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1. はじめに

　文部科学省の 21世紀気候変動予測革新プログラ

ム（以下、革新プロ）は、第 3期科学技術基本計

画のもと、「地球シミュレータ」の活用により、気

候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 5次評価

報告書（AR5、2013～ 2014年完成予定）への寄与

と気候変動対応政策への科学的知見提供を目的と

して、2007年度から 5カ年計画で実施されてきた。

　最終年度にあたり、革新プロの主要な成果の講

演と、今後取り組むべき課題に関する討論とから

なる公開シンポジウムが、8月 22日一橋記念講堂

で開催された。参加者は 452名（報道関係 17名を

含む）であった。前半では、革新プロとその主要

な成果について、5人による講演がなされた。後半

は、モデレーターと 4人のパネラーに会場との質

疑応答も加えたパネルディスカッションであった。

以下、概略を報告する。

2. 第1部：革新プロとその主要成果についての講演

(1)革新プロと今回のシンポジウムについて（松野*・

西岡共同統括、*：講演者）

　革新プロでは、気候モデル（関連の要素モデル

を含む）の開発により、長期にわたる地球環境の

変化、近未来の気候変化予報、および近未来や 21

世紀末の極端現象の予測をそれぞれ行っている。

加えて、モデル結果を基盤とした、不確実性の定

量化 ･低減研究や、自然災害への影響評価により、

革新プロの主題が構成されている。AR5に向けて

は、第 5期気候モデル間相互比較実験（CMIP5）

が進展しており、革新プロも参加している。実験

に用いられるシナリオは、以前の人為的削減のな

い排出シナリオと異なり、4つの代表的濃度経路

（RCPs）であり、そのうち 3つは、濃度安定化策に

よる濃度シナリオである。革新プロでは、科学の

観点から、別シナリオによる予測の可能性で選択

の幅を示したい。

(2)講演：300年後へのシナリオの選択（長期地球

環境予測チーム：時岡リーダー）

　従来の気候モデルに、種が競い合うことで与えら

れた気候条件にバランスした植生分布を示す動的

全球植生モデル（SEIB-DGVM）など、さまざまな

生物・地球化学過程の部分モデルを統合した地球

システムモデルを開発した。それにより、気候再現

実験、RCPsによる予測実験（2100年まで）など、

さらには一部のシナリオに関しては、300年先まで

の予測実験を実施している。諸実験の結果によると、

RCPsで最も厳しい安定化シナリオ（2100年の放射

強制力が 2.6W/m2： RCP2.6）を実現させるには、21

世紀後半には化石燃料起源の炭素排出量をゼロ以

下に（回収）しなければならない。また、2100年

まで中位安定化シナリオ（RCP4.5）、それ以後濃度

一定での 300年予測では、2100年以後も海洋中 ･

深層の温暖化のスピードは継続し、海水膨張による

水位上昇が継続するなどの知見が得られた。

(3)講演： 避けられない 30年後の気候変化（近未

来予測チーム：木本リーダー）

　近未来予測は、人為強制力と自然変動の下での

予測という課題であるが、観測された過去に関す

る 3～ 7年間の再現（事後予測）実験の結果は良

好で、可能性がある。近未来における温室効果ガ

ス濃度はシナリオによらず同じ増加傾向が不可避

で、2000年代後半若干下降時期がみられた気温は、

今後上昇傾向が顕著になると予測される。北大西

洋や太平洋の 10年規模自然変動モードの予測可能

性や台風の発生頻度の再現性も良好である。台風

の近未来での減少傾向が予測された。火山噴火な

21世紀気候変動予測革新プログラム平成23年度公開シンポジウム
「気候大変動の時代に生きるー自然との共生の知恵を求めてー」
の報告

　　　　　　　　　　（独）海洋研究開発機構 IPCC貢献地球環境予測プロジェクト　特任上席研究員　　近藤 洋輝
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ど今後の想定外の外力に関してはアップデートが

必要である。予測結果は、近未来の水災害 ･海洋

生態系 ･農業等における影響評価・リスク管理へ

の貢献が期待される。

(4)講演：将来の豪雨 ･台風とそのもたらす災害（極

端現象予測チーム：鬼頭リーダー、同サブチーム：

中北研究代表）

　全球 20km超高解像度モデルおよびそこに埋め

込む 5km/2km領域モデルをさらに高度化し、極端

現象に対する温暖化の影響を予測した。将来、全

球的な熱帯低気圧の発生数は 2割ほど減少するが、

強度は増大する。また台風の将来の経路は今より

東寄りになり、北太平洋西部沿岸域への接近数は

減少傾向になるという新たな知見が得られた。一

方、雲解像の領域モデルでは、20km全球モデルに

比べ、降水分布の改善が顕著である。また、梅雨

期の大雨による降水量の年間総降水量に対する割

合は増大する。モデル結果データの提供により防

災その他自然災害影響評価へ貢献している。

　高解像度モデル出力により、わが国の洪水、高

潮 ･高波・波浪・風災害などへの影響評価を行っ

た。世界的にみて、距離が短く急な勾配を有する

日本河川は、大きなピーク流量と短い洪水期間が

特徴であり、モデルが毎時の雨量情報を出して初

めて、現実的な河川流量や水位の算定が可能となっ

た。さらに、最近、和歌山県で深層崩壊が現実化

した土砂災害リスクについての地域別将来変化や、

河川や高潮・高波に関し、再現期間がどの程度の

流量・水位であるかというデザイン値の将来変化

が導出されたが、不確実性の課題も示された。台

風に関しては、被害最悪のコースを設定したシナ

リオによる影響評価により、リスクを指摘した。

3. 第 2部：パネルディスカッション

(1)パネラーの基本的見解

江守：大震災の経験から、気候モデルの信頼性も「限

定された条件下で」なのかを検討する必要性を感

じる。モデルの現状再現性は予測の信頼性を示す

上で不十分で、複数モデルの結果の統計的解析が

望まれる。リスク管理では、科学的知見と社会的

判断の融合が重要である。

三村：気候変動リスクには、回復不可能な大規模

環境変化があり、ティッピング・ポイント（科学

の国の「はて、な」のコトバ参照）を明らかにし

て回避する必要がある。徐々に進行する環境変化

に対しては、緩和策と適応策があるが、前者が進

展しても不可避なものには適応策が必要であり、

特に途上国では重要。適応策は、応急的な早期警

戒対応から中長期的な構造的対策まで指摘される。

西岡：新知見からは、従来を上回る対策の必要性

も生じそう。全球の気温上昇を産業革命以前と比較

して 2℃程に止める濃度経路では 21世紀半ばから

排出量をマイナスにする必要があり、ジオエンジニ

アリングの検討もありうる。財政危機やエネルギー

高騰で精一杯の世界は、共同の枠組みづくりに苦労

しているが、低炭素社会構築の推進は必須で、気

候モデル開発・計算資源・人材育成は不可欠である。

安井：気候変動研究は「放っておいたらどうなる

か」というエンドポイント（生起する結果＜対象＞）

にかかわるリスク科学（リスクを確率で定量化す

る科学）に進化しつつある。ただ、気候変動リス

クは、食料、水、健康など多分野に影響するマル

チエンドポイント型（リスクの対象が多分野に及

ぶタイプ）であり、あらゆるリスク発生の定量的

研究が必要である。

(2)パネラー間の討論

　上記で引用されたティッピング・ポイントをめ

ぐり、とくにグリーンランド氷床融解の場合など

についてパネラーの討論があり、氷床の挙動や非

常に長期的な変化をする海面水位についての定量

的な研究が求められた。

　さらに、科学的知見の役割と活用についての話

題に転じ、適応できるレベルに抑制するとしても、

そのレベルを定量的に示すのは科学の役割であり、

それによって政策が決定されるなどの意見が述べ

られた。また、気候変動問題には多様な分野の問

題が絡んでおり、関連する情報を包括的に捉える

必要があるということが認識された。

(3)フロアからの質疑と応答

「今のモデルは北大西洋深層循環の予測に関して十

分か」への回答：既存のモデルで扱われており、
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深層循環が北大西洋で徐々に弱まる傾向は出てい

るが、今後も研究が必要。

「地球内部の研究の必要性」への回答：火山以外は

100年程度の気候変動と時間スケールが違うので、

影響がないと考えられる。

「日本の森林政策について」への回答：森林組合の

ある地域以外では、土地の所有権（者）の把握が

容易ではなく、合意形成に必須のリーダーシップ

に欠け、林道開発や、先端技術導入を困難にして

いる。また、日本は明治以来植林を進め、森林面

積率は先進国ではトップクラスであるが、経済性

に偏り、抜本的な対策に欠けている。

「懐疑論について」の回答：特定の利害が背景に存

在している場合や、自説をはじめ諸説が学問的に

存在しているかのような印象を世に与えることを

意図している場合が多い。

4. 今後に向けての課題と展望

　上記および第 2部の各パネラーの結語（省略）

から、今後の課題と展望をまとめると：

＊大震災によって、気候変動リスクに対しても想

定外のリスクへの対応の重要性が増した。

＊ 気候変動研究はその成果によりリスク科学に進

化しつつある。

＊徐々に進行する環境変化リスクには、緩和策と

適応策の並行した対応が必要である。

＊緩和策ではどのレベルに抑制するかの判断に資

する科学的知見が求められている。

＊対応可能なレベルでは適応策が有効であり、途

上国が特に必要としている。

＊回復不可能な環境変化リスクは回避すべきで、

ティッピング ･ポイントや、氷床融解などに関

するさらなる研究が今後重要である。

＊リスク管理には科学的知見と社会的判断の融合

が必要であり、研究者と政策決定者との真剣な

対話が求められる。

＊気候モデルの不確実性への取り組みとして、モ

デルの性能評価を進める必要がある。

＊低炭素社会に向けたリスク管理を進めるには、

観測と連携したモデル結果解析や予測の知見が

　ファッションやビジネスの分野では、ある時点から急激にトレンドや流行になるといういい意味で使

われる「ティッピング・ポイント」、英和辞典によると、ティッピング・ポイント（tipping point）の意味

は「転換点」「転機」となっています。Tipは動詞で「ひっくり返る」という意味があります。そこから、

tipping pointとは小さな変化や動きが積み重なって、突然巨大な変化を起こすポイントのことをいいます。

　地球温暖化問題に関しては、地球の平均表面温度の上昇は、初めは気候のさまざまな面に緩やかな変

化しか起こしませんが、上昇し続けると、ある時、大規模な異常現象が発生する可能性があるといわれ

ています。たとえば、南極大陸やグリーンランド氷床の大規模な崩落・融解、海洋の大規模循環の停止、

アマゾン熱帯雨林の大規模な減少などです。これらの現象の前兆が現れていないかどうかを注意深く観

察するとともに、ティッピング・ポイントとなる温度が何度なのかを明らかにしていくことが重要です。

（編集局）

第 10 回：ティッピング・ポイント

普段の生活で使われるコトバが、科学の国ではちょっと違う
意味になることがあります。このコーナーでは、そうした
コトバをご紹介していきます。

第 10 回：ティッピング・ポイント

普段の生活で使われるコトバが、科学の国ではちょっと違う
意味になることがあります。このコーナーでは、そうした
コトバをご紹介していきます。

＊科学の国の「はて、な」のコトバはウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/kotoba/）にまとめ
て掲載しています。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/kotoba/
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　2011年 7月 18日から 20日まで、ニュージーラ

ンドのウェリントンにおいて、IPCC専門家会合－

温室効果ガスインベントリにおける施設およびプ

ロジェクトレベルのデータ（注 1）の利用－（IPCC 

Expert Meeting -Use of Facility and Project Information 

in National Inventories-）が開催された。ここではそ

の会議の参加報告を行う。

　温室効果ガスインベントリ（以下、インベントリ）

に関する IPCC専門家会合は、IPCCインベントリ

タスクフォース（注 2）により開催されており、最

近では、湿地に関する会合や、2006年 IPCCガイ

ドラインのソフトウェアに関する議題でも会合が

開催されている（地球環境研究センターニュース

11月号では本年 8月に開催された IPCC専門家会

合「Software and Use of 2006 IPCC Guidelines」につ

いて報告予定である）。なお、今回の会合は、2010

年 8月にオーストラリア・シドニーで開催された

「温室効果ガスインベントリのモデルと測定値の利

用に関する会合」（注 3）に続くものである。

　本会合の参加者は気候変動枠組条約（UNFCCC）

の附属書 I国のインベントリ編集者、経験豊富な

インベントリ審査のリードレビュアー、非附属書 I

国の国別報告書の編集者、UNFCCC事務局などで

構成されていた。附属書 I国のインベントリ編集

者としてはオーストラリア、ロシア、ブルガリア、

ニュージーランド、英国、米国などからの参加が

みられた。

　初日に米国、英国、韓国、ニュージーランド、

オーストラリア、インドネシアのインベントリに

おける施設レベルのデータの利用に関連した発表

が各国からなされた後、施設レベルのデータの国

家インベントリへの利用（Group A）とプロジェク

トレベルの排出量における IPCCガイドラインの利

用（Group B）の分科会に分かれて、それぞれの議

論に入り、3日目にまとめを行う形式で進められた。

　以下、私が参加した Group A（施設レベルのデー

タの国家インベントリへの利用）について記述する。

重要であり、引き続き気候モデル開発・計算資源・

人材育成が必要である。

5. おわりに

　革新プロ公開シンポはこれまで、プログラムの

意義を一般に理解していただくことを主目的とし

てきたが、最終年度の今回は 5年間の成果を発信

すると共に、ポスト革新プロには、どのような課

題と展望があるかに向けた議論を行うことが意図

された。新知見を中心とした講演にはインパクト

があり、AR5への反映を期待したい。パネルディ

スカッションでは、東日本大震災が、想定外のリ

スクを侮ってはいけないという意識の変化を社会

に生じさせており、回復不可能な環境変化リスク

にも焦点が当てられると共に、適応は必須であり、

その上で、適応できる範囲に温室効果ガスの排出

を抑制する緩和策が求められる時代に入っている

ことも再認識した。また、会場の質問は専門的な

ものから、素朴な疑問に至るまで幅広く、今後も

アウトリーチ活動は重要と感じられた。

IPCC専門家会合 温室効果ガスインベントリにおける施設および
プロジェクトレベルのデータの利用

  

　　　　　　　　　　地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス　高度技能専門員　　酒井 広平

写真 1　Group Discussionの様子
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　温室効果ガスの国家インベントリは、IPCCガイ

ドラインおよびそれを補足するグッドプラクティ

スガイダンスをベースに作成を行っている（注 4）。

基本的なインベントリの算定において、国内の統

計類がもととなった活動量と単位活動量当たりの

排出係数を掛け合わせることにより排出量が算出

されている。この場合、国によっては統計類のデー

タがあまり正確でなかったり、そもそも統計デー

タが存在していなかったりすることがある。また、

緩和策を実施したカテゴリーにおいて、活動量に

排出係数を単純に掛け合わせただけではその緩和

策の実施状況を反映できない場合がある。そういっ

た場合の算定精度を向上させるために、施設レベ

ルのデータを利用する。しかし、施設レベルのデー

タの利用に関しては、2006年 IPCCガイドライン

でも詳しくまとめられていないため、本会合は施

設レベルのデータの利用に関する指針を提示する

ことが目的となっている。

　参考までに議論の中で紹介した日本の事例を紹

介する。

　日本のインベントリで直接、施設レベルのデー

タを利用しているのは、主に工業プロセスの化学

工業のカテゴリーである。このカテゴリーの算定

では国内の施設（工場）が限られていることもあ

り（1～ 10施設程度）、これらの工場の活動量や実

測から得られた排出係数が直接利用されている。

　例えば、アジピン酸の製造過程では N2Oが排出

される。日本国内ではこのアジピン酸の製造は一

つの事業所のみで行われている。また、この事業

所では N2O分解装置を導入・稼働をしており、算

定ではこの施設における N2O分解率などの施設レ

ベルのデータを用いている（ただし、このデータ

は秘匿データとして扱われている）。

　この日本の事例のように施設数が少ない場合の

施設レベルのデータ利用のほかに、排出権取引

（ETS）制度で得られる施設ごとのデータを実際の

インベントリに活用する際の問題点（インベント

リ作成の際に考慮しておく点など）の整理も、本

会合における議論のポイントの一つとなっている。

　インベントリ作成では、透明性（Transparency）、

比較可能性（Comparability）、完全性（Completeness）、

一貫性（Consistency）、正確性（Accuracy）を五原

則としている。インベントリにおいて、施設レベ

ルのデータを利用する意義は、正確性の向上であ

る。しかし、その他の 4つの観点が欠けた施設レ

ベルのデータを利用することは望ましくない。

　したがって、施設レベルのデータを利用する際

は、品質チェックは十分に行うこと、情報に透明

性をもたせること、時系列的一貫性をもつデータ

を利用すること、不完全なデータセットを用いる

　ニュージーランドは人口 400万人に対して、羊が約 3200万頭（牛が 1000万頭）飼育されている農業大国であ

り、輸出の半分を農産物が占めている。この国は冬でも温暖なこともあり、羊は一年中放牧という他に例を見な

い飼育の形式をとる国でもある。温室効果ガスインベントリにおいても農業分野からの排出量の割合が他国に比

べて圧倒的に大きく、国の排出量の約 50%を占めており、そのほとんどが家畜由来による排出量である（消化

管内発酵による CH4と家畜ふん尿による N2O）。

　ニュージーランドと言えば「羊」のイメージであり、「ニュージーランドで

は羊を見たい」と思っていた。国内のどこでも羊は容易に見られると聞いてい

たものの、ウェリントン市内や乗り継ぎで立ち寄ったオークランド空港付近で

は羊を見ることはできなかった。国内線の乗り継ぎで窓側の座席だったので、

放牧されている羊の群れを米粒ほどの大きさで見ることができたものの、「そ

れって本当に羊？」と言われると、「牛かも…」という疑いを払拭することが

できない。次回があるならば、農業大国を実感するためになんとしても羊と戯

れ、「やっぱりニュージーランドは羊の国でした」と報告したいものである。

羊の国ニュージーランド

雄大な景色は見えたが、羊は見

えず（中央はタラナキ山）
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べきではないことなどが指針としてまとめられた。

今回の発表や議論の結果などは今後、報告書とし

てとりまとめられるとともに 2006年 IPCCガイド

ラインを補足する FAQとしても活用される。温室

効果ガスインベントリ作成やその審査の際の指針

となることが期待される。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）施設レベルのデータとは統計などで得られな

いような工場等からのデータ（概して一般に公表さ

れていないデータ）が該当する。プロジェクトレ

ベルのデータとはクリーン開発メカニズム（CDM）

のように、限定的な範囲を対象としたプロジェクト

の排出係数を国全体の排出係数として利用する場合

のデータ（排出係数）などが該当する。

（注 2）The Task Force on National Greenhouse Gas 

Inventories（TFI）

（注 3）IPCC Expert Meeting on Use of Models and 

Measurements in GHG Inventories

（注 4）京都議定書第 1約束期間のインベントリ作成

に利用されているのは 1996年改定 IPCCガイドラ

イン、温室効果ガスインベントリに関するグッド

プラクティスガイダンス（GPG［2000］）、LULUCF

に関するグッドプラクティスガイダンス（LULUCF-

GPG）である。その他に次期約束期間で利用を検討

している 2006年 IPCCガイドラインがある。

平成 24 年度環境研究総合推進費における新規課題の募集について

　環境省では、環境分野の研究・技術開発の推進により環境保全に資することを目的として、環境研

究総合推進費（競争的研究資金）による研究を実施しているところです。このたび、産学官民を問わ

ず広く応募を募り、学識経験者等による審査を経て、平成 24 年度から着手する研究課題を選定します。
平成 24年度新規課題の公募期間は、10 月 3 日（月）15 時から 11 月 14 日（月）17 時までです。
　平成 23 年度に「循環型社会形成推進科学研究費補助金」と統合されたことにより、研究費は「委託費」
と「補助金」の 2種類となります。公募要領・添付資料および公募の区分ごとの応募様式・記載例をよ
くご確認のうえ、ご応募ください。公募要領等の入手並びに詳細は、以下の環境省サイト等をご覧ください。

　○環境研究・技術 情報総合サイト ＞ 環境研究総合推進費 ＞ 公募情報
　　http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/koubo/index.html
　○府省共通研究開発管理システム（e-Rad）
　　http://www.e-rad.go.jp/jigyolist/details/index_1501_00022.html

　なお、公募に関するお問い合わせは、各担当までメールにてお願いします。（電子メールの件名の先

頭に【公募問い合わせ】を付してください。）

　○環境研究総合推進費全般、「環境汚染」「リスク管理」「領域横断研究」関連

　　⇒総合環境政策局総務課環境研究技術室　e-mail：so-suishin@env.go.jp

　○「健康リスク」関連

　　⇒総合環境政策局環境保健部環境安全課環境リスク評価室　e-mail：hoken-risuku@env.go.jp

　○「戦略的研究開発領域」「全球システム変動」「生態系保全と再生」「持続可能な社会・政策研究」関連

　　⇒地球環境局総務課研究調査室　e-mail：suishinhi@env.go.jp

　○「循環型社会形成」「次世代廃棄物処理技術」関連

　　⇒大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課　e-mail：hairi-haitai@env.go.jp

http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/koubo/index.html
http://www.e-rad.go.jp/jigyolist/details/index_1501_00022.html
mailto:so-suishin@envi.go.jp
mailto:hoken-risuku@env.go.jp
mailto:suishinhi@env.go.jp
mailto:hairi-haitai@env.go.jp
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現場を知るための登山

高橋：現在、田中さんは自然林への温暖化影響の

予測に幅広く取り組んでおられますが、森林生態

の研究者の道に進まれたきっかけやこれまで取り

組まれてきた研究内容を紹介していただけますか。

田中：高校生時代に自然や公園、植物にかかわる

仕事がしたいと思い、東京農工大学農学部環境保

護学科という新設の学科に入学しました。そこで

生態学に出会い、森林の面白さに目覚めました。

自然林は、立地環境や成立履歴により種組成や構

造が決まります。樹種はそれぞれに個性があり、

森林でたくみに共存しています。学部卒業後は東

京大学大学院農学系研究科に進学し、森林の研究

を開始しました。大学院生の頃は、林の樹木の分

布や更新過程を研究していました。その中には、

ブナの分布と気候条件（積雪と気温）との関係も

含まれます。この経験が温暖化のブナ林への影響

予測の研究につながりました。

高橋：将来自然とかかわれる仕事をしたいと思わ

れたのは、田中さんが育った環境に豊かな自然が

あったからでしょうか。

田中：私は神奈川県横須賀生まれですが、千葉県

柏市で育ちました。私の小学生時代は柏周辺でも

田畑や雑木林があり、手賀沼の周辺で魚取り、雑

木林でセミやカブトムシ採集、草野球、ベーゴマ

など外遊びに明け暮れていました。

高橋：大学から大学院にかけてフィールド調査を

されていたと思いますが。

田中：大学院修士課程では秩父の森林をテーマに

し、博士課程では尾瀬周辺の森林をテーマにしま
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した。ですから秩父と尾瀬周辺は頻繁に調査に行っ

ていました。また、大学時代の恩師の調査に同行

して、ヒマラヤやインドネシアの森林調査にも参

加しました。自然を研究するには、現場で調査し

たり観察したりすることが大切であることを実感

し、日本各地の山を毎月一つ登ることにしました。

現場を知るいい経験になりました。研究室の仲間

ではありませんが、山好きの友人とよく一緒に登

りました。就職してからも、機会を見つけて異な

る地域の森林を観察してきました。家族旅行の時

は、必ず森林が面白そうなハイキングコースを選

んでいました。家族の写真より森林の写真を多く

撮っていましたね。

高橋：研究のモチベーションもあがりますね。

田中：全体の中での自分の研究対象の位置づけも

わかります。

高橋：学生時代からブナの研究を始められたよう

ですが、思い入れがあったのでしょうか。

田中：ブナは日本、とくに東北の自然林の優占種

ですから、ブナに興味をもちました。また、ブナ

についてはすでにいろいろな方が研究されていま

したから、他の樹種に比べたら情報も格段に多く、

一層興味をもちました。

フィールド調査からスタートした温暖化影響研究

高橋：温暖化影響の研究はいつ、どんなきっかけ

から始められたのでしょうか。

田中：私は 1984年に森林総合研究所（以下、森林
総研）の前身である農林省林業試験場に就職しま

した。1987年から 1990年までは農林省の熱帯農
業研究センター（現国際農林水産研究センター）

に出向してインドネシアとフィリピンで、その後

1991年から 1993年までは JICA技術協力専門家と
してタイで熱帯造林の研究に携わりました。当時、

熱帯林の減少や熱帯荒廃地の対策として、森林再

生は国際的に大きな課題でした。1993年に環境省
地球環境総合推進費（以下、推進費）の温暖化影

響評価プロジェクトがスタートし、森林総研もサ

ブ課題の一つを担当していました。タイから帰国

した私は当時のリーダーに誘われ、初めて温暖化

影響研究に参加しました。

高橋：温暖化影響評価プロジェクトでは、将来、

気候が変化したら自然林の分布域がどう変わるか

をコンピュータで予測していますが、予測モデル

とは別のアプローチでも取り組まれていますか。

田中：プロジェクトがスタートした頃は、温暖化

の影響研究といっても何をテーマにするか模索か

ら始まりました。当時は人工林の生産力を高める

方法や、伐採後の天然林を自然再生させる方法な

どの研究が中心でした。プロジェクトでは、気候

条件とフィールド現象の関係を研究することにな

りました。雪の量の違いが雪田植物（積雪の多い

ところで生育する植物）の生育や季節変化にどう

影響するか、山地の樹木の生長量が斜面の向きで

どう違うかなどのフィールド研究が行われました。

現在は分布予測モデルを利用した樹木の生育地の

変化予測が研究の中心ですが、以前はフィールド

調査が主でした。

高橋：過去や現在の気象と植生との関係性を調べ

られたのですね。

田中：1993年から 2004年までは現場の気象と森林
生態系との関係を調べました。ブナの研究でモデ

ルを利用した影響予測は 2004年からです。モデル
による予測研究結果は社会的にインパクトがあり

ました。また、地図化してわかりやすく社会に伝

えるというニーズもありましたから、この方向に

研究はシフトしました。推進費のプロジェクトが

更新される際に、方向性の合わない研究テーマは

淘汰され、ニーズの高いテーマが追加されてきま

した。

若い研究者の取り組みと東アジアでの共同研究に

期待

高橋：温暖化影響評価研究を始めた頃、温暖化に

関連する研究成果は学会等でどの程度理解されて

いたのでしょうか。

田中：地球環境問題は 1990年後半から生態学会
でも話題になりましたが、研究発表は少なかった

です。森林学会、生態学会で気象とフェノロジー

（植物季節）の関係を研究するものはありました

が、将来の気候シナリオに基づいた予測の研究は

ほとんどありませんでした。なかなか生物、生態

学の研究者には気候シナリオは受け入れられてい

なかったようです。

高橋：将来の温度の上昇量、降水量について不確

実性があるからでしょうか。
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田中：そのとおりでしょう。不確実性があるなか

で予測してどんな意味があるのかと思われたよう

です。気候シナリオを利用した温暖化の森林への

影響予測研究は私たちのグループ以外にはなかっ

たので、これまでの研究活動を通して、日本の温

暖化の森林への影響研究の中心的役割を担ってき

ました。しかし最近は若い研究者や学生が取り組

みだしました。私も大学の指導教官から依頼され

た学生の研究指導を常時行っています。

高橋：若い人たちが田中さんの指導のもとでいろ

いろなことを学んで今後のキャリアに活かしてい

く一方で、彼らから田中さんが刺激を受けること

もありますか。

田中：学生たちは基礎的な専門知識はあるのです

が、研究を完結させるには不十分な点があります。

具体的な研究になると現場の知識が必要ですし、

解析の技術や論文を書く技能が必要です。また、

自分の研究の位置を総合的に評価する知識も必要

です。私が学生に不足する部分を指導することで、

学生自身が研究を大きく進展させてくれます。私

自身がこれまでやりたかったけれど手をつけられ

なかったテーマにも、学生の力で取り組めるよう

になりました。そういう中から学位を取る学生が

増えて、将来日本の研究を発展させてくれること

を期待しています。

高橋：国際共同研究や研究ネットワークなど、研

究を取り巻く状況は変化していますか。

田中：野生生物の分布予測モデルによる温暖化影

響予測研究は、欧米では 1995年以降にスタートし
て現在に至っています。日本でも内嶋善兵衛さん

（お茶の水女子大学名誉教授）や恒川篤史さん（鳥

取大学乾燥地研究センター長）が 1990年代前半に
先駆的な研究をされましたが、その後研究を発展

させる人がいませんでした。私たちは当時分布予

測モデルを知らなかったので、欧米の分布予測モ

デルの方法を学んで、植生図や植生調査に基づく

分布データを利用して、温暖化影響予測を行いま

した。その成果が 2004年以降に出せるようになり
ました。一方アジアを見ると、この分野の研究成

果がほとんどありません。ですから東アジアの研

究者とコンタクトを取って、東アジアにおける温

暖化影響予測の成果を出そうと現在努力していま

す。具体的には、国立台湾大学（台湾）、雲南大学（中

国）、国立生物資源研究所（韓国）などと共同研究

を開始しています。

高橋：社会的条件、自然条件に類似している部分

もありますから、結果の比較ができると研究が広

がり発展していきますね。

温暖化影響予測結果を保全策につなげる

高橋：田中さんが今まさに取り組んでおられる、

あるいは今後取り組みたいと考えている研究課題

のなかで、特に力点を置かれているのはどのよう

な研究でしょうか。

田中：これまでに、ブナ林、針葉樹類、ササ類、

常緑広葉樹類などについて分布予測モデルに基づ

く温暖化影響予測を行いました。これによって、

温暖化に対して脆弱な種と地域、また温暖化後も

生育域として維持される逃避地が特定できました。

この予測結果を保全策につなげていくことができ

ます。モデルによる生育域予測をいろいろな種で

行い、その結果を論文やマニュアルとして発行し

たいと考えています。また先ほどもお話しました

が、アジア地域で同様の研究を進めていくことが、

国際的にも温暖化の影響について認識が深まるこ

とにつながると思います。さらに植物に依存して

生活している動物との関係がまだまだ解明されて

いませんから、動物と植物を含めた温暖化影響予

測についても近い将来成果を出していかなければ

いけないと思っています。もうすでに準備は進め

ています。

高橋：面白い展開になってくるでしょうね。温暖

化の影響予測は主としてコンピュータを使ったモ

デルシミュレーションによって行われます。田中

さんの場合もブナをはじめとした自然林の各種樹

種の適域推定モデルを開発され予測に用いておら

れますが、その開発・改良にあたって大事にされ

ていること、気にかけていることはありますか。

また、モデル開発に当たっての、研究室での作業

とフィールドでの調査・観測等の比率はどの程度

ですか。

田中：広域の影響予測を行うので、全てのデータ

を自分一人でとることはできません。植物に関し

ては、植生図データや私たちが作成した「植物社

会学ルルベデータベース」（http://www.ffpri.affrc.
go.jp/labs/prdb/index.html）をシミュレーションに利

http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/prdb/index.html
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用します。モデルによる解析結果がフィールドで

矛盾がないかを確認するために、重要な現場に行っ

て確認作業を必ず行うようにしています。その確

認作業と同時に植生調査も実施して、植生データ

をさらに蓄積するようにしています。

高橋：「植物社会学ルルベデータベース」というの

はどのようなものでしょうか。

田中：植物社会学の一定の手法で現地調査された

植生調査区（ルルベ）の種組成データを収集して

データベース化したものです。温暖化影響評価を

進める上で必要なので、1993年から作り始めま
した。まず関東と甲信越

地域のブナ林について既

存文献の植生調査データ

を電子化する作業を行い

ました。次いで、全国の

あらゆる植生タイプの調

査結果の電子化を進め、

2007年頃に全国版が完成
しました。その後もデー

タの追加・修正作業を行っ

ています。

高橋：現場での調査では

なく、文献等既存のデー

タを利用したのですね。

そのデータベースは外部

の人たちが共同利用でき

るのでしょうか。

田中：プロジェクトの成果として得られたもので

すから温暖化影響研究への活用を優先し、利用申

請があれば共同研究ベースで提供しています。

白神山地のブナ林の価値を維持するために

高橋：2008年 5月に環境省の推進費 S-4「温暖化の
危険な水準および温室効果ガス安定化レベル検討の

ための温暖化影響の総合的評価に関する研究」の研

究成果を発表したところ、翌日の新聞で「白神のブ

ナ 2100年消滅も」という報道がされました。世界
遺産ということもあり、白神山地のブナ林は注目度

が高いと思います。最新の状況を少し教えて下さい。

田中：ブナ林の成立に適する適域の面積は、2081
～ 2100年で非常に気温が上がるシナリオですと現
在の 0％に減少してしまうというショッキングな

結果になりました。ブナ林の価値で世界遺産地域

に指定された白神山地であるのに、適域が遺産地

域から消失してしまうということです。今後重要

なことは、脆弱な地域でどのようなことが進行し

ているかをモニタリングにより明らかにして、保

全策を作っていくことです。白神山地以外にも、

日本では自然遺産として、知床、小笠原諸島、屋

久島が指定されています。いずれもきちんと保全

されているかどうかを定期的にユネスコに報告す

る義務があります。ユネスコと国際自然保護連

合（International Union for Conservation of Nature: 
IUCN）からは評価コメ
ントとアドバイスをいた

だいています。その中で、

どの世界遺産についても

必ず温暖化影響の評価と

適応が課題として挙げら

れています。日本国内で

は、利害関係者の調整を

して合意形成をする「連

絡協議会」と、連絡協議

会に科学的なアドバイス

をする「科学委員会」が

設置されています。私も

委員になっている白神山

地の科学委員会は 2010
年 7月に設置されたばか
りですが、まず実際にど

ういう変化が起こっているのかを知るため、気象

や生物のモニタリングについて検討しています。

委員会活動を通して、私も研究成果に基づいた提

案をしていますが、こんなことは 10年前には想像
できなかったことです。

若い研究者に：現場を見てほしい、研究成果を社

会に活かしてほしい

高橋：最後に自然生態系の保全にかかわる研究に

取り組んでいる若手研究者に対して、伝えたいこ

とは何でしょうか。

田中：コンピュータによる予測研究も大切ですが、

研究対象が生態系という現場ですから、是非現場

を見ていただきたいと思います。私は大学院生の

ときに森林に興味をもち研究を始めましたが、自
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分が現場について何も知らないことに気づき、山

に登り出しました。それで森林への理解も深まり

ました。現在、森林総研ではいろいろなデータを

解析して論文や報告書を書いていますが、現場の

経験があるから解析法の正しい選択や解析結果の

正しい解釈ができるのです。就職してからもいろ

いろな機会に世界各地の森林を観察してきました。

東南アジア（フィリピン、タイ、マレーシア、ミャ

ンマー、インドネシア）や南アジア（インド、ネパー

ル）、北オーストラリア、南米アマゾンなどの熱帯

林、ヨーロッパ、北米、ニュージーランド、極東

ロシア、南アフリカなどの温帯林などを訪れまし

た。この経験は、世界の中から日本の森林を理解

することに役立っています。また、文献からの知

識だけでなく、現場経験に基づく評価ができるよ

うになりました。

高橋：専門家・研究者と一緒に山に行くといろい

ろなお話しを聞くことができますし、研究者同士

で情報交換もできます。若い人にとってもいい経

験になるでしょうね。私も昨年ブナの調査に参加

させていただき、いい体験をしました。

田中：もうひとつ伝えたいのは、自然生態系の研

究のゴールは保全の達成です。研究ではデータの

解析を通して論文化することが不可欠ですが、論

文がどう最終ゴールにつながるかを意識すること

が重要と思います。もちろん、論文が多く出され

ることで科学的な根拠が増えるので、論文が重要

なことは言うまでもありませんが、さらに研究成

果を社会的に活かしていくことが、研究者にとっ

ても社会にとっても価値があります。私は、大学

院時代にお世話になった植物生態学の大学者であ

る故沼田真先生の次の言葉を座右の銘としていま

す。「学者は業績をアカデミズムの自己満足にとど

めず、社会の求めにつなぐように行動してほしい。」

＊このインタビューは 2011年 8月 29日に行われました。「温暖化研究のフロントライン　インタビュー」
は地球環境研究センターウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/interview/）にまとめて掲載して
います。

つくばサイエンスコラボ 2011

　つくばサイエンスコラボでは、科学を楽しみながら学ぶ「つくば科学フェスティバル」、地球環境を
遊びながら知る「つくば環境フェスティバル」、低炭素社会づくりに取り組む「つくば 3Eフォーラム
会議」の 3イベントの同時開催を行います。
　国立環境研究所は昨年まで、「つくば科学フェスティバル」へ参加しておりましたが、今回は「エネ
ルギーをつくる・ためる・つかう」をテーマとした上記 3イベントのコラボイベントに出展いたします。
　出展ブースでは、家電の買い替えによる節電とともに省エネ・CO2排出量削減効果を示した「節電
で減らせる！ CO2」や、自転車をこいで電化製品を動かす「自転車 DE発電」などを体験できます。み
なさまのお越しをお待ちしております。入場料は無料です。

◆テーマ：エネルギーをつくる・ためる・つかう
◆期　日：平成 23年 11月 12日（土）～ 13日（日）
◆場　所：つくばカピオ（つくば市竹園 1-10-1）

同時開催「つくば科学フェスティバル」つくばカピオアリーナ
「つくば環境フェスティバル」大清水公園多目的広場
「つくば 3Eフォーラム会議」つくばカピオホール

◆主　催：つくば市・つくば市教育委員会・つくば市・つくば環境フェスティバル実行委員会・筑協「3E
　　　　  フォーラム」委員会ほか
◆共　催：筑波研究学園都市交流協議会

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/interview/
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社会のための科学技術の実現に向けて（国際会議参加報告）  

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　主席研究員　　山形 与志樹

　持続可能な社会のための科学と技術に関する国

際会議 2011－グローバルな持続可能性の構築に向

けて：アジアからの視点－が、2011年 9月 14日

～ 16日の 3日間、国立京都国際会館において開

催された。これは、日本学術会議の地球圏－生物

圏国際協同研究計画（IGBP）分科会の委員長でも

ある名古屋大学地球水循環研究センター安成哲三

教授が組織委員長をつとめられ、日本学術会議が

主催した。私は地球環境研究センターに設置され

ている「グローバルカーボンプロジェクト（GCP）

つくば国際オフィス」が属する国際科学会議

（International Council for Science: ICSU）の地球シス

テム科学パートナーシップ（Earth System Science 

Partnership: ESSP）に関連する会議として参加させ

ていただいた。

　本会議開催の背景としては、現在の ICSUの地

球環境変動に関する分野横断型の研究プログラ

ムである ESSPをさらに発展させる形で、IGBP、

地球環境変化の人間的側面に関する国際研究計

画（IHDP）、生物多様性科学国際共同研究計画

（DIVERSITAS）に世界気候研究計画（WCRP） の

一部も加えた大連合が模索される中、国際的な研

究の新たな枠組みの検討に日本としても貢献をし

ようということで、アジアに焦点を当てた会議を

開催することとなったものである。特に、2010 年、

“Grand Challenge on Global Sustainability Research”

と題するグローバルな持続可能性の研究の重要性

を強調する提言が ICSUでまとめられ、そこでは破

壊的な全球的な環境変化を理解・予想し、それを

回避・対処する方法を開発し、全球的な持続性を

達成するための技術的、政策的および社会的応答

を促進することの重要性が指摘された。この提言

を受けて、これらの課題に関する検討を行い、ア

ジアにおける自然－人間系の持続可能なシステム

の構築をめざす方策を議論することが本会議の大

きな目的の一つである。

　また、来年 3 月にロンドンで予定されている

ICSU 主 催 の “Planet under Pressure” Open Science 

Conferenceへの橋渡し、 また来年 6 月の Rio+20（地

球環境サミット）という地球環境に関する国際政

治の転換点に向けて、今後 10 年間の地球環境変動

に関する研究を展望する “Grand Challenges” の検

討も急務となっている。

　このような中、アジアでは人口が世界の 60％に

達し、各種の環境問題が深刻化している一方で、

まだ多様な生態系に恵まれ、伝統的な生活様式や

農業を維持している。このアジアの視点に注目す

ることで、アジアの持続可能な自然－人間システ

ムの構築について考えることがテーマとして掲げ

られた。 

　特に主催者からは、アジアで進行する急激な経

済発展と巨大都市化、それに伴う大気・水汚染、

森林破壊、さらには将来の「地球温暖化」が大き

な負の要因として働きつつあるため、アジアにお

ける持続性社会の新たな構築を、アジアにおける

伝統的な「古い」持続性社会の遺産を生かしつつ、

同時に近代化の負の側面を克服して、いかに「新

しい」持続性社会を構築するかを考えることの重

要性が提言された。

　このような問題意識を踏まえて、本会議は、1）

アジアの環境問題－地域からの報告、2）水資源と

管理、3）土地利用・生態系サービス・生物多様性、4）

都市化と脆弱性、5）持続可能な地域と世界に向け

た国際的な取り組みの 5つのセッションで構成さ

れ、講演と議論がなされた。議論の詳細については、

後日にまとめられて、学術会議からの関連する国

際会議にインプットされる予定であるが、次ペー

ジに本会議の各セッションにおけるセッション名

と発表者を示す。

　個人的には、バーチャルウォーター（注 1）に関
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する研究の歴史と今後の課題を話された東京大学

の沖教授、人類の数万年の歴史を生物多様性と人

間との関わりの歴史としてまとめられた九州大学

の矢原教授、世界の都市の発展の経緯と今後の方

向性を交通システムの形態を軸として展望された

オックスフォード大学の Banister教授の講演が特に

印象に残った。そして、来年から国際応用システ

ム分析研究所（IIASA）の所長に就任が内定してい

るワーゲニンゲン大学の Kabat教授から、モンスー

ンが特にアジアの膨大な人口を支える水田農業に

とって不可欠な水を提供していること、一人当たり

GDPが増大する際の都市化のパターンが都市間の

相互作用として類型化され、各種の環境負荷との

関係が整理できることについて多くのことを学ぶ

ことができた。なお、プログラム全体の詳細と各

発表のアブストラクト（英文）が下記のホームペー

ジからダウンロード可能なので是非参照されたい。

http://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/jizoku2011/ja/index.html

　また、ICSUにおける検討と並行して、Belmont 

Forum という研究支援機関の組織がリードして、

今後の環境研究の方向性を検討しており、特に「沿

岸域の脆弱性」や「淡水の安全保障」がテーマと

して議論されていて、来年 1月には第 5 回 Belmont 

Forum が京都市の総合地球環境学研究所において

開催される予定である。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）農畜産物を輸入している国において、仮にそ

の輸入品を自国で生産するとしたらどの程度の水が

必要かを推定したもの。

＜基調講演＞　Deliang Chen

＜セッション1：アジアの環境問題－地域からの報告＞

　Yang Xiuqun
　Batjargal Zamba
　Amita Baviskar
　Bounthong Bouahom
　Budi I. Setiawan 
　Le Quoc Doanh 
　Joon Kim
　Liu Gin-Rong
　Arun Agrawal

＜セッション 2-1：喫緊の課題「水資源と管理」＞

　沖　大幹
　XIA Jun
　Falk Schmidt

＜セッション 2-2：喫緊の課題「土地利用・生態系

サービス・生物多様性」＞

　Edurado S. Brondizio
　矢原　徹一
　Li Xiubin

＜セッション 2-3：喫緊の課題「都市化と脆弱性」＞

　林　良嗣
　David Banister
　Zhou Jian
　竹内　邦良

＜セッション 3：持続可能な地域と世界に向けた国

際的な取り組み＞

　Sybil Seitzinger
　Pavel Kabat
　Anantha Kumar Duraiappah
　Hassan Virji
　中塚　武
　米本　昌平
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1. ７つのWGと 3つのサブWG、一つずつの勉強

会と検討作業部会で中長期目標達成のための対策・

施策に関する専門的・技術的観点から検討

　2009年 12月 28日から中長期ロードマップ検討

会が始まり、その際に全体的なことを議論する親

委員会と、各セクターの具体的な対策を検討する

ワーキンググループ（WG）が設置された。2010

年 4月 15日に、中央環境審議会地球環境部会の小

委員会として中長期ロードマップ小委員会が設置

されることが決定され、親委員会は産業界等の委

員を加えて本小委員会としてスタートし、WGは

拡充して全部で 7つのWG、3つのサブWG等で

構成されることになった。1）2050年までの大きな

方向性を議論するマクロフレームWG、2）各生産

セクターの動向を分析し具体的な対策を提案する

ものづくりWG、3）住宅・建築物WG、4）自動

車WG、5）エネルギー供給WG、6）それらを地

域の視点から都市計画・国土計画の観点も踏まえ

て分析を行う地域づくりWG、そして、7）もう一

方の重要なステークホルダーである生活者の行動

を分析し、ロードマップで得られた知見をどのよ

うに伝えたら行動に結びつくかを検討するコミュ

ニケーション・マーケティングWGという構成で

ある。

　国立環境研究所が中心となって行ったモデルシ

ミュレーションとの関係は、1）各WGで将来推計

に必要なデータの検証を行う、2）モデルシミュレー

ションは各WGのデータを用いて整合的な分析結

果を提示する、3）その結果を各WGの専門家が分

析しながら、具体的にどのような政策をとれば実

現する可能性が高まるのか、それぞれのWGのロー

ドマップを構築する、というものである。モデル

シミュレーションとWGの検討が相互に関連して

行われたことに特徴があろう。

　それぞれのWG（図 1）では次のようなことを検

討した。詳細については、「地球温暖化対策に係る

中長期ロードマップ」のホームページ（注 1）をご

覧頂きたい。

(1)マクロフレームWG

　2050年のわが国の姿を描くには、国際社会のグ

ローバル化はどのように進展するのか、日本はど

のような発展の方向性を志向するのか、何によっ

て経済成長を達成するのか等の「分岐点」がある。

マクロフレームWGでは、これらの分岐から帰結

する「想定しうる」社会として、5つの社会［も

のづくり統括拠点社会、メイドインジャパン社会、

サービスブランド社会、資源自立社会、分かち合

い社会］を描写した。

(2)ものづくりWG

　G8サミット等において表明されている「世界の

温室効果ガスの排出を 2050年までに少なくとも半

減する」ことを目指し、世界で低炭素社会を構築

していくことと、わが国の成長を両立させるため

には、わが国のものづくりはどうあるべきか。も

中長期ロードマップ中間整理（3）

７つのWGで場面ごとの対策を検討
－中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会の議論から－

社会環境システム研究センター 持続可能社会システム研究室　主任研究員　　藤野 純一
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のづくりWGでは、急成長するアジア諸国との競

争の激化、国内の高齢化や技術の担い手不足など、

日本のものづくりをとりまく内外の状況や、グロー

バルな炭素制約の動向等について現状分析を行い、

ものづくりの低炭素化を通じた持続可能な発展モ

デルを提案するとともに、そのために必要な具体

的な施策手法を整理した。

　世界トップレベルの技術力という強みをもちな

がら、開発力を製品普及へ結びつける戦略的アプ

ローチの不足という課題が指摘される中、低炭素

社会時代におけるわが国のものづくりにおいては、

グローバルな競争を勝ち抜くための人材の育成・

組織の改革など企業の環境経営マネジメント力を

高める取り組み、企業の環境配慮に向けた努力が

報われる仕組み、低炭素化に向けた投資や消費を

後押しする金融システム、消費者の意識を高めて

需要を創出する仕組み等が必要となる。これらの

取り組み・仕組みを通じ、国内市場の創出と海外

市場の獲得を実現し、かつ、世界の低炭素化へ貢

献し、わが国のプレゼンスを高めてゆく姿を「低

炭素型スマートものづくり立国」として提案した。

(3)住宅・建築物WG

　住宅・建築物分野は、これまで自主的な取り組

みが多いことから、省エネ住宅・建築物の普及率

は低く、1990年以降エネルギー消費量が大きく伸

びた分野である。どういった対策をどの程度まで

導入することを想定できるのか、当該対策の導入

を促進するための施策は何なのか。住宅・建築物

WGでは、まず、長期的な方向性として、2030年

において新築住宅・建築物でゼロエミッションと

すること、2050年において住宅・建築物のストッ

ク平均でゼロエミッションとすることを目指すべ

き将来像として設定し、これらの検討を行った。

(4)自動車WG

　自動車対策において中心的な役割を果たすハイ

ブリッド自動車や電気自動車、燃料電池車といった

低炭素な次世代自動車は、その普及がハイブリッド

自動車を中心に本格化してきているものの、国内の

自動車保有台数約 7500万台に占める次世代自動車

の割合は未だ 2％程度（約 130万台、2010年 10月

現在）であり、一層の普及を図る必要があるのが現

状である。これに加え、エコドライブ等の対策がど

こまで導入されることを想定できるのか、当該対策

の導入を促進するための施策は何なのか。自動車

WGでは、2050年には新車販売の大部分（約 90％）

が次世代自動車となり、大幅に普及するとともに、

エコドライブやカーシェアリングが浸透・拡大して

自動車利用の効率化が進むことを目指すべき将来

像としてまず設定し、これらの検討を行った。

(5)地域づくりWG

　日々の暮らしからの温

室効果ガスの排出抑制を

図るためには、自動車や

住宅・建築物といった単

体の効率改善に加えて、

自動車の走行量削減のた

めのコンパクトシティ化

の推進、および都市より

ミクロな地区・街区単位

でのエネルギー利用効率

化等の対策の強化が必要

である。こういった地域

単位での排出削減の取り

組みは、急速な高齢化へ

の対応、地域の状況に応図 1　7つの WG の結果が小委員会に報告された

座長藤井良弘
（上智大学）

座長村上周三
（建築研究所）

座長大聖泰弘
（早稲田大学）

【 技 術 】

【社会／経済】

【 人 】

エネルギー供給【温室効果ガス】 座長大塚直
（早稲田大学）

座長 安井 至
（製品評価技術基盤機構）

座長 枝廣淳子
（ジャパン・フォー・サステナビリティ）

座長屋井鉄雄
（東京工業大学）

（101名，49回）

中長期目標達成のための対策・施策に関する専門的・技術的観点からの検討

中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会

地球温暖化対策に係る中長期ロードマップに関するワーキングループ
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じた行政サービスの展開等、わが国のまちづくり

が抱える長期的な課題への対応と方向性を一つに

しているものである。 

　地域づくりWGでは、温暖化対策の実施を通じ

て持続可能で快適な魅力ある地域をどう実現して

いくのかについて、特に、地域全体の土地利用の

配置や交通の低炭素化および地域資源の活用に焦

点を当て、土地利用・交通サブWGおよび地区・

街区サブWGを、農林水産業の活性化を含めた農

山漁村地域における地域資源の活用に焦点を当て

て農山漁村サブWGを設置し、検討を行った。また、

交通を一体的に捉えた地域間交通の低炭素化も地

域づくりWGの検討対象としており、特に、物流

分野について検討を行った。

(6)エネルギー供給WG

　「新成長戦略」（平成 22年 6月閣議決定）等にお

いて決定された 2020年までに一次エネルギー供給

に占める再生可能エネルギーの割合を 10％にする

という目標を達成するため、太陽光発電装置等の

個々の再生可能エネルギー技術がどこまで導入さ

れることを想定できるのか、当該対策の導入を促進

するための施策は何なのか。それに加え、エネルギー

供給の低炭素化を総合的に進めるために必要な施

策にはどういうものがあるのか。エネルギー供給

WGでは、2020年、2030年そして 2050年に目指す

べきエネルギー供給の姿を設定し、①再生可能エ

ネルギーの普及基盤を確立するための支援、②再

生可能エネルギーの普及段階に応じた社会システ

ムの変革、③次世代のエネルギー供給インフラ整備

の推進、④化石エネルギー利用の低炭素化の実現、

安全の確保を大前提とした原子力発電の利用拡大、

という４つの柱立てに基づき検討を行った。今回は

①および②について重点的に検討を行った。

(7)コミュニケーション・マーケティングWG

　日々の暮らしに関わる家庭やオフィスにおいて

省エネ機器や低公害車の普及を進めるためには、

単に買い替えを呼びかけるのみではなく、人々の

意識を変え、行動変容を促していくことが必要と

なる。そのための障壁は何なのか、その障壁を取

り除くにはどのような方策が考えられるのか。コ

ミュニケーション・マーケティングWGでは、生

活者の実態をヒアリング等によりきめ細かく把握

し、低炭素商品のマーケティングという視点に立

ち、生活者のニーズに合わせた効果的な情報提供

のための戦略を検討した。

2. 「2013 年以降の対策・施策に関する検討小委員

会」が始まる

　2011年 3月 11日に東日本大震災が発生した。東

日本大震災で個人的に感じたことは、中長期ロー

ドマップなり、低炭素社会シナリオに、果たして

必然があったのだろうか、ということである。人々

の生活に寄り添う、地域の風土に根差した、次世

代のためになるものであっただろうか。

　2011年 8月 2日から「中長期ロードマップ小委

員会」の議論を引き継ぐ形で、「2013年以降の対策・

施策に関する検討小委員会」が始まった。中長期

を見据えた骨太の温暖化対策を念頭に置きながら、

2012年度で期限の切れる京都議定書第 1約束期間

以降の温暖化対策について、より具体的な対策・

施策を検討するものである。「中長期ロードマップ

小委員会」に参加した委員をベースに、今までの

委員の 2名がご事情で代わられ、新たに地方自治

体から 2名の委員が加わった。

　「2013年以降の対策・施策に関する検討小委員会」

では、今までやってきたことを真摯に見直し、少

しでも必然があるものになるよう尽力したい。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）中長期ロードマップ小委員会の中間整理や関

連資料は下記のウェブサイトからダウンロードでき

る。ご参照されたい。

http://www.challenge25.go.jp/roadmap/roadmap_detail.

html

＊中長期ロードマップ中間整理は地球環境研究センターウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/
roadmap/）にまとめて掲載しています。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/roadmap/
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温暖化影響評価のための海洋モニタリング

　　　　　　　　　　生物・生態系環境研究センター生物多様性評価・予測研究室　主任研究員　　山野 博哉

　海水温は、海洋生物の多様性や分布に影響を与

えている最も大きな要因で、地球温暖化にともな

う水温上昇は、海洋生物の分布の高緯度への移動

や拡大をもたらすと考えられます。こうした生物

の分布や多様性を長期にモニタリングすることに

より、生物の適応メカニズムを解明できるととも

に、人間社会がその変化に適応するための基礎デー

タを提供できると期待されます。

　日本近海では、過去 100年で冬季の水温が 1.1～

1.6度上昇している（図１）と同時に、日本は南北

に長いため、もともと熱帯・亜熱帯に起源を有す

るさまざまな生物の分布北限が各所で認められま

す。そのため、日本は水温上昇の影響を観測する

のに最適な地域といえます。われわれは、日本の

温帯域が分布北限にあたる造礁サンゴ（以下、サ

ンゴ）に着目し、サンゴとそれに共生する褐虫藻

のモニタリングを今年度より開始しました。サン

ゴは、熱帯や亜熱帯でサンゴ礁を形成して他の生

物の棲み場を提供するとともに、光合成による一

次生産を担う、生態系の基盤となる生物です。そ

のため、サンゴ分布が変化すると、それにともなっ

て他の生物の分布も変化します。水温上昇によっ

て熱帯・亜熱帯に生息するサンゴ種の温帯への分

布拡大や、温帯でのサンゴの現存量の増加が起こ

ることが考えられます。また、サンゴに共生する

褐虫藻は遺伝的にいくつかのタイプがあることが

知られており、サンゴの環境適応に深く関係して

いる可能性があります。サンゴと褐虫藻の変化を

モニタリングすることによって、地球温暖化の海

洋生態系影響を評価するための基盤となる情報を

提供することができます。

　われわれは、今年度から、国立環境研究所地球

環境研究センターの地球環境モニタリング事業の

一環として、サンゴと褐虫藻の変化のモニタリング

を開始しました。開始に先立ち、2009年度からさ

まざまな検討を進めてきました。南から北に緯度

勾配に沿った数海域でサンゴ分布を調査して温暖

化影響の指標種（南に分布する種）を選定し、そ

の上で、過去から現在までのサンゴ分布データを

収集して指標種を用いてサンゴ分布北上を実証し

ました（表紙写真）。観測海域（図１）はこれらの

成果に基づいて決定されました。また、観測海域

からサンゴを採取して褐虫藻を取り出し、褐虫藻

の遺伝子解析分析や培養技術を開発しました。継

続的なモニタリングを行うためには、こうした科学

的・技術的検討とともに、現地の方々の協力や他

のモニタリング事業等との連携が不可欠です。観

測海域の漁業協同組合や現地の行政・研究機関の

方々との情報交換や、環境省モニタリングサイト

1000事業などとの連携を行い、継続的なモニタリ

ング体制を構築してきました（表１）。これらにより、

長期モニタリングを行うための準備が整い、今年

度から順調なスタートを切ることができました。

図 1　日本周辺の過去 100 年間における冬季の水温上

昇（˚C）（気象庁資料）と、モニタリング海域（●は定

点サイト）
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　温帯のサンゴは、熱帯・亜熱帯のサンゴと比べ

て研究が進んでおらず、その分布、加入や成長と

いった群集の維持機構の解明を同時に進めていく

必要があります。また、本モニタリングはサンゴ

とそれに共生する褐虫藻を対象としていますが、

サンゴの変化にともなって変化すると考えられる

他の生物のモニタリングを同時に進める必要があ

ります。現在、気候モデル出力を用いた温暖化の

生物への影響予測が盛んに行われていますが、予

測やその検証を行う上で実際の観測データは不可

欠です。こうした研究を進めるにあたり、定点サ

イトは地球環境研究センターが実施している大気

モニタリングにおける波照間ステーションなどと

同様、多様な観測データの得られる貴重な共通プ

ラットフォームとして機能すると期待されます。

定点サイトとそこから得られるデータを活用し、

所内外の方々と協力して、温暖化影響の実態を着

実に把握していきたいと思います。

表 1　共同研究機関

　　　　　　熊本県天草  九州大学理学部附属天草臨海実験所

　　　　　　高知県竜串  黒潮生物研究所

　　　　　　和歌山県串本 串本海中公園センター

　　　　　　静岡県伊豆 　 NPO法人 OWS

　　　　　　千葉県館山  お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センター、NPO法人 OWS

最近の発表論文から

GOSAT プロダクト検証用可搬型ライダーの開発

内野修 , 酒井哲 , 永井智広 , 中里真久 , 森野勇 , 横田達也 , 松永恒雄 , 杉本伸夫 , 新井康平 , 奥村浩 
（2011） 日本リモートセンシング学会誌 , 31(4), 435-445

　温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）プロダクト検証のために可搬型ライダーを開発した。この可搬型
ライダーは、小型のミー散乱ライダーと差分吸収法ライダーから成り立っている。ミー散乱ライダーは、
2波長（1064nmと 532nm）のレーザーによりエアロゾルや薄い巻雲の高度分布や光学特性を観測する。差
分吸収法ライダーは、高圧のラマンセルを用いた 3波長（276.2nm, 287.2nm, 299.1nm）のレーザーにより
対流圏下層のオゾン分布を測定する。

A historical meta-analysis of global terrestrial net primary productivity: Are estimates converging?

（全球陸域純一次生産力に関する過去から現在までのメタ分析 ： 推定値は収束しているのか？）

伊藤昭彦 （2011） Global Change Biol., 17, 3161-3175, doi: 10.1111/j.1365-2486.2011.02450.x.

　純一次生産力（NPP）は生態系機能を示す重要な指標の一つであり、全陸域総量について多くの推定が
行われてきた。本研究では 1862年から 2011年までに出版された文献の調査を行い、そこで得られた 251
件の全陸域 NPP推定値についてメタ分析を実施した。その結果、これまでの推定結果を代表する指標の
ひとつである「中央値」として年間 56.4ギガトン（炭素）が得られた。しかし、年代ごとの変化に加えて
推定手法間による差も± 15％程度あり、観測やモデルを用いてグローバル炭素収支をより高い信頼度で解
明する必要性が示唆された。

＊地球環境研究センター職員および地球温暖化研究プログラムメンバーの最近の発表論文を紹介します。

地球環境研究センターのウェブサイト (http://www.cger.nies.go.jp/ja/about/
results/)には、この他の論文情報も掲載されています。

http://www.cger.nies.go.jp/ja/about/results/
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　私は 2009年 4月よ

り地球環境研究セン

ターの山形与志樹主

席研究員のもとで特

別研究員として研究

を行っています。出

身は愛媛県で、大学

院で博士課程を修了

した後、国立環境研

究所に来ました。

　幼い頃から、環境や共生という言葉に関心を抱

き、このまま人間の好き勝手にしていては地球が

もたないのではという危機感を抱いていました。

高校の頃からは、都市の構造自体を改変して環境

負荷を軽減する必要があると考え、大学では、都

市・地域計画にも関わる土木工学系の学科に進学

しました。修士課程では、全国の住宅地を歩き回っ

て写真を集め、膨大なデータを分析し、その成果

は図鑑としても出版しました（注 1）。それらのデー

タを活用して都市構造シナリオの評価モデルを構

築し、博士課程では、コンパクトシティ整備を通

じた交通環境負荷低減策について研究を行いまし

た。コンパクトシティとは、人口増加の時代に都

市の郊外部を開発し自動車に依存してきたような

住まい方を見直し、都心や駅周辺などの一定の地

域で徒歩や公共交通で暮らせるまちづくりを進め

ることで、交通環境負荷を低減することが期待さ

れている都市構造です。私の所属した研究室では

初の博士課程進学者であったため、先輩もおらず

戸惑いも多く苦労もありましたが、いい経験にな

りました。

　国立環境研究所に着任後は、大学で研究してき

た交通による環境負荷だけでなく、家庭部門、業

務部門、産業部門からの二酸化炭素排出量にも着

目し、全部門を統合した市区町村別の排出量をマッ

ピングしました。二酸化炭素排出量を考える際、

一般的にはエネルギー転換や製造、運輸などに伴

う二酸化炭素は、その排出場所で排出されると考

えます（直接排出量）。しかし、生産されたエネル

ギーや製造物などを、使用するユーザー側（企業

や家庭、交通利用者など）にそれぞれの消費量に

応じて割り付ける間接排出量という考え方も、排

出責任という意味では重要です。そこで、マッピ

ングを行う際には、この直接排出量と間接排出量

の両面から推計することを試み、現在、その推計

をさらに厳密に行う研究を進めています。

　このような現状分析だけではなく、将来への影

響も把握するため、環境省地球環境研究総合推進

費 S-5「地球温暖化に係る政策支援と普及啓発のた

めの気候変動シナリオに関する総合的研究」とい

うプロジェクトの中で、気候モデルの研究者と連携

し、人間活動によって生じる熱などを通じた、気候

への影響を調べる研究にも携わっています。また、

現在、注目が集まっている風水害に関しても、文

部科学省気候変動適応研究推進プログラムの課題

の中で、コンパクトシティを含む低炭素化社会と、

気候変動へ適応した社会との両方を同時に実現す

るためのシナリオの作成にも取り組んでいます。

　国立環境研究所には、地球環境問題に関わる幅

広い分野の研究者がいて、大学で専攻してきた分

野以外にさまざまな専門分野を学ぶことができま

す。勤務してすぐの頃は、都市構造の変革が「土

地利用」という言葉で置き換えられ、人間活動も

不確実性要素の一つと聞いて衝撃を受けたのを覚

えています。自分の視野の狭さに気づき、世界が

広がるとともに、広がりすぎて私には処理しきれ

ていない部分もありますが、少しずつでも学びな

がら研究を進めていきたいです。

　つくばに来て、まず、一つひとつの街区が大き

く、地図で見たときと実際のスケール感が違うこ

自己紹介：地球環境研究センターの特別研究員　

                 中道 久美子 （なかみち くみこ）
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とに驚きました。各研究所が敷地を広めに取って

いることも理由にあると思いますが、徒歩や自転

車で暮らしやすいまちではないなと感じました。

ジオラマで見るとエリア分けなどもきれいですが、

実際には、今までに見たことのない人工的で無機

質なまち、というのが正直な印象でした。一方で、

雑木林や公園、野菜直売所なども多く、「豊かさ」

について考え直すきっかけにもなりました。また、

初日から通勤時には外国人の方に話しかけられ、

職場に着いても両隣が外国人で、普通に英語が飛

び交っていることにも驚きました。私は日本語で

すら人前で話すのが苦手なくらいですが、上達で

きるよう頑張りたいです。実家も遠く、つくばに

は知り合いもいなかったため、最初は戸惑いまし

たが、同好会などを通じて友達もでき徐々に慣れ

てきました。プライベートでは、いろいろと大変

な時期もありましたが、そのぶん、周りの人の優

しさを感じることができました。まだまだ試行錯

誤の毎日ですが、大好きな愛媛県や社会に少しで

も貢献できるよう努力したいです。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）谷口守 , 松中亮治 , 中道久美子（2007）ありふ

れたまちかど図鑑 －住宅地から考えるコンパクト

なまちづくり－ . 技報堂出版 .

地球観測連携拠点 （温暖化分野） 平成 23 年度ワークショップ

「観測データが語る気候変動」 －長期観測データの取得 ・ 発掘 ・ 保存－

　地球温暖化の実態やその影響を把握し、適切な対策を実施するためには、長期間にわたる観測デー
タの蓄積と解析が不可欠です。今回のワークショップでは、気象や海洋、北極・南極、生態系の分野
における観測データの取得・発掘・保存に関する取り組み、及びそれらの観測データによって得られ
た異常気象や地球温暖化に関する最新の研究成果について講演します。ご関心のある方は、ホームペ
ージよりお申し込みのうえ、ご参加下さい。

◆日時：平成 23年 12月 2日（金）　13：00～ 17：00
◆場所：千代田放送会館ホール（東京都千代田区紀尾井町 1-1）
◆主催：地球温暖化観測推進事務局／環境省・気象庁
◆後援：内閣府、文部科学省、水産庁、海上保安庁、国立極地研究所、（独）水産総合研究センター、

国立環境研究所地球環境研究センター
◆プログラム :
　基調講演「長期観測データから見た日本の気候変動と異常気象」　　藤部 文昭（気象研究所）
　講演　①「日本周辺外洋域の動物プランクトン群衆の長期変動データから見た海洋生態系の気候変
　　　　　動応答過程」　　杉崎 宏哉（水産総合研究センター中央水産研究所）
　　　　②「海洋観測データのアーカイブと統合的利用による海洋変動の実態把握」　

　　　寄高 博行（海上保安庁）
　　　　③「南極・北極の長期観測データから見られる気候変動の実態」　　榎本 浩之（国立極地研究所）
　　　　④「地球大気変動の実態解明に貢献する長期再解析」　　原田 やよい（気象庁）
　 総合討論「長期観測の維持・継続と観測データの取得・発掘・保存」

◆参加申込：事前登録制です。下記ホームページよりお申し込み下さい。
　　　http://occco.nies.go.jp/111202ws/index.html
　　　　　  * 定員　200名　　定員になり次第登録を締切ります。
◆お問い合せ先：地球温暖化観測推進事務局／環境省・気象庁（OCCCO）
　　　Tel: 029-850-2980　　Fax:029-858-2645　e-mail:occco-ws11@nies.go.jp

http://occco.nies.go.jp/111202ws/index.html
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平成 23 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会

地球環境研究センターでは「平成23年度スーパーコンピュータ利用研究報告会」を下記のとおり開催いたします。

日時：平成 23年 11月 25日（金）13:00～ 17:10
場所：国立環境研究所 地球温暖化研究棟 交流会議室

【プログラム】

13:00～ 13:05 開会挨拶　　笹野 泰弘（国立環境研究所 地球環境研究センター長）
13:05～ 13:20 スーパーコンピュータ利用研究概要および運用状況　　（地球環境研究センター／環境情報部）
13:20～ 13:35 全球気候モデルMIROCの陸域過程の精緻化及びそれを用いた大気陸面相互作用の研究

課題代表者及び報告者：花崎 直太（国立環境研究所 地球環境研究センター）
13:35～ 13:50 長期気候変動予測と近未来気候変動予測に関わる不確実性の理解と制約

課題代表者及び報告者：塩竈 秀夫（国立環境研究所 地球環境研究センター）
13:50～ 14:05 広域大気汚染物質の発生源別寄与率解析と気候影響評価

課題代表者及び報告者：永島 達也（国立環境研究所 地域環境研究センター）
14:05～ 14:20 成層圏オゾン層の長期変動とその成層圏 -対流圏気候への影響に関する研究

課題代表者及び報告者：秋吉 英治（国立環境研究所 地球環境研究センター）
14:20～ 14:35 相互比較を通した大気場およびオゾン関連化学種の同化実験

課題代表者及び報告者：柴田 清孝（気象研究所 環境 ･応用気象研究部）
14:35～ 14:50 大気海洋間の気液界面を通しての運動量とスカラの輸送に及ぼす風波と降雨の影響

課題代表者：小森 悟（京都大学大学院 工学研究科）
報告者：黒瀬 良一（京都大学大学院 工学研究科）

14:50～ 15:10   Coffee Break
15:10～ 15:25 GOSATデータ処理運用システムの定常運用および維持改訂

課題代表者：渡辺 宏（国立環境研究所 地球環境研究センター）
報告者：渡辺 宏または幸 昭（国立環境研究所 地球環境研究センター）

15:25～ 15:40 大気輸送モデルとインバースモデルによる温室効果ガス収支量の推定とその高精度化
  に関する研究

課題代表者及び報告者：Shamil Maksyutov（国立環境研究所 地球環境研究センター）
15:40～ 15:55 CAI衛星解析とモデルシミュレーションの統合システムの構築

課題代表者：中島 映至（東京大学 大気海洋研究所）
報告者：五藤 大輔（東京大学 大気海洋研究所）

15:55～ 16:10 NICAMによる雲降水システムの研究
課題代表者：佐藤 正樹（東京大学 大気海洋研究所）
報告者：端野 典平（東京大学 大気海洋研究所）

16:10～ 16:25 非静力対流モデルを用いた湿潤大気構造の太陽定数依存性に関するパラメータ実験
課題代表者及び報告者：林 祥介（神戸大学大学院 理学研究科）

16:25～ 16:40 MIROC中解像度版および氷床力学モデルと炭素循環モデルを用いた古気候数値実験
  と温暖化予測

課題代表者：阿部 彩子（東京大学 大気海洋研究所）
報告者：吉森 正和（東京大学 大気海洋研究所）

16:40～ 17:05 総合討論
17:05～ 17:10 閉会挨拶　　向井 人史（国立環境研究所 地球環境研究センター副センター長）
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地球環境研究センター出版物等の紹介

　地球環境研究センターから発行されている出版物をご希望の方は、送付先、送付方法を記入し、
E-mail、FAX、または郵便にて【申込先】宛にご連絡下さい。送料は自己負担とさせていただきます。出
版物の PDF ファイルはウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/supporting/publications/report/
index.html）からダウンロードすることもできます。ご参考までに、2009 年以降に発行された出版物は下
記のとおりです。2008 年以前に発行されている出版物および送付方法等につきましては、上記ウェブサ
イトを参照してください。

【申込先】
　国立環境研究所 地球環境研究センター 交流推進係
　〒 305-8506 　茨城県つくば市小野川 16-2　　FAX: 029-858-2645　E-mail: www-cger@nies.go.jp

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

タ イ ト ルC G E R No.

I098-2011 CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.17
Atmospheric Motion and Air Quality in East Asia

I097-2011 CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.16
Idealized Numerical Experiments on the Space-time Structure of Cumulus

Convection Using a Large-domain Two-dimensional Cumulus-Resolving Model

( )I096-2010* Proceedings of the 8th Workshop on Greenhouse Gas Inventories in Asia WGIA8
Capacity building for measurability, reportability and verifiability
13-16 July 2010, Vientiane, Lao People's Democratic Republic

国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報 平成 年度I095-2010 21
NIES Supercomputer Annual Report 2009

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 年 月I094-2010 2010 4
I093-2010 National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN - April, 2010 -
I092-2010* CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.15

Algorithms for carbon flux estimation using GOSAT observational data
有害紫外線モニタリングネットワーク活動報告ⅡM021-2010
苫小牧フラックスリサーチサイトにおける森林生態系環境の総合的観測M020-2010

－モニタリングデータブック－

D041-2009 Carbon Sink Archives
An integrated system for storing, retrieving and analyzing 2-dimensional data related to
the problem of terrestrial carbon sink

( )I091-2009 Proceedings of the 7th Workshop on Greenhouse Gas Inventories in Asia WGIA7
Capacity building for measurability, reportability and verifiability
under the Kobe Initiative
7-10 July 2009, Seoul, Republic of Korea

国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報 平成 年度I090-2009 20
NIES Supercomputer Annual Report 2008

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 年 月I089-2009 2009 4
I088-2009* National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN - April, 2009 -

( )I087-2009 Proceedings of the 6th Workshop on Greenhouse Gas Inventories in Asia WGIA6
Capacity building support for developing countries on GHG inventories and data“

( )”collection measurability, reportability, and verifiability
as a part of the Kobe Initiative of the G8 Environment Ministers Meeting“ ”
16-18 July 2008, Tsukuba, Japan

（＊は在庫なし）
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所外活動（会議出席）等

2011. 9.12～ 16 　PIERS（Progress in Electromagnetics Research Symposium）2011にて技術発表（Bril高度
  　技能専門員 /中国）
             19～ 22 　SPIE（The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers）Remote Sensing 2011にて技術発表
  　（渡辺高度技能専門員 /チェコ）
             19～ 23 　The 18th Biennial ISEM（International Society for Ecological Modelling） Conferenceにて研
  　究発表（中山主任研究員 /中国）　　詳細は、本誌に掲載予定
             26 　Symposium on “A Revolution in Spectroscopy by the Optical Frequency Comb”（シンポジウ
  　ム「光コムによる分光学の革命」）にて研究発表（森野主任研究員 /つくば）
             27～ 29 　ICFM5（5th International Conference on Flood Management）にて研究発表（中山主任研
  　究員 /東京）

見学等

2011. 9.13 　信州大学（8名）
             20 　栃木県立足利高等学校 2年生（22名）
             22 　ひたちなか市二中学区地域の輪をつくる会 環境部会（13名）

地球環境研究センター (CGER) 活動報告 (2011 年 9 月 )
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