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DDPP 報告シンポジウム 2：低炭素社会をどう実現するか？

　　　　　　　　　　　国立環境研究所社会環境システム研究センター　フェロー／
　　　　　　　　　　地球環境戦略研究機関　研究顧問　　甲斐沼 美紀子

1. はじめに
　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、

2013 ～ 2014 年に公表した第五次評価報告書におい

て、世界平均気温の上昇を産業革命前と比較して

2℃未満に抑えるという 2℃目標の達成のためには、

2050 年の世界全体の温室効果ガス排出量を 2010 年

比 41 ～ 72％削減することが必要と示しています。

また、2015 年 11 ～ 12 月にパリで開催された気候

変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）では、「パ

リ協定」を採択し、発展途上国を含むすべての国

が協調して「世界の平均気温上昇を 2℃未満に抑え

る」という目標に向けて、人間活動による温室効

果ガス排出量を今世紀後半には実質的にゼロにし

ていく方針を打ち出しました。

　COP21 に先立って、各国は 2020 年以降の温暖化

対策の国別目標案を国連気候変動枠組条約事務局

に提出することが求められました。2015 年 11 月

29 日時点で、184 カ国（EU を含む）が約束草案（注

1）を提出し、184 カ国の 2012 年時点の排出量は世

界全体の 96％を占めています。日本政府は 2015 年

7 月 17 日に、日本の 2030 年の温室効果ガス排出量

を 2013 年比で 26％削減するという約束草案を、条

約事務局に提出しました（注 2）。しかしながら、

現時点での約束草案の取り組み（排出量）だけでは、

2100 年には 3℃以上の気温上昇が見込まれるので、

2℃目標達成のためには、さらなる温室効果ガスの

削減が必要とされています。

　国立環境研究所では、みずほ情報総研と連携し

て、大幅な炭素排出削減に向けた道筋プロジェク

ト（Deep Decarbonization Pathways Project: DDPP）

に参加し、我が国において 2050 年までに、1990 年

の温室効果ガス排出量と比較して 80％の排出削減

が見込まれる道筋を発表しました（注 3）。DDPP

には 16 カ国が参加しており、全体の統合評価報告

書も発表されています（注 4）。日本レポートでは

2014 年公表した日本シナリオに経済分析を追加し、

より詳しく解析しています。DDPP の詳細は、「地

球温暖化の事典」に書けなかったこと（地球環境

研究センターニュース 2015 年 11 月号）などを参

照して下さい（注 5、6）。

　DDPP では、気候安定化に向けた低炭素社会の

道筋を示しましたが、その具体的な実現方法につ

いては、まだまだ技術開発や実装手段の検討が必

要です。そこで、国立環境研究所は、東京工業大

学と共同で、2015 年 10 月 29 日に東京工業大学キャ

ンパス・イノベーションセンターにて、「DDPP 報

告シンポジウム 2：低炭素社会をどう実現するか？」

と題したセミナーを開催しました。このセミナー

では、温室効果ガス排出削減について、現場で取

り組まれている方々にも講演して頂き、会場の方

との意見交換を行いました。セミナーでの資料は

ウェブに掲載していますので、ご覧下さい（注 7）。

2. 大幅削減に向けた日本の道筋
　最初にみずほ情報総研の大城賢氏より、温室効

果ガス排出量の大幅削減に向けた日本の道筋につ

いての報告があり、DDPP の日本シナリオとして、

2050 年までに、温室効果ガスを 1990 年比で 80%

削減を可能とする 3 つのシナリオが検討されまし

た。1 つ目は現時点で想定できるすべての技術が利

用可能としたミックス・シナリオ、2 つ目は原子力

を使わないシナリオ、3 つ目は二酸化炭素（CO2）

回収・貯留技術（Carbon Capture and Storage: CCS）

の導入量をミックス・シナリオの半分に抑えたシ

ナリオです（注 8）。いずれのシナリオも 2050 年で

は、省エネでエネルギー需要量を半分にし、残り

の対策として炭素フリーのエネルギーを使用する

ことにより、1990 年比 80％の温室効果ガスの削減

が可能であるというものです。

　80％削減シナリオでは最終エネルギー消費はほぼ

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201511/300005.html
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半減しますが、電気ヒートポンプ給湯器や電気自動

車の普及を見込んでいるので、電力消費量は 2010

年とほぼ同じ水準に維持され、総エネルギー量に対

する電力のシェアは 50％近くまで拡大することと

なります。したがって、電気の低炭素化は不可欠で

す。また、電力供給においては、太陽光・風力発電

比率が 50％を超える水準となり、気象条件等に伴

う出力変動のコントロールが課題となります。

　温暖化対策の導入には追加投資が必要となりま

すが、その多くはエネルギー費用の削減により賄

うことが可能です。また、我が国は化石燃料のほ

とんどを輸入にたよっており、2010 年の輸入額は

約 18 兆円ですが、再生可能エネルギーの導入など

により、2050 年には 8.1 兆円程度までに削減でき

るので、低炭素社会の実現はエネルギー安全保障

にも貢献します（図 1）。

3. 低炭素に向けた具体的取り組み
　続いて、東京都環境局の木村真弘氏より、「東京

都排出量取引制度から見えた CO2 削減の可能性」

についての報告がありました。東京都は、2000 年

に比べてエネルギー消費量を 2020 年までに 20％、

2030 年までに 30％削減するという目標を掲げ、大

規模事業所への「総量削減義務」の実施、中小規

模事業所の省エネの促進、家庭の節電・省エネの

促進、自動車部門の CO2 削減、環境都市づくり制

度の導入・強化など、部門に応じたきめ細かい対

策を実施しています。これにより、CO2 排出量は

2013 年度までに基準年比 23％という大幅な削減が

達成されています。現在、さらなる削減のために、

テナント評価・公表制度、省エネカルテのフィー

ドバック、トップレベル事業の認定などが進めら

れており、海外からも高い評価を受けています。

　株式会社東芝の小林由典氏からは、「電気・電子

機器による CO2 削減貢献」と題した報告がありま

した。東芝グループでは、2050 年のあるべき姿と

して「地球と調和した人類の豊かな生活」を掲げ

て、「環境アクションプラン」を策定し、具体的な

環境活動項目と、その目標値を管理しています。

1993 年度に最初の環境アクションプランを策定し

て以降、活動項目やガバナンスの対象範囲を拡大

し、2013 年度から開始した第 5 次環境アクション

プランでは、4 つのグリーンの柱を中心に取り組み

を進めています。この 4 つの柱は環境調和型製品・

エコプロダクツの普及、エネルギー供給側の低炭

素化技術の普及、ものづくりでの環境対策・基盤

活動としての人材育成、環境意義の向上活動です。

それぞれの分野で対策が進められています。

　東京大学生産技術研究所の岩船由美子氏からは

「HEMS、BEMS（注 9）等を通じた取り組みと CO2

削減の可能性」と題した報告がありました。省エ

ネでの「見える化」と「機械制御」、再生可能エネ

ルギー導入量を増やすために調整力を確保する「デ

マンドリスポンス」といった HEMS・BEMS の役

割について説明がありました。BEMS はエネルギー

管理だけでもコストが回収できるので導入が進み

ますが、HEMS はエネルギー管理だけでは費用回

収が困難で、エネルギー以外の見守りなどの機能

充実が必要となってきます。2050 年は超高齢社会

となっているので、HEMS がエネルギー削減のほ

かに高齢者を見守るような総合的な管理ができる

ものになれば、さらに導入が進んで CO2 の削減に

も貢献可能といった道筋が考えられます。

　戸田建設株式会社の佐藤郁氏からは、「再エネ導

入に向けた取り組み」と題する報告がありました。

佐藤氏はもともと災害対策に取り組まれてきまし

た。近年、計画規模を上回る豪雨による被害が各

地で発生しており、土木技術者が造ってきたもの

が、あっという間に破壊されてしまうような気象

状況が増えています。こうした状況は、このまま

図 1　化石燃料輸入額の低減

　化石燃料輸入額：2010 年の 5割未満に低下

　再エネ拡大により、エネルギー自給率は 30% 以上に

図 化石燃料輸入額の低減

• 化石燃料輸入額：2010年の5割未満に低下。
• 再エネ拡大により、エネルギー自給率は30%以上に。
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では益々増え、計画規模を上回る洪水の発生リス

クはさらに高まると予想されます。佐藤氏は、や

はり気象状況の原因を元から絶たなければという

ことで風力発電に取り組まれています。また、再

エネの導入を進めることで、化石燃料の輸入を減

らすことができ、日本経済にも良い効果を与える

ことが期待されます。

4. 議論と今後の方向
　当日は、経済的影響、技術的問題、原子力発電

や石炭発電の見通しなどについて、フロアーから

数多くのご質問・ご意見を頂きました。対策には

コストがかかりますが、省エネによってコストが

回収できるものもあります。また再生可能エネル

ギーの導入によって化石燃料輸入額は大幅に減ら

すことができ、エネルギー安全保障に貢献します。

そのためには、再生可能エネルギーで安定的に電

気を供給するシステムの構築が重要となってきま

す。エネルギー安定供給（Energy Security）、経済

効率の向上（Economic Efficiency）、環境への適合

（Environment）＋安全性（Safety）といった 3E+S

を考慮して検討する必要があります。

　インフラを整備するには数十年単位の時間が必

要です。ビジネスの世界では、中期で 3 年という

単位、R&D の研究開発だと 10 年単位で考えられ

ています。2050 年の目標は、かなりトップダウン

的に決めていくことが必要です。高い目標に向け

て、次のビジネスにつながる技術を造りだすとい

う考えの下で努力していくことが重要です。2050

年とは遠い将来のことのように見えますが、今の

中学 3 年生が 50 歳となるのが 2050 年です。次世

代に、現在の環境を伝えていくために何ができる

かを引き続き検討していきます。

--------------------------------------------------------------------
（ 注 1） 締 約 国 か ら 提 出 さ れ た INDC（Intended 

Nationally Determined Contributions) と呼ばれる「各

国が自主的に決定する約束草案」で、ここでは「約

束草案」と略記する。各国の約束草案 : http://www4.

unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/

submissions.aspx

（注 2）日本の約束草案の分析：http://www-iam.nies.

go.jp/aim/publications/report/2015/miles_japan.pdf

（ 注 3）2015 年 DDPP 日 本 レ ポ ー ト：http://

deepdecarbonization.org/wp-content/uploads/2015/09/

DDPP_JPN.pdf。なお本研究は環境研究総合推進費

2-1402 の元で行っています。

（ 注 4）DDPP 統 合 評 価 報 告 書：http://

deepdecarbonization.org/reports-analyses/

（注 5）インタビュー「地球温暖化の事典」に書けなかっ

たこと、地球環境研究センターニュース 2015 年 11 月号

（注 6）芦名秀一・大城賢「低炭素社会は実現できるか？ 

2014 年 DDPP セミナー及び環境省環境研究総合推

進費 2-1402 報告会」地球環境研究センターニュー

ス 2014 年 12 月号

（ 注 7）2015 年 DDPP シ ン ポ ジ ウ ム・ プ ロ グ ラ ム：

http://www-iam.nies.go.jp/aim/event_meeting/2015_

ddpp/2015_ddpp_j.html

　2014 年 DDPP セミナー・プログラム：http://www-iam.

nies.go.jp/aim/event_meeting/2014_ddpp/2014_ddpp_j.html

（注 8）ミックス・シナリオでは、CCS 技術は 2025 年

から利用可能であるとし、年間の CO2 貯留量は、環

境省 2013 年以降の対策・施策に関する報告書（地

球温暖化対策の選択肢の原案について）より、 2050 

年に 200MtCO2/ 年まで増加すると想定されています。

　https://funtoshare.env.go.jp/roadmap/from2013.html

（ 注 9）HEMS は Home Energy Management System、

BEMS は Building Energy Management System の略で、

HEMS は住宅向け、MEMS は商用向けのエネルギー

の消費を監視 / 制御するシステムです。不安定な発

電出力特性を有する再生可能エネルギーを大量に導

入するためには，電力システムにおけるエネルギー

需給調整力を確保することが必要となってきます。
写真 1　パネルディスカッションで、フロアーからの

質問に答える筆者

http://www-iam.nies.go.jp/aim/publications/report/2015/miles_japan.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201511/300005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201412/289003.html
http://www-iam.nies.go.jp/aim/event_meeting/2015_ddpp/2015_ddpp_j.html
http://www-iam.nies.go.jp/aim/event_meeting/2014_ddpp/2014_ddpp_j.html
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インタビュー：「地球温暖化の事典」に書けなかったこと(第9回)

　　　　　　　　　　

   　 「地球温暖化の事典」担当した章
    　3.1　気象と気候
                                      　3.12 大気の組成

   　 次回「地球温暖化の事典」に書きたいこと
    　気候変動と大気汚染の相互作用

インタビュア ：広兼克憲 （地球環境研究センター　交流推進係）

気候変動と大気汚染の研究を活かしたい

永島達也さん（地域環境研究センター大気環境モデリング研究室　主任研究員）

　国立環境研究所地球環境研究センター編著の 「地

球温暖化の事典」 が平成 26 年 3 月に丸善出版から

発行されました。 その執筆者に、 発行後新たに加わっ

た知見や今後の展望について、 さらに、 自らの取り組

んでいる、 あるいは取り組もうとしている研究が今後ど

う活かされるのかなどを、地球環境研究センターニュー

ス編集局または地球温暖化研究プログラム ・ 地球環

境研究センターの研究者がインタビューします。

　第 9 回は、 永島達也さんに、 地球温暖化を理解す

るうえで最も基本となる大気物質や、 気象と気候につ

いてお聞きしました。

1. 大学での講義資料をもとに執筆
【広兼】永島さんは『地球温暖化の事典』のなかで、

地球温暖化の最も基本的な物理的部分である「3.1

気象と気候」、「3.12 大気の組成」を執筆されてい

ます。重鎮の大先生が書くような節とも考えられ

ましたが、プレッシャーはありませんでしたか。

【永島】『地球温暖化の事典』は、章ごとに責任者

と幹事がいて、私は「3 章 地球システム」の幹事

でした。3 章の責任者である野沢徹さん（現：岡山

大学教授）と、章の構成や内容を考え、項目をた

てて、誰に執筆依頼するかを話し合いました。ほ

かの章の担当者からもいろいろと話を聞き、気象

と気候など、自分たちで書けるものは担当し、水

圏など専門外のものは他の機関の人に執筆依頼す

ることにしました。「3.12 大気の組成」も実は別の

人に依頼したのですが断られまして、仕方なく私

が執筆しました。そういう訳で、よく受けたなと

いうより、自分で書かなければいけないという状

況にあったのです。

【広兼】責任ある立場にあったということですね。

執筆はどんなふうに進めましたか。

【永島】当時、千葉大学や東京工業大学で地球温暖

化関係の講義を少し行っていました。温暖化とい

う本題の前に、大気の組成について説明する必要

があったので、素材はありましたから、それをま

とめたということです。

【広兼】私は、若い研究者がどんどん外部で講演や

講義をするといいと思っています。永島さんは実

際に大学で講義をされ、それが『地球温暖化の事典』

に活かされたということですね。
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2. 長期的な変化と短期の変化を区別
【広兼】私は 24 年前環境庁（当時）の地球環境部

にいて、気候変動枠組条約、生物多様性条約がで

きあがる過程で、条約交渉の調整をしていまし

た。「生物多様性条約」の Biological Diversity の日

本語訳として、当初、日本政府は「生物学的多様

性」としていたものを「生物多様性」と改めまし

た。これは科学者（専門家）からの指摘によると

聞いております。「3.1 気象と気候」で、永島さんが、

気候変動（10 年より短い）と気候変化（長期）の

区別について記載されていますが、現実には、確

かに混同されているように思われます。条約名は

「気候変動（Climate Change）」になり、「気候変化」

ではありません。このことについて補足していた

だくことはありますか。

【永島】ここ 10 年くらい、全球の平均気温が上がっ

てない地球温暖化の停滞現象（ハイエイタス）が

みられています。人為起源による温暖化が止まっ

てきているのではないかとか、二酸化炭素（CO2）

濃度は上昇しているのに最近全球の平均気温は上

がってないのだから、CO2 温暖化説は嘘なのでは

ないかという、温暖化について懐疑的な見方をす

る人たちが、気候変動と気候変化を混同して、自

分の主張に都合のいいように使うという局面があ

りました。ちょっとした変化を局所的にとらえて、

長期的な変化と短期の変化をきちんとわけないで

議論するということで、短期的な変化で気温が下

がっているというところを取り出してきて、「ほら

やっぱり地球温暖化は嘘じゃないか」という人た

ちがいます。残念ながら、そういう考え方は、割

と一般の人にも受け入れられやすいのではないか

と思います。しかし、例え地球を温暖化させるよ

うな強制力が働き続けていたとしても、複雑な気

候システムの中では内部での自発的な変動によっ

て何年かは気温が上がってないように見えること

があるということを、きちんとわけて考える必要

があると思います。

【広兼】ちょっとした言葉の違いでも区別して話す

人とそうでない人がいて、いつのまにか解釈の違

いが生まれることもありますよね。

【永島】言葉の定義、区別について、最近 “エコ”

について考えることがあります。エコシステムな

どのエコです。テレビでもよく耳にしますが、み

なさんどう認識しているのでしょうか。エコがエ

コロジー（ecology）だとすると、そもそも生態学

という意味ですから、いわゆる環境とはちょっと

違います。しかし、「ゴミを捨てないようにしましょ

う」とか、「電気自動車に乗りましょう」などもエ

コに配慮した行動と考えられています。エコは、

いま定義自体が変わってきているのかもしれませ

ん。言葉とはだいたいそういうものかもしれませ

んが、もともとは学術用語だったのが、だんだん

応用範囲、適用範囲が広がってきています。ですが、

何でもかんでもこれはエコだっていうのは、ちょっ

と違和感があります。

3. 『雨ニモマケズ』から気候と気象の違いを説明
【広兼】「3.1 気象と気候」のなかで、気候と気象（や

天気、天候）の違いを説明するのに、宮沢賢治の『雨

ニモマケズ』から下記の引用があります。

有名な宮沢賢治の詩 “雨ニモマケズ” に「サムサノ
ナツハオロオロアルキ」という一節が出てくるが、
略…ここで彼が期待している通常の夏（＝寒くな
い夏）が、まさにその場所での夏の気候というこ
とができる。

これはいい話だなと思いました。宮沢賢治は『雨

ニモマケズ』以外にも地球温暖化にかかわる小説

を書いています。映画化もされた『グスコーブド

リの伝記』では、冷害に見舞われたイーハトーブ

の飢饉を回避するため、主人公のグスコーブドリ

が、山を人工的に爆発させて大量の炭酸ガスを放

出させ、その温室効果によってイーハトーブを暖

めることを提案します。永島さんは文学がお好き

ですか。

【永島】特に好きということではありません。『雨

ニモマケズ』の引用は、とっかかりやすいことを

書いてみようと思ったのです。偶然ですが、学生

のときの指導教官が最近使っている授業の資料を

見たら、数式が書かれている端のほうに宮沢賢治

からの引用がありました。『グスコーブドリの伝記』

には、確かに、空気中の炭酸ガスの量と気温の関

係とか、今の人が読んでもはっとするようなこと
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が書かれていますね。

4. 観測データや実験結果を活かした数値計算モデ
ルの研究

【広兼】大気の研究方法として、観測系と実験系、

そして数値計算系に分かれると認識していますが、

永島さんの得意分野は何でしょうか。

【永島】完全に数値計算です。ほとんど数値計算し

かやってきてないといっても過言ではないと思い

ます。

【広兼】それにしては微小粒子状物質（PM2.5）や越

境大気汚染など、幅の広い分野の研究をされてい

ますね。

【永島】どの分野でも、数値計算してその正当性を

確認するために必ず観測

データと比較したり、数

値計算のなかに新しい切

り口を入れるために実験

結果をもってきたりしま

す。数値計算だけ単体で

手掛けるのではありませ

んが、とはいえ私自身が

主体的に観測や実験をし

ているわけではなく、そ

れぞれを得意とする研究者と共同研究しています。

【広兼】それが非常にうまくいっているように見え

ます。数値計算しているだけと言われますが、永

島さんが発表されている論文やポスターでは観測

や実験にも詳しいのかなという印象があります。

【永島】ありがとうございます。以前、全球の気候

モデルを研究していたとき、気候の計算をするの

に観測値を使って比較、解析しました。地域環境

研究センター所属になってからは、さらにいろい

ろな観測データを利用し、解析することが増えた

と思います。

5. CO2の寿命は？
【広兼】「3.12 大気の組成」の多くの部分を割いて

書かれている化学物質の寿命ですが、肝心な CO2

の寿命については、長寿命であるという以外、明

記されていません。なぜ書かれていないのでしょ

うか。ズバリ何年というべきでしょうか。

【永島】執筆したときに特に意識していなかったの

と、そもそも大気の物質については、長寿命（CO2、

N2O、メタンなど）と短寿命（オゾン、エアロゾル、

NOx など）の物質を対象とする研究者がわかれて

いて、私は後者なので、CO2 の寿命は念頭になかっ

たのが理由です。ただ、CO2 の寿命について文献

等で調べてみたら、5 ～数百年と一概には言えない

ようです。基本的に大気中の物質の寿命は、どれ

だけ速く消費されるか、つまりどれだけ速く大気

中から無くなるかということで決まってくるので

すが、無くなるプロセスが大気の場所によって違

います。

【広兼】CO2 は海に溶けていますし、植物の光合成

により CO2 が固定されます。これは寿命と考えて

よいのでしょうか。大気

中で光化学反応や放射性

物質の崩壊も寿命といえ

るかもしれません。存在

形態にもよるのでよくわ

かっていないのではない

かと思いますが、たとえ

ばアイスコアで何十万年

前の空気を調べれば CO2

がどれだけ入っていたか

わかるというのは、こうした寿命とどういう関係

があるのでしょうか。

【永島】大気中から “無くなる” ところが一番重要

なのですが、植物に吸収されてしまうというのも、

海に溶け込むというのも寿命を規定する要素です。

それは地表面付近で起こることで、地球生物学的

なプロセスですが、CO2 が無くなるわけですから、

寿命としては短くなります。ところが、CO2 が大

気の上の方に運ばれると化学物質と化学変化を起

こしたり、光乖離したりすることがあまりないの

で、寿命はものすごく長くなります。だから、CO2

の寿命は一概には「何年」とはいえないのです。

また、氷のなかに閉じ込められると、周りの氷と

のやりとりはあるのかもしれませんが、あるとし

てもそれだけで、しかもその速度はそんなに速く

ないと思います。そうすると、あとは閉じ込めら

れた空気のなかで、化学変化もほとんど起こらな

いし、光ももちろんあまり届かないので、CO2 と
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してずっと残っているのです。しかし放射性の改

変はするので、CO2 のなかの炭素（C）の放射性物

質の同位体の割合は変わっていきます。

【広兼】なるほど、この話は初めて聞き、納得しま

した。

【永島】CO2 の寿命についても書けばよかったです

ね。

6. 地球規模からローカルな環境問題まで携わって
みて

【広兼】環境省の技術系の職員は地球規模の現象が

得意な人とローカルな環境問題が得意な人とはっ

きり分かれます。永島さんは専門外の分野もうま

くこなし、ローカルも地球規模も得意にされてい

るように見えますが、どちらの方が得意ですか。

【永島】私は大学院から国立環境研究所に入所し、

最初の数年間はずっと地球規模の研究を行ってい

ましたので、ローカルな環境問題については、後

で勉強しました。どちらが得意かと問われてもな

かなか難しいですが、今はむしろ地球規模のこと

が少し頭から抜けていって、ローカルな環境問題

の方に主な関心が向いているかもしれません。ど

ちらにしても自然科学的な基礎は基本的には同じ

だと思っています。地域環境研究センターに移っ

て PM やオゾンの研究を始めるときに、地球環境

研究センターと何が違うのかと考えました。今で

も答えが出ているわけではありませんが、違いの

一つは、地域環境研究センターは、環境問題とし

てどうやって解決するかというところにより力点

が置かれているということです。環境問題全体を

把握しようということももちろんありますが、把

握した後にどういう対策を打てばいいか、対策技

術は実際どういうものがあるかを研究している人

が多いです。もちろん地球規模の現象を解明する

地球環境研究センターの人も解決に向けた方策を

検討していますが、これまでのイメージとしては

そういう違いがあるような気がします。

【広兼】地球規模の環境問題としては CO2 による地

球温暖化が代表的な例ですが、それを解決するた

めには地球上のすべての人を動かさなければなり

ません。地域的な環境問題では汚染源が特定され

やすいですから、その原因をなんとかすれば解決

に結びつくことが多いですね。ところが CO2 の削

減は、発電所だけ全部を止めればなんとかなると

いうようなことではないし、全部というところに

も難しさがあります。

【永島】大気汚染にも不確実性はありますが、ここ

を止めればこれくらい悪影響が減るだろうという

見積もりが比較的しやすくて、見積もった後には、

対応を効果的に進めるにはどういう技術、どうい

う交渉が必要かということに進んでいきます。と

ころが、気候変動の場合、あるところの CO2 の排

出を止めたらどこに影響がどれだけ出るかという

ことは、不確実性が格段に大きくてほとんど分か

らない場合もあります。誰が加害者で誰が被害者

か、被害者は誰に対して損害賠償を請求すればい

いかという構造がなかなか成り立ちにくく、みん

なが加害者でみんなが被害者でということにもな

りえます。ですから、状況を把握しても、すぐに

具体的な対策に結び付かないのです。まず前段階

としてもう少し加害者と被害者を具体的に特定す

るにはどうすればいいか、加害者と被害者が曖昧

なままでも、どうやったら交渉が成立するか、と

いうことになってしまっているのかもしれません。

7. 気候変動と大気汚染の相互作用をまとめたい
【広兼】次回、『地球温暖化の事典』を執筆すると

二酸化炭素 （CO2）、及びメタン （CH4） とすす粒子 （BC）

の排出規制による将来の気温上昇量評価。 それぞれ単

独の排出規制 （赤、 青実線） に比べて、 両者を組み合

わせることで （緑実線）、 より早くから気温上昇を抑え、

最終的な昇温を小さくできる可能性を示している。 UNEP/

WMO 2011 を改変 （出典 ： 谷本浩志 「大気汚染と気候

変化の新たな関係 ： 地球温暖化のもうひとつの原因」 国

立環境研究所ニュース 2012 年度 31 巻 5 号）
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したら、書きたい内容はありますか。

【永島】気候変動と大気汚染の研究を進めてきたの

で、大気汚染が気候変動に与える影響とか、反対

に気候変動が大気汚染に与える影響をまとめたい

と思います。自然科学的にどういう相互作用があ

るかというのに興味がありますし、対策の共通性

なども私自身が担当するかどうかわかりませんが、

まとめると面白いと思います。

【広兼】全体を考えられる人は少ないので、是非、

お願いしたいですね。

＊このインタビューは 2015 年 11 月 18 日に行われ

ました。

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

気候変動の理解にむけて、アジアでの研究活動の一コマ
－AsiaFluxワークショップ 2015、
国際写真測量リモートセンシング学会　ワーキンググループ　VIII/3　
気象・大気・気候分野合同会議参加報告－

　　　　　　　　　　地球環境研究センター陸域モニタリング推進室　高度技能専門員　　田中 佐和子
　　　　　　　　　　地球環境研究センター陸域モニタリング推進室　主任研究員　　高 橋  善 幸

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　副センター長　　三 枝  信 子

　2015 年 11 月 22 日 か ら 29 日 に か け て、 イ ン

ド の 熱 帯 気 象 研 究 所（Indian Institute of Tropical 

Meteorology: IITM）において「AsiaFlux ワークショッ

プ 2015、国際写真測量リモートセンシング学会　

ワーキンググループ　VIII/3　気象　大気、気候分

野合同会議」が開催された。AsiaFlux はアジア地

域における陸域生態系の二酸化炭素、水蒸気、エ

ネルギーなどの物質収支に関する研究者のコミュ

ニティで、定期的にワークショップが行われてい

る。今回初めてインドで開催された。最近では、

AsiaFlux に登録されるインドの観測サイト数も増

え、これから観測を開始するグループも多く、イ

ンドでのフラックス観測に関連する研究分野の活

動は年々盛んになってきている。国立環境研究所

地球環境研究センターは、1999 年の活動開始当初

から AsiaFlux の事務局として、研究集会、若手育

成を目的としたトレーニングコース等の開催支援

やウェブサイト・データベースの管理を行ってお

り、今回もインドの現地運営委員会と共同でワー

クショップの企画と運営を行った。参加者は、ア

ジアを中心に計 12 カ国から約 150 名、国立環境研

究所からは 6 名が参加した。今回のワークショッ

プでは、南・東南アジアなど熱帯における観測結

果と地上観測と衛星データを結び付けた解析結果

の発表が多く行われた。なお、会議開催前には、3

日間にわたり、観測技術の向上を目的としたトレー

ニングコースが行われ、約 60 名が参加した。この

トレーニングコースはフラックス観測の分野にお

ける代表的な観測機器メーカーの一つである LI-

COR 社の支援により開催された。ワークショップ

期間中の企業展示には 7 社が参加し、各社の最新

の製品の特徴をアピールしていた。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/jiten/
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1. 1日目：プレナリー、熱帯の気候・炭素循環、リモー
トセンシング
　まず、IITM 所長 Rajeevan 氏（IITM、インド）、

AsiaFlux 委員長宮田氏（農業環境技術研究所、日本）

とワークショップ実行委員長 Chakraborty 氏（IITM、

インド）から開会挨拶と趣旨説明があり、気候変

動の影響が懸念される熱帯アジア地域で、対策に

向けた観測と研究の重要性が強調された。続けて

3 件の基調講演が行われた。最初に、フラックス

研究の先駆者の一人である Verma 氏（ネブラスカ

大学、アメリカ）が、ここ 40 年の微気象学の発

展の過程、異なる土地被覆における観測結果の考

察を述べ、今後の課題として多様な分野が協力し

て研究を行うことの重要性を示した。Dadhwal 氏

（インド宇宙研究機関、インド）は、インド国内の

複数地点に設置された観測タワーにおけるフラッ

クス観測の結果や、衛星リモートセンシングデー

タを利用した炭素収支量の推定結果を紹介した。

Mondal 氏（コロンビア大学、アメリカ）からは、

インドで多くの人の生活の糧である農業を中心と

した生活の気候変動に対する脆弱性についてリ

モートセンシングをベースにした解析結果が紹介

された。次に熱帯の気候・炭素循環についてのセッ

ションが行われた。Liang（国立環境研究所、日本）

は、マレーシア・パソ研究林での土壌呼吸の観測

結果から、土壌水分量が森林の炭素量を左右する

鍵であることを述べた。その他に、マレーシアの

熱帯雨林でのフラックス観測結果、インドネシア

の泥炭地では火災後に、二酸化炭素の吸収源から

放出源へと変化したことの報告などが紹介された。

ディスカッションでは重要な生態系において各サ

イトにおける観測研究を推進することに加え、デー

タ共有に基づく統合解析の推進が大切であること

が強調された。リモートセンシングのセッション

では、地上でのフラックス観測の結果に基づく生

態系の炭素量推定、渦相関法のデータと生態系モ

デルを利用して広域化した結果と衛星データとの

比較研究など、インドの研究者らを中心に衛星デ

―タを利用した研究が数多く紹介された。

2. 2日目：土壌―植物―大気プロセス、モンスーン、
農業の持続可能性
　はじめに、土壌―植物―大気プロセスについて

のセッションが行われた。Grace 氏（エディンバラ

大学、イギリス）は、物質循環・気候変動関連の

研究を紹介し、実験・長期観測の積み重ねの重要

性を強調した。このセッションでは、国立環境研

究所の寺本が九州で観測した土壌呼吸が温暖化に

よりどう影響を受けるかについての実験結果につ

いて、平田が熱帯の生態系モデルにおける土壌サ

ブモデルの改良について紹介した。これらの他に

写真 2　ワークショップ参加者全体集合写真

写真 1　トレーニングコースの最終日、AsiaFlux や観

測の意義についての講義風景
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は、インドネシア、チベットにおける土壌からの

温室効果ガス観測結果、インドとベトナムのマン

グローブ林におけるメタンフラックス観測の比較

研究結果などが発表された。モンスーンに関する

セッションでは、Paw U 氏（カルフォルニア大学、

アメリカ）により、渦相関法による最新のフラッ

クス観測やモデルの限界と課題について基調講演

を行った。農業の持続可能性に関するセッション

では、Kim 氏（ソウル大学、韓国）が米の生産量

を増やすことで飢餓を減らし、かつ、水田からの

温室効果ガスの発生を抑えることを考慮したシス

テムの可能性をフラックスなどの指標を使い考察

した結果を発表した。

　ポスターセッションは 1 日目と 2 日目に開催さ

れ、インドからの参加者、若手参加者によるもの

が多かった。2 日目のセッション終了後、フラック

ス観測、モデル、フラックスにかかわる農業分野、

大気汚染分野でそれぞれシニアの研究者をゲスト

に招いた若手会があり、活発な質疑応答が行われ

た。国を越えて、また世代を越えてつながりを作

るよい機会となった。

3. 3日目：大気化学、モデル、統合解析
　大気化学のセッションでは、Hewitt 氏（ランカ

スター大学、イギリス）が、マレーシアで森林か

ら油やしプランテーションに土地利用が変化した

ことで、プランテーション上空の大気で揮発性有

機化合物（VOC）が増加していることを示した。

モデルの予測結果から、仮に大気中の窒素酸化物

（NOx）が北米・ヨーロッパの都市レベルの濃度に

達すると、結果的に地上のオゾン濃度が人体に影

響を与えるレベルになると警告した。二酸化炭素

やメタンの観測とモデルのセッションでは、Sitch

氏（エクセター大学、イギリス）が、アジアで大

気の組成変化が生態系や物質循環に与える影響に

ついて、モデルの解析結果をもとに基調講演を行っ

た。アジア地域の温室効果ガス統合解析のセッショ

ンで、佐伯氏（海洋研究開発機構、日本）が基調

講演として、トップダウンアプローチ（注 1）を利

用して得たアジアの炭素量の推定結果を紹介した。

その他に、人工衛星に搭載されている MODIS（注

2）の植生指標を利用して東アジアの光合成総生産

量の推定結果、インバースモデルを利用したアジ

ア地域のメタン推定結果などが紹介された。

4. おわりに
　今回は、初のインドでのワークショップで、南

アジアを含めたアジア全体での炭素量推定の解析

　今回のワークショップの会場は IITM であった。IITM は、インドの天気予報を提供しており、研究所の正門
には本日の大気質や温度などが表示されていたり（写真 1）、施設内の数か所に
気象観測機器が設置されていたりした。
　最近インドの経済成長率は中国を抜きアジアでトップになったと報道され、

AsiaFlux 関係の研究活動に関わるインドの関係
者、観測サイト数も増加している。IITM の会
議場はきれいに整備されていたが、一歩外に出
ると車、バイク、リキシャ、自転車、人が忙し
く行きかい、空気が汚かったので、地球観測や
研究活動を盛んにしていくことで、経済成長と
ともに環境管理が共存していってほしいと感じ
た。

（田中 佐和子）

インド熱帯気象研究所 （IITM） とインドの町

写真 1　IITM の正門。本日の

大気質が表示されている。

写真 2　車、バイク、リキシャ

が行き交うインドの道路
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結果や、インドと周辺地域での研究結果が数多く

紹介された。南アジアは国際的にみても観測デー

タの集積が進んでいない地域であるが、今回の会

議をきっかけに、今後の国際共同研究の発展やデー

タ共有の加速につながることを願う。インド国内

で国際会議を開催するために 2 年前から準備を始

める必要があったり、ビザの手続きがあったりな

ど今までと比較すると大変なことが多かった。し

かし、アジアにおいて経済成長の著しいインドの

研究機関・研究者と強いつながりをつくることの

できた今回の会議は、AsiaFlux のネットワーク強

化としては大きな前進であった。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）トップダウンアプローチ https://www.nies.go.jp/

kanko/news/33/33-1/33-1-04.html

（注 2）MODIS（Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer:

中分解能撮像分光放射計）

　 http://modis.gsfc.nasa.gov/

■□■□■　関 連 記 事 　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□これまでの AsiaFlux Workshop （2008 年度以降） に関する記事は以下からご覧いただけます。

○三枝信子・小川安紀子「AsiaFlux － 10 年の軌跡とこれからの道筋－」2009 年 2 月号
○小川安紀子「AsiaFlux 2009 報告　フラックス研究を通じて多様なスケールにおける生態系の知識の統

合を」2010 年 1 月号
○田中佐和子・高橋善幸「AsiaFlux Workshop2011 報告」2012 年 1 月号
○田中佐和子・高橋善幸・三枝信子「科学を社会へ伝える－第 11 回 AsiaFlux、第 3 回 HESSS、第 14 回

KSAFM 合同会議参加報告－」2013 年 10 月号
○田中佐和子・高橋善幸・三枝信子「温室効果ガスの観測を気候変動対策につなぐアジアの取り組み―国

際稲研究所での第 12 回 AsiaFlux ワークショップ参加報告―」2014 年 10 月号

http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol19/vol19-11.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol20/vol20-10.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201201/254002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201410/287001.html
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1. 健康被害を未然に防ぐ
　「光化学スモッグ注意報発令！」こんな校内放送

が流れ、楽しく遊んでいた校庭から教室に退避し

た覚えはありませんか？　1970 年代から 80 年代に

かけては夏季の暑い日にしばしば発令されていま

した。大気汚染が改善された現在でも地域によっ

ては、年に数回ほど、発令されています（平成 26

年の光化学オキシダント注意報等の発令延日数は

15 都府県で 83 日［環境省、2015］）。

　ところで「光化学スモッグ」って何でしょう？

　工場や自動車などから排出される排気ガスに含

まれる窒素酸化物や炭化水素などの揮発性有機化

合物が、太陽からの紫外線により大気中で光化学

反応をおこして生成される化学成分により、周囲

の見通しが低下した状態を言います（スモッグは

Smoke［煙］と fog［霧］の合成語です）。大気中

の光化学オキシダントの濃度が高まると、目がチ

カチカする、涙が出る、のどが痛い、頭痛がする

などの症状が出る場合があります。このため、全

国自治体では光化学オキシダント高濃度が懸念さ

れる場合に、光化学スモッグ予報や注意報などを

発令し、健康被害の未然防止を図っているのです。

　光化学オキシダントは複数の有害化学成分の混

合物ですが、そのほとんどはオゾンという酸素原

子 3 つから構成される物質です（我々が呼吸で吸っ

ている酸素は酸素原子 2 つから構成される物質で

すから、2 つ［呼吸に不可欠］と 3 つ［有害］とで

は大違いです）。大気中の光化学オキシダント（オ

ゾン）濃度は大気汚染防止法という法律に基づき

全国の自治体で 1 時間ごとに測定され、その結果

をもとに注意喚起が行われています。しかし、こ

れを全国統一的に精度高く行うということは、思

うほど簡単なことではありません。まずは、オゾ

ン濃度を正確に測定する方法を見てみることにし

ましょう。

2. オゾン濃度を正確に測る
　一般的にある物の濃度を測定しようとするとき

には、まず基準となる濃度を持つ物質（標準物質）

を準備し、標準物質をもとにして測定します（図

1 を参照）。ところが、オゾンは化学的にとても不

安定な物質であるため、一旦標準物質を作っても

短い時間のうちにその濃度が変化してしまうので、

上記の方法を使うことができません。また、同じ

理由から、濃度を測りたい地点で大気の試料を採

取し、実験室に持ち帰って測定することも不可能

です（この場合は、採取した大気試料中のオゾン

濃度が採取時点から実験室まで試料を運んでいる

間に変化してしまうことになります）。では、どう

すれば測ることができるのか？　オゾン濃度を測

地球環境研究センター炭素循環研究室　主任研究員　　藍川 昌秀

図 1　標準物質を用いて濃度を測定する方法

①濃度が異なるいくつかの標準物質を準備する。

②標準物質を測定し、その応答（測定結果）を調べる。

③標準物質の濃度と応答の関係式を求める。

④濃度を知りたいものを測定し、その応答を調べる。

⑤④の応答と③の関係式から測定したものの濃度が

わかる。
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る場合には、標準物質を作るのですが、その標準

物質を作った際に、その情報を計測機器に覚えさ

せ（記録し）、その計測機器の情報をもとにして、

測定するという方法をとります。

　さらに、オゾンの場合には、計測機器に覚えさ

せる標準物質の濃度自体をどのように正確に決め

るかということが課題となります。標準となるオ

ゾン濃度を決める方法は大きくは、①中性りん酸

塩 1％よう化カリウム溶液法、②気相滴定法、③紫

外線吸収法、の 3 つの方法があります。どの方法

を用いるかは、日本工業規格（JIS）で決められて

いますし、自治体が行う大気環境のモニタリング

においては、環境大気常時監視マニュアルによっ

て決められています。JIS においては 2006 年まで、

環境大気常時監視マニュアルにおいては 2010 年ま

で、中性りん酸塩 1％よう化カリウム溶液法を用い

ることとされてきました。これは、発生させたオ

ゾンを中性りん酸塩 1％よう化カリウム溶液に吸収

させ、手分析により濃度を測定するため、測定器

具や測定条件の違いによる再現性の悪さに由来す

る誤差（バラツキ）が大きい方法でした。オゾン

濃度の決定（値付け）は自治体ごとに行われてい

るため、値付けを行う際の自治体間の差が、実際

の大気環境中オゾン濃度の差に反映されてしまう

ことになります。これでは最初に述べた光化学ス

モッグ注意報等を発令するときに、値付けの際の

バラツキにより、注意報等の発令を判断する大気

中オゾン濃度に、自治体間の差が生じてしまう可

能性がありました。

3. バラツキの少ない基準の設定
　現在は、紫外線吸収法という方法により、オゾ

ン濃度を決定（値付け）しています。この方法は、

オゾンが紫外線領域に強い吸収帯をもつという物

理的性質に基づいています。オゾンを封入した容

器に紫外線をあてると、その容器を通過して出て

くる紫外線は最初（容器に入る前）よりも弱くなっ

て出てきます（図 2 を参照）。これは紫外線がオゾ

ンによって吸収されたことを意味します。この吸

収される強さ（割合）は容器の中に封入したオゾ

ンの量に依存します。つまり、容器に入る前とオ

ゾンに吸収された後の容器から出てきた紫外線量

を測定すれば容器の中にあるオゾンの量（濃度）

を求めることができることになります。この方法

は先に述べたよう化カリウム溶液法と比べ、測定

精度が高く、また長期間にわたって変動が少ない

方法であることから、バラツキが少なく、長い期

間にわたって観測を行う際の基準としてより適し

ています。

　実際の測定では、オゾンが存在するセル（容器）

に紫外線を照射し、入射前（オゾンによる紫外線

吸収前）と入射後（オゾンによる紫外線吸収後）

の紫外線の強度比を測定し、オゾン濃度を算出す

ることになりますが、この原理では、オゾン 1 分

子が紫外線を吸収する面積（吸収断面積という）

を別途、決定しておくことが必要となります。現

在は、波長 253.65nm（1nm は 1m の 10 億分の 1）

の紫外線に対して、1.1476 × 10-21m2/ モル（6.022

× 1023 個のオゾンが集まると 1.1476 × 10-21m2 の

吸収断面積をもつ）と実験に基づいて決められた

値を用いています。

4. 測定体制の整備・運用と今後
　環境大気中のオゾン濃度を全国統一的に、自治

体ごとによる差などを少なく、長期的に安定して

測定し続けるためには、3．に述べたような、精度

が高い測定原理の手法を採用することに加え、校

正・測定体制を体系的に整備し、安定的かつ継続

的に運用することが求められます。大気汚染防止

法に基づく大気汚染常時監視に関する校正体制に

ついては、2010 年度にトレーサビリティ体制が整

備され、その体制に基づく安定的な運用が行われ

ています（トレーサビリティ体制とその安定的運

用については、藍川昌秀・向井人史・橋本茂・谷

本浩志「オゾン（光化学オキシダント）による大

気汚染はどのように正確に測られているか？ ～

『オキシダント二次標準測定器設置自治体運営連

図 2　オゾンによる紫外線の吸収（筒の中で、オゾン

が紫外線を吸収している）

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201403/280002.html
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絡会議』報告～」地球環境研究センターニュース

2014 年 3 月号を参照）。

　一方、基準となるオゾン濃度の決定については、

現在も物理的・化学的に、より正確な値の決定に

向けて、研究・実験が続けられています。紫外線

吸収法によるオゾン濃度の測定では、3．で述べた

ようにオゾンの吸収断面積が決められていますが、

正しい値とのずれがより少ない測定法（気相滴定

法）との比較実験・検証が行われ、オゾンの “真の”

吸収断面積は、実際にはもっと小さいのではない

かと議論されており、今後、現在の値（1.1476 ×

10-21m2/ モル）が 2％ほど小さな値に見直される可

能性があります（注 1）。この見直しが行われると、

現在の値で測定されている環境大気中のオゾン濃

度は今の測定値よりも 2％ほど大きな値を示すこと

になり、紫外線吸収法により測定された測定結果

にも影響を及ぼすことになります。

5. より確かで、高い精度の観測を目指して
　環境大気中のオゾン濃度の測定方法は今後永久

に不変なものではなく、より確かで、精度の高い

測定を目指して、実験・研究が現在も進められて

います。また、より真に近い値を測定するための

科学研究・技術開発と並行して、健康被害を未然

に防ぐという社会的な観点からは、精度の保証と

管理がなされた測定を、長期間にわたって組織的・

継続的に制度として運用していくことが求められ

ます。今後も自然科学的側面と社会制度的側面の

両輪に支えられて、大気中の有害成分（光化学オ

キシダント［オゾン］）のより正確な測定へ向けて

の挑戦は続きます。

--------------------------------------------------------------------
（注1） Viallon et al. (2015) Accurate measurements of ozone 

absorption cross-sections in the Hartley band. Atmos. 

Meas. Tech., 8, 1245-1257, doi:10.5194/atm-8-1245-2015.

＊長期観測を支える主人公－測器と観測法の紹介－はウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/
monitoring/）にまとめて掲載しています。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201403/280002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/monitoring/
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　北海道東部の陸別町立陸別中学校の物理室にあ

る一枚の写真。これは 1989 年 10 月 21 日 20 時 50

分に陸別町上
かみりくべつ

陸別で観測された低緯度オーロラの

撮影に成功したものであり、国内で初めて撮影さ

れたオーロラのカラー写真です。これと同じもの

は陸別町役場ロビーにも飾られており、撮影者は

役場の職員の方です。

　オーロラは南極域や北極域で頻繁に観測される

ことが知られており、南極観測隊にもオーロラの

研究者がいます。人口 2,500 人の陸別町民の中で南

極観測隊経験者が 2 人もいるとのことです。南極

で地中深くの氷床コアを採取し、過去の気候や温

室効果ガス濃度を調べるプロジェクトが日本の南

極観測ポイントである「ドームふじ」で行われて

いますが、氷床コアを採取するための予備試験は、

この陸別町で冬に大きな天然氷をつくって行われ

たそうです。このように、この写真をきっかけに、

陸別町には地球科学の研究者が訪れるようになり、

今ではさまざまな研究機関がここでオーロラや大

気の観測を行っています。

　日本一寒い町としても知られる陸別町では、こ

のような経緯からオーロラ、地球温暖化、南極観

測などに関心が高く、科学教育にも非常に熱心で

す。人口 2,500 人の自治体が、日本一の光学望遠鏡

を備えた天文台を立て、その周辺に観光客や天文

ファン用の宿泊施設まで用意していることに驚き

ました。それだけではなく観測研究にも理解が深

く、大学や我々国立環境研究所などの研究機関に

も非常に積極的に協力をしてくださいます。国立

環境研究所の陸別成層圏総合観測室での観測研究

では、大変お世話になっています。

　そんな陸別町で毎年行われている陸別出前授業

の様子を今回はいつもより詳細に報告させていた

だきたいと思います。

1. 陸別中学校と生徒の皆さん
　2015 年 11 月 28 日、陸別町唯一の中学校である

陸別中学校を訪れました（写真 1）。

　陸別中学校では年に数回の土曜日授業が開催さ

れていますが、この週は各地から招かれた研究者

が出前授業を行いました。今回、陸別町でモニタ

リング事業を行っている御縁で、地球環境研究セ

ンター大気・海洋モニタリング推進室の町田敏暢

室長に出前授業の依頼があり、広兼克憲主幹（兼

　交流推進係）、企画部広報室の高橋里帆（筆者）

それは一枚のカラー写真から始まった
－北海道陸別町が地球環境に関する科学教育にとても熱心なわけ－
日本で一番寒い町での出前授業レポート

　　　　　　　　　　企画部広報室　係員　　高橋 里帆

写真 1　陸別中学校の外観
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も共に陸別中学校へ向かいました。

　急な階段を上って玄関から建物の中へ入ると、

生徒の一人から「おはようございます！」と元気

な声で挨拶され、びっくりしました。出前授業を

行う教室へ行くまでの廊下では、学年、男女問わず、

ほとんどの生徒が挨拶と共に礼儀正しく迎え入れ

てくれ、陸別中の生徒の皆さんの誠実な人柄に感

動しました。

　陸別町は周りを山に囲まれ、寒暖差の激しい盆

地に位置しています。真冬は最低気温 -30℃以下、

昼間の最高気温でも -20℃以下ということもしば

しばあるため、日本一寒い町として知られていま

す。だからこそ、建物も寒さや雪に対策された構

造となっています。急な階段は雪が積もっても大

丈夫なように高床式にするためですし、窓は複層

ガラス構造です。この構造では、すき間を真空状

態とするか、ガスを密閉することで高い防熱・防

寒効果を得られるそうです。そんな環境だからか、

学校内の生徒の皆さんの格好はジャージだったり、

中には半袖を着ている生徒もいたりと、当日の外

気温 2.7℃（日最高）に比べて大分薄着でした。特

に印象的だったのは、休日にも関わらず、元気に

登校している姿です。休日の授業に対していやな

顔をするどころか楽しげに話しながら教室へ向か

う様子を見て、学校が楽しいんだろうなぁ、と感

じました。

2. 出前授業～二酸化炭素はどこから来てどこに行
くのだろう～
　今回の出前授業では、国立極地研究所が 1 年生

に、陸別町の銀河の森天文台が 2 年生に、そして

国立環境研究所が 3 年生にそれぞれ講義を行いま

した。

　3 校時目、国立環境研究所の町田室長の授業が始

まりました。

　授業は、前半に講義、後半に実験の二段構えで

す。講義では、二酸化炭素が産業革命後から増え

ているとなぜ判明したのか、そもそもなぜ増えて

いるのか、増えるにしても、なぜ季節変動がある

のか、増えた二酸化炭素はどこへ吸収されている

のか、ということが順を追って解説されました（写

真 2、3）。

　講義の間にはクイズを入れ、生徒の皆さんが楽

しめる工夫も盛り込んでいました。クイズの回答

時も積極的に挙手し、皆さんが真面目に参加して

いる様子が伝わってきます（写真 4）。

　そして、いよいよ実験です（写真 5）。

　人間活動により排出された二酸化炭素は、その

約半分が陸上植物や海洋に吸収され、大気中に残

るのは半分程度だそうです。そこで、実際に海水

が二酸化炭素を吸収するところを見てみよう、と

写真 4　二酸化炭素濃度には、なぜ季節変動があるの

か？　積極的に手を挙げてクイズに回答する生徒の皆

さん

写真 3　講義を真剣に聴く生徒の皆さん

写真 2　生徒達に向かって説明を始める町田室長
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いうのが実験の主旨です。最初に町田室長がお手

本を示します。

　まず、海水をスポイトでプラスチックの容器に

移し、更にその中へ BTB 溶液を加えます。すると

…なんと、海水が青くなりました（写真 6）。これ

は、BTB 溶液が海水の弱アルカリ性に反応したた

めです。つまり、元々海水は弱アルカリ性なのです。

続いて、今度は海水に息を吹き込み、よく振りま

す（写真 7）。するとアルカリ性の青色が、黄色へ

変化しました（写真8）。BTB 溶液が黄色になるのは、

酸性溶液に対してです。つまり、海水が酸性化し

たことを示しています。このような色の変化によ

り、海水は、二酸化炭素を吸収して酸性化すると

いうことが証明されました。

写真 8　黄色へ変化しました！

写真 7　息を吹き込んだものを 30 回程度振ると…

写真 6　海水にそのまま BTB 溶液を加えたもの。容器

の中の液体の色に注目してください。

写真 9～ 11　実験をする生徒の皆さん

写真 5．実験セット。どうやって二酸化炭素の吸収を

確かめるのでしょうか？
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　次は、生徒の皆さんが実験をする番です。

　写真 9 ～ 11 をみても、生徒の皆さんがこの実験

を楽しげに行っているのが伝わってきます。

3. まとめ
　出前授業の中で、最も印象に残ったのは、冒頭

で述べたとおり、生徒の皆さんの、楽しそうな姿

でした。また、皆さんが講義を真面目に聞き、実

験を楽しみ、授業に真剣に取り組んでいる様子が

伝わってきたことでした。恥ずかしながら私が中

学生だった頃は、授業中に寝てしまったり、注意

されても私語をやめなかったり、決して謙虚に学

ぶとはいえない状況でした。だからこそ、陸別中

学校の皆さんの姿がより印象に残ったのです。

　陸別中学校の皆さんは何故学習に真剣に取り組

むのだろうと考えたとき、それはこの町特有の学

習環境があるからかな、と思いました。つまり、

研究者との距離が近いことです。陸別町では、一

枚のオーロラのカラー写真をきっかけに注目が集

まり、様々な研究所が観測機器を持ち込むように

なって、多くの研究者がこの町を訪れるようにな

りました。陸別町の方も研究に理解を示して多く

の便宜を図り、かつ教育熱心で、子供たちと研究

者を繋ぐ取り組みに力を入れてきました。土曜授

業に研究者を招き、出前授業を行うのもその一つ

です。このように教育に責任を持つ地方自治体が

研究者と連携して双方が得意なことを活かすこと

ができるからこそ、出前授業が毎年続いているの

だと思います。そして出前授業では教科書に書い

ていない知識を、実体験と共に学ぶことができま

す。実験によって科学の現象を目の当たりにする

ことで、感情を動かされながら、しかもその道の

研究者から科学を学ぶことができる。また、兄弟、

姉妹、友達などの間で陸別の出前授業が共通の体

験となり、科学の話題が日常会話の中にあらわれ、

より身近に科学を感じることができるようになる。

こういった教育環境は、他ではなかなか見られな

いのではと思います。

　科学は、ただ理科の教科書に出てくる言葉だけ

ではない。一見生活に関係していないようでいて、

実は密接につながっている、ということを実体験

と共に学ぶことができる。そういう環境が陸別の

地に根付いているからこそ、研究者と身近に触れ

合い、授業を当たり前のように受け入れ、真剣に

向かい合うのではないか。そう考えさせられるよ

うな体験でした。

　一枚のオーロラの写真が研究者を呼び寄せ、そ

の町が研究者と子供たちを繋ぎました。そして、

その繋がりは今の子供たちが大人になっても続い

ていくのだろうな、と感慨深く思いました。そして、

陸別町だからこそ出会えたこの繋がりを、私も守っ

ていきたいと思いました。

■□■□■　関 連 記 事 　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□これまでの陸別小学校 ・ 陸別中学校での出前授業に関する記事は以下からご覧いただけます。

○田上厚子「日本一寒い町の陸別小学校・陸別中学校の出前授業に参加して」2014 年 1 月号
○町田敏暢「北海道の陸別小学校と陸別中学校で出前授業を行いました」2015 年 1 月号

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201401/278007.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201501/290006.html
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編集局のイチ押し

過去の地球環境研究センターニュース記事から、
ニュース編集局メンバーのイチ押し記事をご紹介します

　　　　　　　　　　2012年 8月～ 2013年 1月累計、2011年 8月号以降の記事

■地球温暖化の影響：生物多様性と人間との関係について知りたいなら

インタビュー「地球温暖化の事典」に書けなかったこと 8 

生物史上第 6の大絶滅－ヒトが引き起こす生物多様性減少と帰結としての気候変動－
　2015 年 12 月号

　五箇公一さん（生物・生態系環境研究センター 主席研究員）

　インタビュア：江守正多（地球環境研究センター 気候変動リスク評価研究室長）
■ニュース番組等でも取り上げられる PM2.5 について最新の研究成果を知りたいなら

PM2.5の原因は黄砂以外にも
　2015 年 12 月号

    地球環境研究センター 地球大気化学研究室 特別研究員 池田恒平

    地球環境研究センター 地球大気化学研究室長 谷本浩志
■東日本大震災がハロカーボン類の排出量に与えた影響を知りたいなら

東日本大震災に伴うフロン等の大量排出
　2015 年 4 月号

　環境計測研究センター 動態化学研究室 主任研究員 斉藤拓也
■温室効果ガス削減シナリオの基準に関する提案に興味があるなら

オピニオン 

気候安定化に向けた日本の基準シナリオ：一人 CO2 2トンの世界から見返る
　2015 年 2 月号

    地球環境戦略研究機関 研究顧問 西岡秀三

■研究を支える技術：土壌からの温室効果ガスの計測に興味があるなら

長期観測を支える主人公－測器と観測法の紹介－ 6 

地球温暖化と土と二酸化炭素－土壌からの CO2フラックス観測を支える箱－
　2013 年 7 月号

　地球環境研究センター 炭素循環研究室 高度技能専門員 寺本宗正

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201512/301002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201512/301001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201504/293002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201502/291003.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201307/272005.html
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