおける各要因からの寄与率を比較することで、異なったモデル内で

生態系を表現しているのいくつかの概念式（conceptual formulation）によりシミュレートされる
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寄与率の推定範囲が算出される。このことは課題 4.3 で行う感度／不確実性分析を部分的に特徴

づけることになるが、より本格的な解析を行えば、ここ課題 4.2 において得られたモデルのアン

サンブル範囲を補完するより確率論的な評価が可能となるであろう。 

全球的な感度／不確実性分析をすべての WP4 モデルについて実施する（課題 4.3）。課題 4.1 お

よび 4.2 のデータを使用し、方法は主として CarboEurope-IP and NitroEurope-IP で開発され別報

（van Oijen ら、2005 年；Gottschalk ら、2007 年；Larocque ら、2008 年）に詳述されているベ

イズ法やモンテカルロ法を使用する。生態系の C および CO2、N2O および CH4フラックスに関

して最も感度が高い（すなわち最大の影響を及ぼす）モデルパラメータを、全球的な感度分析（す

べての変化するモデルパラメータを初期確率密度関数の範囲内で変動するにまかせ、ついでおの

おのを一度に一つずつ一定値に固定する；Hamby、1994 年；Saltelli ら、2000 年）により、感度

指数（Sensitivity Index）（Smith および Smith、2007 年）を用いて決定する。各モデル、各デー

タセットのパラメータは必ずしも同じとは限らない。感度が高いパラメータは、ついで大域的不

確実性分析に使用される。上述と同様に、5-10 個の感度の高いモデルパラメータを初期確率密度

関数の範囲内で変動するにまかせ、ついでおのおのを一度に一つずつ一定値に固定する。出力パ

ラメータ（たとえば炭素または温室効果ガスフラックス）への影響を評価するかわりに、出力の

変動に及ぼす入力パラメータの変動の影響（不確実性）の評価を重要性指数（Importance Index）
および相対偏差比（Relative Deviation Ratio）を用いて行う（Smith および Smith、2007 年参照）。

これにより、モデル出力の不確実性の定量化が可能となり、ひいてはモデル出力が異なる自然お

よび人為的要因に対してどのように帰属するかということについての解釈が可能となる。従って、

課題 4.3 は、モデルの不確実性の定量化のみならず、プロットレベル、地域および汎欧州レベル

において実測された炭素および温室効果ガスフラックスの相違が何に帰属するかということにつ

いての不確実性を、部門別のモデルアンサンブル中の各モデルについて定量化することをも可能

とするものである。 

課題 4.4 では、部門別のモデルを欧州全域スケールで、近年、現在、および将来の条件下で他の

プロジェクト（CARBO-Extreme, CC-TAME）および WP2 で照合したモデル駆動データのセット

を用いて実行し、欧州の管理された生態系における炭素および温室効果ガス収支の年単位から 10
年単位の変動の原因が人為的および自然的支配要因のどこにあるかについて明らかにする。課題

4.3 の不確実性分析を使用して、炭素および温室効果ガスフラックスの変化および変動を部門別の

生態系モデルの人為的または自然要因のいずれに帰属するかということについての不確実性の定

量化を行う。その結果から、WP6 で欧州の管理された土地における炭素ストックと温室効果ガス

排出の将来の脆弱性の評価に使用する欧州全域でのデータフィールドを得ることができる。課題

4.4 で得られた出力は、WP5 において観測データ重視の手法/一般的なモデル/トップダウン法を用

いて欧州全域の推定値と比較する。ボトムアップ部門手法をトップダウン手法と統合することは、

過去のプロジェクトにおいて炭素および温室効果ガスフラックスの欧州全域の推定値とその変動

に二重制約法を適用する際きわめて強力であることが証明されている（たとえば Janssens ら、

2003 年；Schulze ら、2008 年）。 

WP5：EU27 に関する欧州の陸域生態系の炭素および温室効果ガス収支の年単位から 10 年単位の

大きさと変動の定量化 

WP5 の目的は、完全な欧州の炭素バランスとその年単位から 10 年単位の変動を統合的手法で定

量化することである。WP4 の部門別および完全な温室効果ガス像とは対照的に、WP5 は包括的

モデルの長所を活用して生態系における炭素コンパートメントフラックスの定量化を行い、すべ

ての生態系類型（管理の詳細度は劣る）およびすべての土地利用の変化を含める。プロセスベー

スおよびデータ重視の生態系モデル、ならびに大気中濃度の測定とインバースモデルの統合を行

う。我々は最新のプロセスベースのモデルで、生態系管理のパラメータ化を含むものを選定した

が、その目的はさまざまなスケールにおける管理と気候の間の共分散と、その炭素バランスへの

影響を解析することにあった。2 つの最新のプロセスベースモデル（LPJml および ORCHIDEE）
を複数地域にわたって実行し、WP3 で得られたデータと EU27+に関するデータを使用する。解

析対象期間は 1900 年から 2008 年で、特に 1990-2008 年に重点を置く。これらのシミュレーショ

ンはその後プロジェクトの 1 年ごとに更新し、2010 年まで拡張を続ける。5 つの強制力フィール
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ドを考慮する：すなわち気候、大気中 CO2の上昇、窒素沈着、土地利用の変化、および土地管理

である。これらの要因は WP1 で取得したデータに基づくことになる。管理された生態系の 3 つ

の主な型とその間の変遷を考慮する：すなわち耕地、草地、および森林である。森林と土地利用

の変化については異なった齢級を考慮して、バイオマスおよび土壌炭素の動態の正確なシミュ

レーションを行う。 

同じ要因データを使用して Freibauer ら（投稿準備中）が開発したデータ重視型モデルを実行す

る。このモデルのパラメータ化には、WP2 で得られ WP4 でも使われた応答関数を使用する。も

う 2 種類のデータ駆動型手法を適用して、地域および EU27+レベルの空間明示的な代替応答関数

を人工ニューラルネットワークおよび階層的ツリーベースの回帰モデルにより作成する。これら

のデータ指向型手法はスケールを越えた一貫性を保証するとともに、コンピュータ処理速度が高

速なためシナリオ実行回数の増大が可能となる。 

プロセスベース型とデータ重視型のモデル作成の結果は、EU27+を覆う 0.25x0.25°グリッド上

に主な炭素ストックとフラックス（たとえば純 CO2交換量（NEE）、純一次生産量（NPP）、総生

産量（GPP）、排出物を除いたバイオマス（living biomass）、土壌炭素）を表示した地域別高解像

度マップと欧州マップ、ならびに各要因に対する感度分析である。 

モデルの結果の評価は、WP2 および WP3 で取得したデータ（たとえば生態系フラックス、イン

ベントリ、農業統計）に基づく生態系スケールのデータに対して行い、特にモデルの不確実性の

評価を目的とする。モデルの結果は、大気の大規模インバースやデータ指向モデルから得られた

結果とも比較する。管理-気候共分散の算出を因子シミュレーション（一つの要因を固定し、それ

以外の要因は変動する）により行う。土地利用の変化、森林および作物の管理強度と慣行、およ

び気候の要因は WP1 で準備される。 

最初の評価段階においては、また課題 4.1 と同様に、大量の既存 Carboeurope-IP データを WP2
と WP3 で収集した新しいデータで補完したものを使用してサイトレベルでモデルの評価を行う。

このモデル評価活動の重点は、土地利用の変遷後の土壌炭素の変化の時系列（課題 2.4 と共同）、

および渦相関による CO2、水、および熱フラックス測定の長い時系列に置く。プロセスベースモ

デルの結果（課題 5.1）およびデータ重視モデルの結果（課題 5.2）を互いに比較し、また予測さ

れる CO2フラックス（地域分布、年々変動）に関するデータだけでなく、各要因に対するその感

度に関するデータとも比較する。 

第 2 の評価段階（課題 5.3）においては、1996-2007 年の期間にわたって中程度の解像度（100-500 
km；週一回）で CO2フラックスの時間変化マップを作成するため、15 の大気中濃度測定ステー

ションから得られた大気中濃度データをインバースモデルにより同化する。国の資金提供を受け

た 3 つのインバースモデル作成グループが、この実施に参加する（付録 3、同意書（Letters of Intent）
参照）。インバース法の結果は季節および年々変動について手法間で比較、また生態系モデルのフ

ラックスとも比較する。2003 年夏、2005 年夏、および 2006 年秋の熱波による炭素フラックスの

異常の検討を行う。欧州の主な生物気候地域の 10 年間の CO2収支の平均値とその不確実性の定

量化を、インバース法により行う。要因の変化に反応した平均フラックスおよび各フラックス要

素の変動が特に重要となる「ホットスポット」の同定を行う。 

プロジェクトは、i）地上での測定が行われるスケールに適合する、ii）大気の測定から得られた情

報と陸上のフラックスに関する過去の情報を最善のやり方で組み合わせる（すなわち生態系モデ

ルを使用する）、および iii）フラックスの空間・時間分布に関連する不確定性（すなわち平均フラッ

クスとその年々変動の誤差）を推定することを目的として CarboEurope-IP 中に開発されたイン

バース法の新しい進歩から利益を得る。予算の制約のため、高品質の大気中 CO2、CH4ネットワー

クを持続することを優先事項とする。これがなくなればインバース法の結果を得ることが不可能

となるためである。3 つの指導的なインバースモデル作成グループ、CEA-LSCE（P. Peylin）、
MPI-BGC（C. Roedenbeck）、およびワーゲニンゲン大学（W. Peters）がそのインバースシステ

ムを実行することによりこの課題への寄与に携わっているが、研究資金は外部から得ている。 

大陸スケールの炭素収支の統合（課題 5.4）は、3 つの連続したサイクルに、ほぼ順番に進んでい

く。 
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サイクル 1、0-18 カ月。新規データ収集プログラムと平行して、モデル作成者は Carboeurope-IP
データの解析を追究し拡張する。過去の Carboeurope-IP の総合的成果（Ciais ら、2009 年 a&b；
Luysaart ら、2009 年；Schulze ら、2008 年）の拡張は、成分フラックス（各地域および各生態

系の総生産量（GPP）、純一次生産量（NPP）、従属栄養呼吸（RH）、純生態系生産量（NEP）、
純生物相生産量（NBP））を制御する過程の解析により行う。WP2 および WP3 を WP5 における

統合に結びつけるモデル-データ比較プロトコールを規定する。地域フラックスに関し、大気のイ

ンバース法および生態系モデル間の最初の比較を行う。 

サイクル 2、12-30 カ月。新しいモデルの実行を 1900-2008 年の期間にわたって統合し、以下の

要因を分離する：気候、土地利用変化、および管理強度の変化（耕地の肥料と耕起、草地の肥料、

森林の齢級構造）。欧州の炭素バランスの中間合成を 30 カ月までに提供する。 

サイクル 3、30-42 カ月。サイクル 2 のモデル実行を拡張し、欧州の炭素バランスの更新を年 1
回定期的に行う。N2O および CH4フラックスに関する WP4 より得た部門モデルの出力マップを

WP5 のモデルより得た CO2フラックスと組み合わせることにより、完全な温室効果ガスのバラ

ンスの推定を行う。大気のインバース法の結果に対する詳細なモデル評価を行う。最終合成を 42
カ月までに提供する。 

WP6：気候変動と欧州の政治に伴う発生源と吸収源の将来の脆弱性および正のフィードバックの

危険性 - 2012 年以降のシナリオ 

WP6 は、一般的および極端な要因の変動を伴うシナリオ、現実的な要因を伴う予測、および 2012
年以降の気候レジームにおける世界のバイオエネルギーおよび木材市場ならびに気候政策を伴う

フィードバックのモデル作成により、気候-炭素システムにおける正のフィードバックの危険性を

評価することを目指している。WP6 の全体的目的は、EU の政策により推進されることになる土

地利用施策に関する指針および勧告を作成することである。 

気候変動および気候政策は、土地利用部門における温室効果ガス収支に影響を及ぼすものである。

緩和および脆弱性管理戦略の選択は、関連する経済上の費用と利益に依存する。WP6 は、WP4
および WP5 で開発され、ポスト京都政策戦略の評価を目的として構築された既存の経済モデル作

成クラスターに適用された生物物理学的モデルから得られた出力を使用する。このようにして、

経済モデルは GHG-Europe により生成される大量の生物物理学的情報の同化を行う。このモデル

作成クラスターは、国際応用システム解析研究所（International Institute for Applied Systems 
Analysis、IIASA）により政策分析のため、欧州委員会の業務で結果を直接利用するユーザーとの

緊密な連携のもとに開発されたものである。このモデル作成クラスターは GHG-Europe 内で、国

家および欧州レベルで農業および林業部門に及ぼす気候変動および気候政策の経済的影響を評価

するために使われる。経済モデルは、木材とバイオエネルギーに対する世界の需要の変化と将来

の気候政策（WP1 におけるシナリオ要因フィールドにも反映される）により制約を受ける欧州の

土地利用と管理のシナリオを提供する。 

２つの異なる系列の解析を行う。第一に、統合された多部門政策デザインのより幅広い解析を行

うが、その目的は、世界情勢における欧州の政策統合（policy leakage）から得られる副次的相乗

利益（co-benefit）を手にすることにより、既存および新生の部門別政策（農業、林業、バイオエ

ネルギー、および環境）を前提としたポスト京都戦略のために追加された欧州の価値を最大にす

ることである。これに伴って、進行中の交渉の制約と状況を前提とした欧州の気候政策を支援す

る政策により土地利用施策がどのような影響を受けるかに関する詳細な技術分析が行われること

になるであろう。第二に、長期シナリオを実行するが、その重点は願望的な（aspirational）気候

長期目標に関する欧州の土地利用、土地利用変化および林業（LULUCF）部門の脆弱性評価、な

らびに潜在的寄与と危険性に置く。 

ポスト京都戦略の影響を研究する短期・中期シナリオ（2030 年ごろまで）（緩和シナリオ）：各種

の政策、とりわけ共通農業政策（Common Agricultural Policy）、農村開発戦略（Rural 
development Strategy）、EU 林業戦略および森林行動計画（EU Forestry Strategy and Forest 
Action Plan）、ならびに一般に気候変動に関する EU の諸政策により誘発される土地利用および

- 100 -



管理の変化、そして関連する温室効果ガス収支の変化の評価を行う。統合モデルクラスターから

得られた結果を用いて、個々の土地利用慣行の費用効率と環境における有効性、競合的 LULUCF
緩和の潜在的可能性、および政策の意義に関する定量的評価を行う。提案されたモデルクラスター

の構造により、ポスト京都レジームにおける EU27 に関してより詳細に政策の選択肢の評価を行

うことに加え、より幅広い欧州の土地利用政策状況において UNFCCC の原則と目的に従った大

域的でより長期の政策戦略の展望を得ることが可能となる。ポスト京都評価では、経済開発、エ

ネルギーおよび農業政策、ならびに温室効果ガス削減に関する協定に関する最新の展望に基づき

既存の EU 立法の潜在的影響の定量的評価を行うとともに、LULUCF 部門からの温室効果ガス排

出削減のためのさらに費用対効果の高い対策の余地を探る。解析は、評価結果の政策との関連性

を最大にするため欧州委員会の業務との緊密な連携のもとに行う。 

土地利用、政策、および気候間のフィードバックを研究する 2100 年までのより長期的なシナリ

オ（緩和および適応シナリオ）：これらのシナリオは脆弱性管理に重点を置いている。従って、気

候変動の緩和と適応が組み合わされる。これらのシナリオは、IPCC AR5 のために作成されたシ

ナリオに従って実行する。個々の経営慣行に関するより幅広い持続可能性への影響の状況におい

て、大気中への温室効果ガスの正味増加を定量化することにより、長期にわたる土地利用の適応

と緩和の過程の効率評価を行う。適応対策が経済モデルにより選択され、現場での生物物理学的

適応に加えて取引を通じた適応も含むボトムアップ方式で脆弱性評価を行う。現場での適応対策

は輪作、栽植時期、灌漑スケジュール、農薬散布から施肥レジームに至るまでの変更に及ぶ場合

がある。要因の変動を原因とするこうした直接的適応のニーズを空間明示的に定量化する。一方、

旱魃の起こりやすい地域からの生産移転などの間接的市場効果は、主要農作物、林産物、および

バイオマス製品の地域間貿易の流れの変化を通じてはじめて目に見えるようになる。残りの影響

は、物理的観点（生産量と温室効果ガスの消失）に加えて経済的観点からも報告する。 

WP7 科学的な一貫性、不確実性の研究方法とデータベース 

本 WP の主目的は、品質管理の行き届いた中央データベースおよび不確実性の解析ツールの提供を

通じて、プロジェクトにおける観測およびモデル作成活動間の統合の促進と追跡を行うことである。 

モデルのニーズ（WP4、WP5、WP6）および観測（WP1、WP2、WP3）の評価を行って、プロ

ジェクト内部の最善の結びつきと提携を明らかにする。収集したデータは、標準化・調和済みの

形式で、品質チェック済み、しかも不確実性評価と完全なメタデータつきで過去のプロジェクト

由来のデータ源を含むプロジェクトデータベース中で利用可能となる。こうした活動は、標準化

と品質管理が渦相関と大気中の測定結果についてのみ行われているCarboEurope-IPや IMECCの

ような他のプロジェクトで得られた経験に基づく。本プロジェクトでは、データ源はずっと不均

一で、点測定結果、空間データ（WP1、WP2、WP3）、および過程の解析結果（WP2）を含む。

そこでデータベースへのデータエントリーの品質管理、調和、および標準化の新しい方法を開発

する。フィールド測定結果の他のデータベース（たとえば NitroEurope-IP 中）との一貫性を保証

するとともに、他のプロジェクト（たとえば CarboEurope-IP、IMECC、および FLUXNET）で標

準化された渦相関データとの一貫性を保証することもきわめて重要である。 

さらに、不確実性の定義と評価の方法を開発し、データとモデル出力の双方に適用する。最後に、

不確実性伝播の標準化ツールを提供し、データ重視型モデルや単純化されたプロセスモデルを使

用するプロジェクト、およびデータ解析での使用で使用できるようにする。 

従って WP7 は、すべての作業パッケージにわたってデータと不確実性解析の一貫性を保証する上

で重要である。WP7は、過去のEUのプロジェクトから終了後のGHG-Europeのプロジェクトデー

タと結果に至るまで、データの質とより幅広い科学コミュニティにとってのアクセシビリティの

連続性を保証する上できわめて重要な役割を果たす。 

WP8 調整と普及 

本 WP はプロジェクトの組織、管理、運営とプロジェクト結果の科学、政策、および社会への普

及のために設けられている。 
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Johann Heinrich von Thünen 研究所（Johann Heinrich von Thünen-Institute、VTI）が、リーダー

シップは証明済みの小規模ながら効果的なプロジェクト管理チーム（図 2.1）でプロジェクトの調

整にあたる（課題 8.1）。調整担当の Annette Freibauer は、第 4 次 EU 枠組みプログラム（4th EU 
Framework Programme、FP4）以来、FP5 のプロジェクトの CarboEurope クラスターや FP6 の

CarboEurope-IP統合プロジェクトなどいくつかのEUのプロジェクトの調整をすでに行ってきた。

彼女は日常のプロジェクト管理ではプロジェクトマネージャーの、財務および組織上の問題では

管理担当者の支援を受ける。詳細は 2.1 節を参照されたい。 

プロジェクトの結果は、WP6 の政策関連活動との強力な連携のもと、広い範囲の十分確立された、

利害関係者指向の方法と経路により科学、政策、および社会に対し普及される（課題 8.2）。詳細

は 2.2 節を参照されたい。 

知的所有権の保証は、コンソーシアム協定の一部となる GHG-Europe データポリシーにより行わ

れる。詳細は 2.2 節を参照されたい。 
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ミッションステートメント：温室効果ガス量の変動を理解する 
統合炭素観測システム（ICOS）は、全球の炭素循環と温室効

果ガス排出の現状を理解し、将来の挙動を予測するために必

要な長期観測を提供する。 

ICOS は、大気成分の濃度に及ぼす温室効果ガス削減の有効

性を監視し評価する。発生源と排出源の地域別、部門別特定

もあわせて行う。 

気候変動は、今後何十年にもわたって人類が対処する必要の

ある最も困難な問題の一つである。気候変動に関する政府間

パネル（IPCC）の結論によれば、観測されている地球の気温

上昇は、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、および亜酸化

窒素（N2O）の自然循環を上回る量の人為的放出により、大気中の温室効果ガスが増大していることが原因となっ

ている可能性が高い。こうした温室効果ガスの地球規模の生物地球化学循環が、現在および将来の気候変動の主

な原動力となっている。 

大気中の CO2および CH4の濃度は、最近 65 万年間に観測された自然の範囲をはるかに上回っている。現在の CO2

濃度は産業革命前と比較して 40%増大しており、化石燃料排出の急速な増大に伴い現在も増加を続けている。現

在の CH4濃度は、産業革命前の 2.5 倍に近い。 

これらの変化は人間活動を原因としている。変化の第一要因は、化石燃料の燃焼と、土地利用の変化による地球

全体の植生の変化、とりわけ森林破壊である。自然の炭素循環は、人為的排出量の半分を吸収することにより 50%
緩和する。しかし、これらの CO2吸収源が、将来、気候が変動し人間活動が増大しても機能するかどうかはわか

らない。現在の大気中 CH4の量であれば、人為的にあるいは自然発生源により出された CH4のほとんどすべてを

大気の自然の酸化力が取り除くが、今後排出量が増加すれば CH4の混合比はさらに増加するであろう。 

気候変動がどのように起こるかをより深く理解するには、温室効果ガスの排出源と吸収源、ならびにその発生を

完全に定量化する必要がある。地域の温室効果ガスフラックスのパターン、臨界点（tipping points）と脆弱性は、

大気中や海洋表層、地上における長期にわたる高精度の観

測により評価することができる。 

「マウナロアの曲線は、単純で明白であり、人類の目にふれ

る遥か以前から増加を続けており、我々の世界の見方を変

えてきた。Keeling の業績は時代をはるかに超えるもので

あった。他の品質管理済みのデータセットが公表され始め

たのは、1970 年代以降であった。もし我々に彼の長期にわ

たるバックレコードがなかったら、地球規模の変動に気づ

くにはずっと時間がかかったであろう。1991 年のピナツボ

火山の噴火後の地球規模のCO2吸収の顕著な変動のような

突然のできことは、30 年分の記録ではなく 15 年分の記録

しかなかったとしたら違って見えたことだろう。」Euan 
Nisbet、Nature（2008 年）。 
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統合された大気、生態系、および海洋の観測は、欧州における高度な炭素
循環研究の基礎となる 
炭素循環を理解する基礎として高精度で長期の炭素循環観測が必要不可欠である。また、こうした観測は単独の

研究プロジェクトの期間を超えて確実に継続しなければならず、しかも欧州レベルでインフラの一つとして確立

しなければならないことが早くから実感されてきた。ICOS は、欧州にとって戦略的なロードマップの中に必要な

研究インフラの 1 つ（ESFRI、欧州研究インフラ戦略フォーラム）として組み入れられている。 

ICOS のコンセプトは、生態系と海洋からの温室効果ガスフラックスならびに大気中の温室効果ガス濃度を測定す

るステーションからなる高精度の長期観測ネットワークであり、中心的な役割を果たす施設群をとりまくように

設計されている。ICOS が収集する以下のような観測結果により、研究者らは、欧州大陸全域での温室効果ガスの

交換、ならびに発生源と吸収源を完全に理解することが可能となる： 

 化石燃料成分を定量化するための大気中の温室効果ガス（CO2, CH4, CO）と放射性炭素-CO2濃度の濃度 
 生態系における CO2, CH4, H2O および熱のフラックスと、プロセスを理解する上で必須の生態系パラメータ 
 2013 年までにインフラに統合予定の海洋フラックスの観測 

 

ICOS の測定結果はオペレーショナルな情報システムにおいて高度な炭素循環モデルを用いて組み合わせられる。

これにより以下のことが可能となる： 

 地域の温室効果ガスフラックスの系統的変化 
 地球システムモデルの不確実性の低減 
 ネガティブな事実の早期警告 
 緩和および適応対策の時を得た導入、ならびにその成果の評価 
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このシステムは、大気、陸面、および海洋の間での交換過程を理解するための世界標準を確立することとなる。

ルーチン的に行われるフラックスの診断は、ICOS に参加する研究機関と、インフラが提供する観測の閲覧によっ

て利益を得るその他の研究機関の双方で行われる。複数のフラックスプロダクトの定期的評価と統合、さらに政

策との対話は ICOS により組織的に行われる。 

ICOS においてカバーされる変数の一覧は、10 年間の GEOSS（全球地球観測システム、Global Earth Observation 
System of Systems）実施計画に従って「CO2、CH4、およびその他の温室効果ガスなど必須気候変数の観測能力

の開発を支援する」ために推奨されている GEOSS の変数一覧と一致する。ICOS はまた、WMO の地球大気監視

プログラム、全球陸域観測システム（GTOS）、および国際的な統合地球大気化学観測戦略（IGACO）、および GEO
の傘の下での GEO 炭素戦略にも貢献する（http://www.earthobservations.org/index.shtml）。 

ICOS は、温室効果ガスの地上観測、データ処理、ならびにリモートセンシングプロダクトの検証、科学的評価、

モデル開発、およびデータ同化のためのデータプロダクトの利用促進に関する世界的プレーヤーとしての欧州の

地位を強化することになるであろう。 
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構想されている生態系および大気ネットワーク 

 

 

ノノノルルルウウウェェェーーー海海海 

生態系レベル稼動中 生態系レベル未稼動

航空機観測稼動中 航空機観測未稼動

大気観測用地上サイト稼動中 大気観測用地上サイト未稼動 

大気観測用高層タワー稼動中 大気観測用高層タワー未稼動 

海洋観測ステーション 
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2012 年 4 月更新 
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海洋観測のルートとステーション 
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中央の設備とその周辺の統合される分散型インフラ 
ICOS の要素、その機能、および建設と稼動に用いられる資源を以下に示す。 

 本部：欧州レベルで研究インフラの調整にあたる 
 大気および生態系観測サイトの ICOS ネットワーク：欧州全土に存在する 30 カ所以上の大気観測、30 カ所

以上の生態系長期観測の一次サイト、および 20 年にわたる資金提供を確保し、同じ精度で行う二次観測サイ

トを含む 
 海洋観測の ICOS ネットワーク：「機会観測船（ships of opportunity）」と係留ブイを使用し北大西洋と欧州縁

海をカバーする 
 中央分析室（1 カ所）：放射性炭素分析を含む、全ネットワークのための較正と空気試料の分析 
 大気テーマセンター：大気測定、機器開発／サービス、およびオンラインデータ処理の調整に対応する 
 生態系テーマセンター：生態系フラックス測定、項目別フラックス、および炭素プールに対応する。データ

処理と機器開発も含む 
 海洋テーマセンター：連続海洋観測、海洋ネットワークから来るデータの初期処理に対応する 
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ICOS の期待されるユーザー 
オペレーショナルな段階に入れば、ICOS は一連のデータとプロダクト（標準、較正、プロトコール、計測手段、

ソフトウェア、気候・生態系に関する必須項目、および環境政策への支援を含む）へのアクセスを提供とする。 

ICOS のユーザーは、個人、機関、プログラム、イニシアチブ、プロトコール、エネルギー事業、または企業のい

ずれであってもよい。ICOS ユーザーは、ICOS プロダクトの利用に興味をもつあらゆる実体である。主要なユー

ザーには研究者と学生が含まれる。ICOS が提供する主要なプロダクトとサービスは、データや研究インフラの利

用、およびトレーニングへの参加である。ICOS のプロダクトとサービスに潜在的興味を持っているユーザーは、

科学から政策、公企業から私企業、マスメディアから稼働中のモニタリング機関におよぶ多種多様な実体に所属

している。さらに、独立した検証を必要とするあらゆる実体は、ICOS のデータから利益を受けるであろう。特に、

以下のような潜在的ユーザーが見込まれる。 

炭素循環または関連データの監視を行う国家規模または国際科学プログラムや環境機関 
標準化された欧州全域にわたる観測ネットワークを維持することにより、ICOS は地球システムにおける地域の炭

素循環のモニタリングに貢献することになる。グローバル・カーボン・プロジェクト（Global Carbon Project）や

世界気象機関（WMO）の全球大気監視計画（Global Atmosphere Watch）のような国際プログラムは、炭素バラン

スの地球規模の収支やトレンドのような主要な全球指標（global indicator）の推定のために ICOS の高精度データを

統合するであろう。国連機関（UNEP、UNESCO、FAO、WMO）、監視プログラム（GEOSS、GCOS、GTOS）、
気象ネットワーク、およびエネルギー機関をこのグループに含めることができる。ICOS の海洋関連部分について

は、海洋表層二酸化炭素アトラス（SOCAT）国際イニシアチブが ICOS のデータの主要な組み入れ先の一つとなる。 

米国においては、米国海洋大気庁地球システム研究所（NOAA/ESRL）の地球モニタリング部（Global Monitoring 
Division）がすでに自らの国際共同データベースに ICOS のデータを統合しようとしている；また、全米生態観測

ネットワーク（NEON）が、科学的ならびに検証目的でデータ共有を行おうとしている。 

稼働中および稼動前の炭素フラックス関連サービス提供者 
大陸スケールにおいては、ICOS の大気および生態系中央施設による調整済みのプロダクトは、CO2の表面フラッ

クスの日常推定とデータの検証のための主要な資産のひとつとなる。ICOS のデータに対し興味を示している 2
つの主要プログラムは、大気組成・気候モニタリング（MACC）-II のパイロット大気サービス（Pilot Atmospheric 
Service）および環境と安全保障のための全球モニタリング（GMES）の Geoland2 陸域モニタリングコアサービ

ス（Land Monitoring Core Service）（いずれも第 7 次 EU 枠組みプログラム（EU FP7）のプログラム）である。

ICOS から要求される具体的なデータのニーズと要件は、全球情報システムセンター（GISC）の報告書に定めら

れている［GMES in-situ coordination, Deliverable 2.1, Report on in-situ data requirements. De Sousa ら、EEA 
(2011)］。ICOS データの GMES による利用の中心となる主要機関は、欧州中期気象予報センター（ECMWF）で

ある。 

GMES のサービスにデータを提供することにより、ICOS のデータは「一次」ユーザー（ECMWF、MACC-II、お

よび GEOLAND2 の各コンソーシアム）の範囲を超えて、さらに幅広い「二次」ユーザーへと広がって行くこと

になる。二次ユーザーには ICO のデータを他のデータソース（衛星観測による地球観測データを含む）に統合し

たプロダクトのユーザーが含まれる。二次ユーザーは、GMES においては「下流側へのサービス提供者」になり

得る。 

地域当局 
国および地域スケールにおいては、ICOS のデータおよびプロダクトは炭素循環に関連するローカルな政策（たと

えば交通、都市生活、あるいは林業の領域におけるもの）の影響を監視するための価値ある基礎となる。地元の

当局は、国の政府、政府機関、政策立案者、および資源管理コミュニティと同様に炭素循環関連政策に関与する

可能性がある。 
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議定書検証 
ICOS のデータは、さまざまな排出削減対策および関連する報告の評価、ならびに検証を可能とする独立した信頼

性の高い観測結果を提供する。データ提供者の下流側において、ICOS を特に必要とするのは、UNFCCC、京都

議定書とその後継議定書、あるいは欧州連合域内排出量取引制度（European Union Emission Trading Scheme）
のような国際条約や議定書の適用を監視する機関である。欧州においては、欧州環境庁（EEA）のような機関が

主な役割を演じるが、拘束力のある排出許容量が設定されているため民間企業もまた関与せざるを得ないことに

なる。 

科学コミュニティ 
ICOS の前身の一つである CarboEurope-IP プロジェクト（2004-2008 年）に基づく大量の科学論文は、炭素の循

環とこれに伴う炭素の多様なプールを通じた気候のフィードバックに関する知識のギャップを埋めるために科学

コミュニティが関与していることを浮き彫りにしている。受動的な大気トレーサーの一つとして、CO2は大気モ

デルの検証のためにも興味深い存在である。炭素以外に、ICOS は窒素循環および種々の生態系と大気の間でのす

べての微量のガスやエアロゾル微粒子の交換の研究、またさらに一般的には大気、陸地、および海洋の研究者コ

ミュニティにデータを提供することも可能と考えられる。 

リモートセンシングコミュニティ 
リモートセンシングコミュニティは、地上観測による大気中濃度データから利益を得る場合がある。さらに、植

生指数の較正と検証のために地表の特性を得ようとしているリモートセンシングコミュニティは、グラウンドト

ルースとしての体系的な生態系観測からも恩恵を受けるであろう。これまでのところ、現地での時系列データは

プロダクトの情報源としては活用が立ち後れていた。宇宙からの大気観測は、検証のために ICOS による追加的

な地上観測が必要となる。 

民間企業 
産業界、とりわけ中小企業（SME）は、数多くのレベルで気候変動、再生可能エネルギー、および温室効果ガス

関連の問題と関係がある。いくつかの会社（たとえば米国メリーランド州 Germantown、Earth Networks 社）は、

温室効果ガスの濃度とフラックスに関する独立したデータの価値に気づき、ICOS のデータに強い興味を示してき

た。 

教育機関 
教育コミュニティが炭素循環と温室効果ガスの発生を研究するのに ICOS のデータは必要不可欠なものとなるで

あろう。温室効果ガスデータの必要性とその地球規模の気候変動に対する意義は、初等教育においても認識され

てきている。小中学校は、カリキュラムを更新するための最新情報を強く求めている。データを自由に利用可能

とすることにより、ICOS は教育コミュニティ内での科学知識の普及を促進する特定のプロダクトとともに、正確

な生のデータ（first hand data）を学生に提供する。 

マスメディアと一般公衆 
マスメディアと一般公衆は、科学者からの説明を求めるだけでなく、自らデータや事実の解析を行いたいと考え

ている。これは「市民科学」の基本である。このように、ICOS のデータに対する興味は専門家コミュニティを越

えて広がっている。マスメディアは地球規模の変動のニュースとその地域社会にとっての意義についてよりよく、

より正確な最新情報を求めている。公衆（すなわち欧州における温室効果ガスの排出や吸収について知りたい／

知る必要があるあらゆる個人）は、我々の惑星の生命維持システムが時とともにどのように変化して行くかをよ

りよく理解することを望んでいる。 

具体的なプロダクトは、異なるユーザーに合わせて調整することになる。たとえば、環境向けの政策立案を促進

するため、政策立案者をターゲットとする診断プロダクトが必要であるという者もいる。同様に、政策や教育な

どあらゆる用途にとっての意義を考慮しつつ、ICOS のデータから明らかになった最近の知見を毎年とりまとめて

ユーザーコミュニティ全体に配布することもあり得る。 
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ICOS のデータの用途の体型 
ICOS のデータの潜在的用途は以下のことに関係している（重要度順）： 

1. （衛星データおよびモデルの）比較、較正、検証 
2. 国および国際レベルにおける監視、報告、検証 
3. 炭素のフラックスおよび収支の評価 
4. 情報および教育目的 
5. 統合（マップ化を含む）および予測 

ユーザーの期待とニーズの概観  
関連する科学プロジェクトの参加者は、現在欧州のネットワークの強化ならびに異なる EU および国際プログラ

ム間の連携の改善を期待している。現在の ICOS 参加者以外でも将来の連携を希望している。ユーザーの一部は

ICOS ネットワークを拡大し、海洋の部分に新たに沿岸部を含めることに興味を示している。 
ICOS のユーザーは以下のようなニーズがあると述べている。 
 大気中の温室効果ガス濃度、陸上の温室効果ガスフラックス、および海洋中の温室効果ガス濃度の長期時系

列（解釈と広域化に必要な関連変数を含む） 
 QA/QC（品質保証／品質管理）の標準や信頼できる較正施設がない、あるいは研究資金提供が途切れるなど

の原因で欧州における現在の温室効果ガスデータの連続性と信頼性をおびやかす問題を克服すること 
 新しい高品質の観測結果を補助データや緻密化されたプロダクトと Carbon Portal 経由で統合し、利用可能に

すること 
特に、ユーザーは以下から恩恵を受けると考えられる。 
 方法やツールへのアクセス 

▪ QA/QC 体験と標準プロトコール 
▪ 較正用標準 
▪ 測定値の相互比較 
▪ 機器の開発 

 データ同化やモデル作成を目的とした品質管理済みの長期観測データやデータプロダクトへのアクセス 
 各ユーザーそれぞれの疑問に対する適切な答えを見つけることのできる、複雑さの異なる一組の温室効果ガ

スプロダクト 
 補助的研究のための長期現地観測ステーションの利用 
 若手科学者や技術者のトレーニング 

ICOS はデータのアクセシビリティの問題に対処する予定である。きわめて高品質のデータといえども、ユーザー

が利用できなければ役に立たない。この課題には ICOS の Carbon Portal が対応することになる。Carbon Portal
は技術的にしっかりした利用しやすいオープンアクセス、オープンデータポリシーのウェブポータルである。 
ICOS 全体を通じて、データの質はさまざまなレベルにおいて統合された手法によりデータの形式、不確実性、正

確度、QA/QC、およびデータ処理を考慮しながら改善される。 
ICOS は、合意された標準（データ収集および処理用、たとえば WMO…）の使用を ICOS の境界を越えて実行し

推進するとともに、地球レベルで異なったシステムの相互運用を推進する。政策立案者や教育目的のための臨時

の（ad hoc）統合プロダクトの開発を行う。科学コミュニティ以外で ICOS プロダクトの知名度を上げ、政策立

案者、学生、および一般公衆に対し ICOS プロダクトの使用を十分宣伝する手段として、健全なコミュニケーショ

ン戦略を ICOS の運用段階用に整備する。 
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実行戦略 
準備段階は 2008 年に始まり、インフラ構築のための戦略プランを作成し、国家機関や利害関係者による資金提

供契約を得ている。プロジェクトの技術的側面は 6 カ月間の稼動デモンストレーションを行うレベルまで進展し

たものの、観測サイトの数は減らされた。準備段階は、EU の資金提供を 2008 年から 2013 年まで得ている。 

構築段階は 2011 年から 2013 年の間に異なった国々で開始され、戦略プランに従って中央設備の建設と委嘱を行

うとともに、開発を完了する。 

稼動段階は 2013 年に始まって 20 年間継続する予定である。ネットワークを全体的に配備した後、稼動モードで

運転し、温室効果ガス濃度とフラックスのデータを定期的に収集し処理する。インフラの定期的な更新が、ネッ

トワークの性能評価の定期的な審査過程とともに行われるよう決められている。 

 

 

研究開発、デザイン研究 
2001-2008 年 

準備段階 
2008-2013 年 

構築段階 
2011-2013 年 

稼動段階 
2013 年-… 

CarboEurope-IP 
その他の研究プロジェクト 
国別ネットワーク 
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ICOS 作業計画の準備段階は、第 7 次枠組みプログラムの下で欧州委員会の支援を受けている。ICOS ワークプラ

ンは、8 つの相補的なワークパッケージにまとめられている： 

 WP1 はコンソーシアムの組織とプロジェクトの管理に対応する 

 WP2 は法律上および統治に関するひな形を提供する 

 WP3 は財務/資金調達業務の調整を行う 

 WP4 は必須の外部データセットの ICOS への統合を検討し、とりわけ化石燃料排出データ、ならびにバイオ

マスおよび土壌炭素インベントリに関してデータ提供者の参加を求める 

 WP5 は現地サイトの分散型ネットワークに関連する技術的業務（ネットワーク設計、装置の選定、試験、お

よび最適化を含む）に対応する 

 WP6 は大気および生態系テーマセンターに加えて中央分析室の建設準備を行う 

 WP7 は WP5-6 で得られた技術的解決策についてデモンストレーション実験を行う、すなわち少数のサイト

でインフラを稼動させる 6 カ月から 1 年間の試運転を実行する。 

 WP8 はプロジェクトレベルのアウトリーチ、ウェブベースの Carbon Portal の定義に加えて将来の稼動段階

に必要な研修と能力開発を企画する 

ICOS およびその他の国際研究・監視プログラム 
 InGOS（FP7、I3）は非 CO2温室効果ガス用のインフラを開発する。 

 GHG-EUROPE（FP7、IP）は ICOS のデータの最も重要なユーザーとなり、ICOS のインフラの観測結果を

利用するための高度な研究ツールを提供する。 

 CARBOEUROPE（FP6、IP）は ICOS のための科学的事例を作成済みであり、ICOS が構築されている基礎

的なネットワーク要素を提供する。 

 IMECC（FP6、I3）は、ICOS の準備段階に対し主要なネットワークデザインツール、生態系測定用センサと

標準作成施設への資金提供に加え、リアルタイムに近いパイロット濃度データプロダクトを提供した。 

 MACC-II および GEOLAND2（FP7）プロジェクト（GMES プログラムの一部）は、ICOS が提供する高品質

で迅速に配達される大気および生態系の検証データの主要ユーザーである。 

 GEOMON（FP-6、IP）は、ICOS と近日登場予定の気柱積分 CO2（NASA/OCO、JAXA/GOSAT の各ミッショ

ン）および CH4（ENVISAT 上の ESA/SCIAMACHY 装置）および CO（NASA/MOPITT）の衛星観測との関連

性を保証した。 

 GEOSS は、大気および生物圏観測用の統合地球炭素観測戦略（IGCO）、ならびに ICOS が提供する統合地球

大気組成観測戦略（IGACO）の欧州における実行分を使用する。 

 GEOCARBON は FP7 のプロジェクトで、炭素循環に関する高度なプロダクトと新しい知識を通じて観測デー

タをエンドユーザーに結びつける。 

 IPCC パネルのメンバーは、炭素循環ならびに人為的活動に由来する現在の変動を理解するためユニークな高

精度の長期データにアクセスするであろう。 
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GMES 

GEOLAND2 
2008-2012 年 

稼働中 
サービス 

陸域生態系 

MACC-II 
2011-2014 年 

稼働中 
同化 
大気 

CARBOEUROPE 
2004-2008 年 
高度な基礎研究 

ICOS 準備段階 
2008-2013 年 

ユーザー指向サービス

ICOS の
開始

研究機関の 
利害関係者 

 
 

EEA 
UNFCCC 

エネルギー機関,
インベントリ機関

研究・評価 
コミュニティ 

 
 

地球研究 
コミュニティ, 
GCP, IPCC, 

IGBP, WCRP 

地球観測 
戦略および 
プログラム 

 
GEO/GEOSS, 

WMO, 
GCOS 

GHG-EUROPE 
2010-2013 年 
高度な基礎研究 

IMECC-13
2007-2011 年 

インフラ研究を支援 

InGOS-13
2012-2015 年 

インフラ研究を支援、

非 CO2 

GEOMOMN-IP 
2006-2011 年 

地上ベースおよび 
衛星による大気観測 

GEOARBON
2011-2014 年 

GEOSS のための 
高度な統合プロダクト
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