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国連気候変動枠組条約第21回締約国会議 (COP21)および
京都議定書第 11回締約国会合 (CMP11) 報告（1）

　COP21 において、気候変動への対応を強化する

ための、2020 年以降の枠組みの骨格がパリ協定と

いう形でついに結実した。南アフリカ・ダーバン

での COP17 における ADP の立ち上げから足かけ

4 年、それ以前の試みを含め長い道のりだったが、

その一番の意義は、途上国を含むすべての国を包

含する枠組みを作ったことにある。従来から用い

られている先進国・途上国の責任の差異化を示す

表現が文書に残った部分もあるが、細部をみると、

先進国が率先して取り組むことを前提としつつ、

排出削減目標に関連する重要な義務事項の共通化

等を実現しており、大きな前進があった。

　今回の COP でも、排出削減や、資金、長期的な

温度目標等、様々な事項について、各国の意向の

折り合いの中で、合意が作り上げられた。論点は

多岐にわたるが、COP21 の全体的な評価は地球環

境研究センターニュース 4 月号で取り上げる予定

のため、本稿では、排出削減目標の提出、その更新、

世界全体での排出削減総量の評価に関する点に焦

点を当てていきたい。COP や CMP、ADP、SB（補

助機関）の他の事項に関する交渉の概要について

は、環境省の報道発表（http://www.env.go.jp/earth/

cop/cop21/index.html）等を参照されたい。

写真 1　COP21 全体会合で議事進行するファビウス議長

　2015 年 11 月 30 日～ 12 月 13 日に、フランス・パリにおいて国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第 21 回締約
国会議（COP21）および京都議定書第 11 回締約国会合（CMP11）が開催された。これと並行して、強化された
行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会（ADP）第 2 回会合（第 12 部）、および第 43 回補助機
関会合（科学上および技術上の助言に関する補助機関会合：SBSTA43、実施に関する補助機関会合：SBI43）が
開催された。国立環境研究所からは、日本政府代表団（交渉）、サイドイベント（発表）、ブース（展示）という
三つの立場で参加した。

政府代表団メンバーからの報告：
強制から誘導へ ～各国目標をめぐるパリ COP の成果

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

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　　畠中 エルザ
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1. パリ協定下の排出削減目標
　パリ協定では、各国とも 5 年おきに排出削減目

標（自国で決定した貢献：NDC）を提出するこ

とが決まった。この排出削減目標は、提出する度

に、以前の目標より前進（progression）しているこ

とが求められる。本稿執筆時点（1 月 28 日現在）

で 160 の国・地域が NDC の草案（INDC）を提出

済みであるが、2025 年目標を提出した米国等の国

は 2020 年までに目標を更新の上、正式に提出し、

2030 年目標を提出した国は 2020 年までに目標の正

式な提出が求められる。また、この目標は、期限

となる年の COP の 9 ～ 12 カ月前に提出すること

になっている。目標の中身を明確化し、削減総量

が 2℃や 1.5℃目標に向けた努力として十分なのか

を評価するためである。

　なお、この排出削減目標は、達成に対する法的

拘束力を持たない。京都議定書の下での目標と異

なる点である。目標の数値そのものも、各国が自

国で決定したものであることを踏まえると、この

点においては、パリ協定は合意できる範囲で合意

したものと言えるだろう。

2. 透明性フレームワーク、グローバルストックテ
イクなどの新たなルール
　同協定では、上記の目標提出と更新にあわせ、

行動と支援のための透明性確保のためのフレーム

ワークを構築し、各国に定期的に排出・吸収量、

目標達成に向けた進捗に関する情報、支援に関す

る情報等の提出を義務付けることによって、各国

による排出削減目標の達成等を脇から後押しする

想定である。既存の隔年報告書、隔年更新報告書

では、各国の温室効果ガス排出量、先進国の目標

の前提条件や、緩和策の詳細を含む達成への進捗

状況、支援の提供状況、途上国の緩和行動や、支

援の受領状況等の重要情報を定期的に報告させる

ことになっており、その品質を担保するために国

際評価・審査、国際協議・分析が導入されている。

（表 1 参照）2020 年以降の枠組みにおける透明性フ

レームワークの詳細ルール作成にあたっては、こ

れら既存の制度から得られた経験も踏まえること

になっている。また、既存の透明性確保のための

制度は、2020 年以降の枠組みにおける透明性フレー

ムワークの詳細ルールが決まればそれで置き換え

られることも、パリ協定を採択するための COP 決

定に盛り込まれている。パリ協定で示された透明

性フレームワークの骨格は、既存の制度を活かし

ながら円滑に移行できるように配慮して作られた

印象で、既存の透明性確保のための制度に一部か

かわっている者としては高く評価したい。

　さらに、各国目標を合算した削減総量をもって、

2℃や 1.5℃目標の達成に向けた努力として十分な

のかを、パリ協定の締約国会合において 5 年おき

 先進国 途上国 
名称 隔年報告書（BR） 隔年更新報告書（BUR） 
内容  温室効果ガス排出量およびその経年推

移に関する情報 
 排出削減目標 
 目標の達成に向けた進捗状況 
 将来予測 
 資金、技術、キャパシティビルディング

に関して実施した支援 

 国家温室効果ガスインベントリ 
 
 緩和行動 
 
 
 資金、技術、キャパシティビルディング

面のニーズおよび受けた支援 

品質担保の

方法 
国際評価・審査（IAR） 国際協議・分析（ICA） 

 

表 1　現行の気候変動枠組条約下の隔年報告書と隔年更新報告書の概要

※隔年（・更新）報告書の他、先進国は毎年温室効果ガスインベントリを提出することが規定されており、また、先進国・
途上国ともに 4 年に一度国別報告書を提出することが規定されている。国別報告書の内容は地球環境研究センター
ニュース 2011 年 8 月号注 2 参照。
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に確認することになった（global stocktake（棚おろ

し））。各国は、この結果を受けて目標を更新・強

化することが求められる。

3. 隔年報告書に対する第一回国際評価・審査の終
了、京都議定書第二約束期間の詳細ルール決定
　COP・CMP と並行して SBI・SBSTA の補助機関

の会合も従来と同様に行われており、COP や CMP

が従前に採択した決定に基づき細かい点まで様々

な検討・議論がなされている。

　今次 SBI43 会合では、前回に引き続き、隔年報

告書に対する国際評価・審査（IAR）プロセスの最

終段階にあたる多国間評価がベラルーシとカザフ

スタンについて実施された。今回は政策・措置の

定量的削減効果や削減目標達成に向けた市場メカ

ニズムの利用の想定等の質問・指摘はなく、過去 2

回の多国間評価に比べると、緊張感はそれほどで

もない印象であった。

　今回の多国間評価をもって 2014 年から始まった

第一回の IAR のサイクルは完了したことになり、

次のサイクルは、今年の 1 月 1 日までに先進各国

が提出した隔年報告書に対する技術審査から再ス

タートすることになる。上述のとおり、この IAR

を含む既存の透明性確保のための制度は、2020 年

以降の枠組みにおける透明性フレームワークの基

盤をなすことになる。

　その他、2013 年から第二約束期間が開始された

京都議定書に関しては、整理すべき点が多く結論

が待たれていた、アカウンティング（注 1）、報告、

審査等の、第二約束期間を実施に移すための詳細

ルールが決まった。これを踏まえ、日本を含む第

二約束期間に参加しない国も、概ね第一約束期間

と変わらず報告を行い、審査を受けることになる。

第一約束期間時の詳細ルールというひな型があっ

たにもかかわらず、当該議論が決着するのには

2012 年以降丸 4 年かかっており、これに照らすと、

上述したパリ協定の詳細ルールを確定させるのに

長期間かかることが予想される。2020 年からのパ

リ協定の実施に向けた準備を行う特別作業部会の

設置が今回の COP で決まり、その作業期限は 2018

年とされたが、それまでに作業を完了させるのは

かなりタイトなスケジュールになるだろう。

　ただ、パリ協定を採択するための COP 決定の中

に各国に改正京都議定書の批准を呼びかける文言

が入ったものの、昨年の 12 月 21 日時点では、59

カ国しか改正京都議定書を批准しておらず、これ

は発効に要する 144 カ国の批准に未だ遠く及ばな

いことから、そもそも京都議定書第二約束期間が

発効するかを気に留めておく必要がある。

4. 今後に向けて
　上述のとおり、パリ協定が今回無事に成立した

のは、強制という形態よりも誘導という形態をとっ

たからではないか。協定下の各国の削減目標は法

的拘束力を持たないが、その定期的更新や、透明

性確保のための手続きに拘束力を持たせることに

よって間接的に各国に削減目標を強化させ、また

達成させようとする構造になっている。さらに、

世界全体でも、その各国目標を合算した削減総量

をもって 2℃や 1.5℃目標に向けた努力として十分

なのかを定期的に確認してさらに目標の強化につ

なげる狙いだ。もちろん、これにはパリ協定の発

効が重要な前提条件になる。

　また、2020 年以降の枠組みの詳細ルールは今次

COP で採択されていないため、これからの国際交

渉に委ねられている。その内容の如何によりパリ

協定の意味合いは大いに変わってくるため、予断

は許されない。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）京都議定書では、削減目標の達成のために、

当該国への初期割当、クリーン開発メカニズム、共

同実施、森林等吸収源から得られた京都ユニットの

取引を行うことができる。これらユニットの計上。

遵守評価等に用いられる。

【略語一覧】

国連気候変動枠組条約（United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC）

締約国会議（Conference of the Parties: COP）

京都議定書締約国会合（COP serving as the Meeting 

of the Parties to the Kyoto Protocol: CMP）

強化された行動のためのダーバン・プラットフォー

ム 特 別 作 業 部 会（Ad Hoc Working Group on the 

Durban Platform for Enhanced Action: ADP）
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科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合

（Subsidiary Body for Scientific and Technological 

Advice: SBSTA）

実施に関する補助機関会合（Subsidiary Body for 

Implementation: SBI）

自国で決定した貢献（Nationally determined contribution: 

NDC）

自 主 的 に 決 定 す る 約 束 草 案（Intended Nationally 

Determined Contribution: INDC）

国際評価・審査（International Assessment and Review: 

IAR）

国 際 協 議・ 分 析（International Consultation and 

Analysis: ICA）

隔年報告書（Biennial Report: BR）

隔年更新報告書（Biennial Update Report: BUR）

COP21ジャパンパビリオンでのサイドイベント報告：
ポストCOP21における国の気候変動緩和策の進捗を計測
するための指標開発を目指した研究の概要紹介と成果報告

社会環境システム研究センター　持続可能社会システム研究室長　　亀山 康子

　パリ協定では、各国の排出削減量の目標達成自

体は、国際的な義務とは位置づけられないことが

COP21 開催前から想定されていた。つまり、京都

議定書とは違い、目標より排出量が超過しても国

際義務違反とならないということだ。このような

枠組みでは、排出量目標を自主目標と理解し真剣

に取り組まなくなる国が出現するおそれがあるこ

とから、数年ごとに政策の進捗を確認する手続き

が、パリ協定に盛り込まれた。しかし、具体的な

確認方法は、今後の協議に委ねられている。

　このような背景を踏まえ、各国の今後の排出削

減努力を相対的に評価する手法の開発を目指して、

我々は、今年度より研究を開始した。COP21 のサ

イドイベントでは、この研究の概要を紹介し、こ

れに対して、環境パフォーマンス指標では著名な 3

名の専門家からコメントを得た。

　冒頭、亀山より、本プロジェクトで開発を目指

している気候変動政策の進捗を測るための指標の

体系、および、その体系を用いて米国、欧州連合

（EU）、日本、中国のデータを実際に適用した場合

の結果を紹介した。本指標案の特徴は、今までの

ように排出削減努力の結果としての排出量の多寡

だけで国の努力を判定するのではなく、排出削減

努力そのものも、国の努力として評価しようとす

るものだ。指標はアクション指標（実施された政

策の厳しさ）とアウトカム指標（排出削減量）の

2 本柱で構成されていること、また、この 2 本柱

にそれぞれ 4 つのゴール（エネルギーの低炭素化、

エネルギーの効率的利用、エネルギー需要の逓減、

森林分野による二酸化炭素吸収量増加＆二酸化炭

素以外の温室効果ガス排出量削減）を設定してい

る点を説明した（図 1）。さらに、それぞれの結果

を踏まえて国の状況を評価できることを説明した。

図 1　CPPI （気候変動政策パフォーマンス指標） の体系

Outcome指標S 
(S=status)

Action 指標(P-S)
過去10年の政策努力
・政策の詳細
・政策の排出削減効果

Action 指標(S-F)
今後10年の政策努力
・政策の詳細
・政策の削減ポテンシャル

Outcome指標F 
(F=future)

１０年前

BAU排出経路

BAU排出経路実際の排出経路

目指す排出経路

Outcome指標P 
(P=past)

１０年後現状
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　次に、共同研究者の田村堅太郎氏（地球環境戦

略研究機関）が、体系の中で改善が求められる点

を挙げた。特に、国の政策の厳しさを点数化する

際に、国の発展度合いの違いをどのように反映さ

せるべきかといった点が課題として挙げられた。

その後、3 名の専門家より助言を受けた。

　Angel Hsu 氏（イェール大学）からは、同大学

で 2006 年に開発され、以降、毎年データを更新

し世界各国の環境政策を評価している Environment 

Performance Index（EPI）での失敗経験が紹介され

た。単に一人当たり排出量などで見ると最貧国が

トップに来るという問題が生じ、必ずしもそうな

らないよう工夫が求められると示唆された。次に、

Hilton Trollip 教授（ケープタウン大学）より、途

上国に指標を適用する際の注意点が示された。特

にデータの入手可能性は、指標選定の上で大き

な障壁となることが指摘された。最後に、Timur 

Guel 氏（国際エネルギー機関（International Energy 

Agency: IEA））からは、最近 IEA から公表された

報告書が紹介され、エネルギーデータだけを用い

た定量的な指標と、政策を評価する定性的な指標

（政策対象分野の範囲など）の組み合わせが重要と

の示唆があった。

　これらのコメントの後、フロアから質問を受け、

パネル形式で回答した。途上国にも対応可能な指

標となるとデータの種類が限られることから、今

後、パリ協定で決定された定期的な報告の手続き

の中で、報告すべきデータの項目について、早め

に検討を進めることが重要という指摘がなされた。

本サイドイベントで紹介した指標研究は今年度を

含めて 3 年間（平成 27 ～ 29 年度）のプロジェク

トであるため、今後の改善に今回得られた示唆を

反映させたいという主旨で総括した。今回指摘を

受けた点について改善を行い、今後、米国、EU，

日本、中国から、指標に用いるデータをすべて集

め、評価する。次に、その評価をそれぞれの国の

専門家にチェックしてもらう。また、類似の研究

が世界各国で増えていることから、来年度には、

類似の研究を実施している専門家を集めたワーク

ショップを企画する。その結果を踏まえ、最終的

な指標案を提示し、すべての国を評価対象にする

予定である。

　本研究、環境研究総合推進費 2-1501「気候変動

対策の進捗評価を目的とした指標開発に関する研

究」（平成 27 ～ 29 年度）、に関してご関心をもっ

ていただける方は、同ホームページ（http://www-

iam.nies.go.jp/climatepolicy/cppi/index_j.html）をご覧

ください。
写真 1　サイドイベントの様子。 IEA での研究事例につい

て説明する Timur Guel 氏

http://www-iam.nies.go.jp/climatepolicy/cppi/index_j.html
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　低炭素社会国際研究ネットワーク（International 

Research Network for Low Carbon Societies : LCS-

RNet）は、2008 年に G8 議長国であった日本が、研

究と政策をつなぐ活動の必要性を提案し、参加国

の賛同を得て生まれたネットワークです。現在、独・

仏・伊・日・英が主体となり、インド・韓国等か

らも参加を得ています。LCS-RNet は、各国の気候

政策に積極的・具体的に参画している研究者・研

究機関の国際的なフォーラムで、気候安定化に向

けてどう低炭素社会を構築してゆくか、年次会合

等で知識を共有し、こうした議論を各国政策に反

映してきました。

　また、日本は、アジア諸国にて研究者と政策担

当者の対話会合を実施し、アジア地域の研究者の

交流を促進してきました。こうした対話会合や交

流の機会を通じて、低炭素アジアを実現する重要

性が強く認識されてきたので、2011 年に開催され

た ASEAN+3 環境大臣会合において、「低炭素ア

ジア研究ネットワーク（Low Carbon Asia Research 

Network: LoCARNet）」の設立を提案、翌年の「東

アジア低炭素成長パートナーシップ対話会合」に

て、同ネットワークを正式に立ち上げました。

　2015 年 11 月から 12 月にかけて、フランスにて、

国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）

が 行 わ れ ま し た。LCS-RNet と LoCARNet は、

COP21 をそれぞれの活動における重要な機会であ

ると捉え、下記のサイドイベントを開催しました。

1. LCS-RNetサイドイベント
　COP21 期 間 中、LCS-RNet は、EU、 及 び フ

ラ ン ス パ ビ リ オ ン に て サ イ ド イ ベ ン ト を 開 催

し、「COP21： 気 候 と 持 続 可 能 な 発 展 へ の 正 念

場（A moment of truth for climate and sustainable 

development）（注 1） 」とした LCS-RNet ポジショ

ンステートメント（声明）を紹介しました。

　LCS-RNet 声明は、「気候変動、貧困撲滅、持続

可能な開発について行動を起こすのに、もはや一

刻の猶予もない。COP21 の意義は、確固とした気

候行動が必要であり、またそれは決して経済を損

なうようなものではないとの強い政策シグナルを

発信することにある」と述べています。より具体

的には、気候安定化に向けた行動が、「雇用や健康、

発展の複合的な便益のきっかけとなり、その結

果、短期の経済成長だけでなく長期の持続可能な

開発目標（SDGs）の双方ともを強めることになり、

COP21 の気候政策合意を、持続可能な開発への引

き金とする」、ことを提案しています。また、気候

政策と持続可能な開発推進の観点から COP21 が正

念場であるとし、主に 3 つの提言を行っています。

すなわち、a） 交通、建築物、産業、農業など様々

な分野に気候政策と包括的な開発を組み込むこと、

b） 「共通だが差異ある責任（CBDR）」原則につい

て、責任負担という考え方を、気候変動に関する

歴史的責任が異なる国の間で技術移転を促進し、

能力構築を行い、資金を調達して、途上国が低炭

素発展の道すじに移ってゆけるようにする協働プ

ロセスを導くものとして前向きに見直すこと、ま

た c） パリ協定ののち、今後の実行推進に向けたイ

ンフラ投資・ファイナンス・炭素価格付けなど具

体的な施策を進めていくこと、です。この声明は、

2014 年 10 月のイタリア・ローマでの第 6 回年次会

合、翌年 6 月のフランス・パリでの第 7 回年次会

合の議論をベースに取りまとめられたもので、世

界のすべての地域をカバーする 47 か国 217 名の研

低炭素社会国際研究ネットワーク (LCS-RNet) と
低炭素アジア研究ネットワーク (LoCARNet）　
COP21でのサイドイベント報告

公益財団法人地球環境戦略研究機関　グリーン経済領域

LCS-RNet/LoCARNet 事務局　　石川 智子
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究者・専門家からの署名を得ています。署名者には、

過去或いは現在において IPCC の議長、共同議長、

報告書執筆者を務めた科学者・専門家 74 名、また

5 名の閣僚経験者が含まれています（2015 年 10 月

現在）。

2. LoCARNetサイドイベント
　さて、LoCARNet も LCS-RNet と同じく、COP21

を重要な焦点として活動してきました。とりわ

け、アジアが温室効果ガス削減に寄与する潜在的

かつ大きな可能性を有することを広く世界に発

信 す べ く、2014 年 か ら『Enabling Asia to Stabilise 

the Climate』と題する本の執筆を行ってきました。

COP21 では、2015 年 11 月末に刊行されたばかり

のこの本を紹介すべく、サイドイベント「アジア

はどれだけ削減できるか？　アジアから世界への

メッセージ」を開催しました。

　このサイドイベントでは、実際に本の執筆を担

当した複数の著者が本の内容を説明しました。こ

の本の第一部では、中国・インド・日本・ベトナ

ムおよびアジア全体にわたってのモデル分析を紹

介しています。ベトナムの Lam 博士は、自身のモ

デル研究成果を紹介しつつ、第一部からのメッセー

ジとして、アジアが世界的に見て気候安定化のカ

ギを握ること、とりわけ温室効果ガス排出量を減

らしながら発展する可能性が十分にあると述べま

した。

　第二部では、モデルによる考察が国レベル、都

市レベルの低炭素発展政策に現実に取り入れられ、

政策形成に有効に働いている例を紹介しています。

マレーシアの Ho 教授は、モデル分析の結果がイス

カンダール地域の低炭素都市構築のシナリオとし

て適用されたことを紹介しました。現在、都市人

口は総人口の約半分といわれていますが、2050 年

までに、人類の 70％がメガシティー（人口 1000 万

人以上の都市）で暮らすようになると考えられて

いることから、都市が尖兵となっての低炭素社会

形成が進むとみられているところ、同教授はマレー

シア・イスカンダールのケース等がその好例を示

すものであると述べました。

　第三部では、可能とされる削減を現実に実施す

るために各国主要政策分野で進められている施策

において如何にして障壁を乗り越えるか、これま

でに進められている好例を解説しています。イン

ドの Shukla 教授は、低炭素化に向けた公共交通の

推進やコンパクトで効率の良い都市形成を紹介し、

また、インドネシアの Boer 教授は、炭素吸収やバ

イオマスエネルギーとしての森林保全が焦点の一

つとなると述べました。続いて、科学的な知見に

基づいた政策形成のためには、教育・研究組織の

形成が不可欠であるところから、タイの Kananurak

博士はタイ・温室効果ガス管理機構（TGO）内

に設置されている気候変動国際技術・訓練セン

ター（CITC）が ASEAN の国々の知識ハブとして

機能しつつあるとの先端的実施例を示し、さらに、

LoCARNet 事務局の石川からは、LoCARNet がア

ジア各国においてそれぞれの国の研究者コミュニ

ティを育て、政策担当者と知識コミュニティの対

話により科学的政策形成を進め、また、地域での

国際協力を最大限に生かし、南南協力での知識共

有を深めていることを報告しました。

　イベントの統括部分では、インドの Shukla 教授

が、日本がこれまでの 20 年にわたり、温室効果

ガス削減に向けた多くの国際協力をアジア諸国と

続けてきていることに謝意を示しました。また、

今後各国ともさらに自主的に決定する約束草案

（Intended Nationally Determined Contribution: INDC）

を強化していかねばならず、そのためには INDC 

を定期的に見直していくサイクルが必要であり、

AIM のような統合評価モデルを使った政策構築や

政策評価がますます有効となると述べました。さ

らに、AIM チームが現在アジアのいろいろな国に

写真1　仏パビリオンでの LCS-RNet サイドイベントにて、

COP21 後のネットワークのあり方について説明する IGES

西岡秀三研究顧問
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おいて現地の研究者とともに活動を行ってきてお

り、COP21 などの国際的な会合において、アジア

の研究者が自ら開発したモデルを使って分析した

結果について発信することが、温室効果ガス削減

におけるアジアの重要性を踏まえて極めて時宜を

得たものであると強調しました。また、IGES の西

岡研究顧問は、今やアジア諸国が自身のイニシャ

ティブで低炭素アジアへの道を切り開いてゆくと

きに来ていると述べました。

3. 終わりに
　パリ協定では、COP20 で立ち上げられた「リマ・

パリ行動アジェンダ（LPAA）」を受け、市民社会、

民間セクター、金融機関、都市やその他地方団体

等からなる非国家主体による気候変動への対応に

向けた努力を歓迎し、こうした国以外のアクター

のパートナーシップ、行動促進のショーケース化

等による解決策の提示を喚起することとしていま

す。世界気候政策は交渉の段階を終わって実施・

実行へと転換したとみられ、また、今後、途上国

も含めすべての国が世界的な平均気温上昇を産業

革命以前に比べて 2℃より十分低く保つとともに、

1.5℃に抑える努力を追求してゆかねばならないこ

とから、今後は行動主体を動かすための知識の共

有が必要であり、研究者や専門家集団は一体となっ

て、低炭素でレジリエントな社会への転換をリー

ドしていく時期に来たといえます。

　さらに、パリ協定には、途上国の実効的な緩和

行動や INDC を実施するためのキャパビルが含ま

れ、COP21 決定では、能力構築に関するパリ委

員会（PCCB）の設置が決定しました。今後、途

上国自身の科学知識コミュニティ形成と能力構

築が鍵となってくることは必至で、LCS-RNet や

LoCARNet などの国際的なネットワークの意義は

ますます高まってくると思われます。

--------------------------------------------------------------------
（ 注 1）http://lcs-rnet.org/wp-content/uploads/2015/10/

Declaration-def_rev.pdf

写真 2　アジアが温室効果ガス削減に大きく貢献できると

のメッセージが述べられた LoCARNet サイドイベントの様

子

＊国連気候変動枠組条約締約国会議（第 1 回～第 20 回）の報告は、地球環境研究センターウェブサイト（http://

www.cger.nies.go.jp/cgernews/cop/）にまとめて掲載しています。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/cop/
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予測の予測：世界平均気温変化に関して、
いつまでにどれだけ確実にわかるのか？

　　　　　　　　　　地球環境研究センター気候モデリング・解析研究室　主任研究員　　塩竈 秀夫
　　　　　　　　　　地球環境研究センター　気候変動リスク評価研究室長　　江守 正多

　　　　　　　　　　社会環境システム研究センター統合評価モデリング研究室　主任研究員　　高 橋  潔

1. 背景
　現在の気候モデルによる将来気候変動予測には

大きな不確実性があり、気候変動対策を考えるた

めには予測の不確実性の幅をより小さくすること

が求められます。本研究では、複数の気候モデル

の実験結果を分析し、地上気温の観測データを

2050 年まで蓄積することによって、2090 年代の気

温変化予測の不確実性が 60% 以上低減できること

を明らかにしました。

　図 1 に、「気候変動に関する政府間パネル第 5 次

評価報告書（IPCC AR5）」に貢献した 15 の気候モ

デルを対象として、4 つの温室効果ガス排出シナ

リオにおける世界平均気温変化予測の不確実性幅

を示します。同じ排出シナリオに対しても、世界

平均気温変化の将来予測には気候モデル間で大き

な幅（モデル不確実性）があることがわかります。

例えば、2015 年 12 月にパリで開催された COP21

で合意された世界平均気温の上昇を産業革命前か

ら 2℃または 1.5℃以下に抑えるための排出量削減

策（緩和策）を考える際には、モデル不確実性の

上限と下限では、必要な削減量が異なり、コスト

の見積もりにも大きな差が生じます。そのため、

予測のモデル不確実性を低減することが急務と

なっています。

　これまで、モデルによる過去気候再現実験デー

タと実際の観測データの比較結果から、モデルの

将来予測を補正し、不確実性を低減する研究が行

われてきました（詳細は後述）。先行研究では、過

去の観測データの蓄積によって、不確実性低減が

進むことが示されてきました。一方、将来の観測

データが今後追加されることによって、いつまで

に、どれだけ不確実性が低減できるかは十分に調

べられてきませんでした。そこで、我々は、将来

の観測データによる不確実性削減の効果を推定す

る方法を開発し、世界で初めて「将来予測の不確

実性低減に関する現実的な予測」を提示しました。

2. 手法
　我々は ASK 法（Allen, Stott, Kettleborough 法）と

疑似観測法と呼ばれる 2 つの手法を組み合わせる

ことで、将来の観測データの増加による不確実性

低減効果を見積もりました。

　ASK 法では、まず気候モデルの 19 世紀から近

年までの過去気候再現実験データと、観測データ

の気温変化を比較します。そして、各気候モデル

について、過去の気温変化の過小または過大評価

の程度を示す補正係数を求めます。この補正係数

図 1　世界平均 10 年平均気温変化（℃）。1900-1919

年平均からの差。RCP2.6（青）、RCP4.5（緑）、RCP6.0

（赤）、RCP8.5（黒）排出シナリオにおける気候モデル

実験から得られた、世界平均気温変化予測の不確実性

幅を示しています。
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は、単一の数値ではなく、不確実性の幅を持ちま

す。気候モデルが過去の変化を過小・過大評価し

ていた場合、将来の気候変化も過小・過大評価す

ると考えられます。そのため、気候モデルの将来

予測に補正係数を掛けることで、より信頼性が高

く、かつ不確実性の幅を持つ予測（ASK 予測と呼

ぶ）を得ることができます。観測データが蓄積す

ると、より強い温暖化シグナルを含むデータが増

えるため、補正係数の不確実性幅が狭まり、ASK

予測の不確実性幅も小さくなります。先行研究で

は、2000 年までの地上気温観測データを用いた場

合よりも、2010 年までの観測データを用いた場合

の方が、不確実性幅が狭まることが示されてきま

した。

　ASK 法を用いる場合、将来さらに観測データが

蓄積されれば、不確実性幅をより狭めることがで

きると期待されます。この将来の観測データの効

果を推定するために、疑似観測法を用います。疑

似観測法では、多くの気候モデルの実験のうち、1

つのモデル（モデル A）の過去気候再現実験およ

び将来予測実験の結果を「疑似観測データ」と考

えます。この疑似観測データと「モデル A 以外の

モデルの平均」を ASK 法で比較し、ASK 予測の

不確実性幅を見積もります。この方法を用いれば、

現在の地上気温観測網が維持されると仮定して、

20XX 年までの観測データが得られた場合に、その

将来である 20YY 年代気温変化予測の不確実性低

減効果を見積もることができます。また、疑似観

測データの 20YY 年代気温変化（“正解”）が、ASK

予測の不確実性幅に含まれるかを確認することで、

ASK 予測の予測可能期間（何年先まで不確実性幅

が正解を含むか）を調べることができます。

　以上の方法を用いて、気温変化予測の不確実性

を、いつまでにどれだけ低減できるかを評価しま

した。

3. 結果
　図 2 に、観測データの蓄積によって、2090 年代

の気温変化予測の不確実性を、いつまでに何％狭

められるかを示します。全ての気候モデルの実験

データを順番に疑似観測データだと考えて ASK 法

を適用し、その結果を平均したものです。2039 年

までの観測データを用いた場合は、ASK 予測が

2090 年代の疑似観測データ（“正解”）から外れて

しまう場合があります。一方、2049 年までの観測

データが（2050 年に）得られれば、2090 年代の疑

似観測を含むように ASK 予測の不確実性幅が収束

するようになり、かつ ASK 法を用いない 2090 年

代気温変化予測の不確実正幅（図 1 の 2090 年代の

不確実性幅）に比して 2090 年代地上気温変化予測

の不確実性幅を 60% 以上低減できます。

4. 今後の展望
　この研究では、地上気温観測網が維持されるこ

とによる効果だけを考慮しています。ほかの観測

データ情報の取り込み、気候モデルの改良、不確

実性をもたらす物理プロセスの理解などにより気

候変動に関する将来予測技術が発展すれば、より

早く不確実性を低減できるかもしれません。一方、

本研究では炭素循環フィードバックの不確実性は

考慮できておらず、今後の課題になっています。

　我々は、初めて「将来予測の不確実性をいつま

図 2　観測データの蓄積によって、いつまでに予測不

確実性を何％狭められるか。横軸は、何年まで観測デー

タが蓄積したか。縦軸は、ASK 法を用いない 2090 年

代気温変化予測の不確実性幅（図 1 の 2090 年代の不

確実性幅）に対して、ASK 予測が何％不確実性幅を狭

められたかを示します。菱形は、現実の観測データを

用いて ASK 法を適用した場合の、不確実性低減効果の

大きさ。点線は、気候システム内のランダムな自然の

ゆらぎがあることによる不確実性低減の上限であり、

ASK 法ではこの上限を超えて不確実性を低減すること

はできません。2039 年までは、ASK 法による予測は外

れる場合がありますが、2049 年以降（2049 年までの

観測データが揃うのは 2050 年）は“正解”にむかっ

て収束します。
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でにどれだけ低減可能か」に関する具体的な情報

を提示することができました。今後は、図 2 に示

したような速度で不確実性が低減できると前もっ

て分かっている場合に、緩和策にどのようなオプ

ションが得られるか（2050 年までは予測の上限を

参考に排出削減を進めるが、不確実性が低下した

ら政策を変更する等）を、研究していく予定です。

　なお、本研究は環境省の環境研究総合推進費

S-10 プロジェクト（地球規模の気候変動リスク管

理戦略の構築に関する総合的研究）の支援を受け

て実施されました。

　 こ の 内 容 は 2016 年 1 月 11 日 付 で Scientific 

Reports 誌に掲載されるとともに、国立環境研究所

から記者発表されました。

【発表論文】

Shiogama H., Stone D., Emori S., Takahashi K., Mori S., 

Maeda A., Ishizaki Y., Allen M. R. (2016) Predicting 

future uncertainty constraints on global warming 

projections. Scientific Reports, 6, Article number: 

18903, DOI: 10.1038/srep18903. 

　http://www.nature.com/articles/srep18903

【記者発表】

2090 年代の世界平均気温変化予測の不確実性を、

2050 年までに大幅に低減できることを解明（お

知らせ）

http://www.nies.go.jp/whatsnew/20160111/20160111.

html

地球環境概観第 5 次報告書（GEO５）
～人間社会にとって深刻な影響をもたらす臨界閾値に近づきつつある地球～

　　　　　　　　　　　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
　フランス・パリで開かれた国連気候変動枠組条

約第 21 回締約国会議（COP21）は 2015 年 12 月 12

日に「パリ協定」を採択しました。産業革命前か

らの世界の平均気温上昇を２℃未満に抑えること

に合意した画期的協定です。また、今世紀後半に、

人為起源の温室効果ガス排出と人為起源の吸収量

をバランスさせることにも合意しました。

　気候変動による被害は、すでに世界各地で顕在

化しています。小島嶼国では塩水の流入と降雨パ

ターンの変化による淡水資源の不足が発生してい

ます。バングラディッシュなどでは、雨期と乾期

における降水量の差が大きくなり、洪水や旱魃の

被害が深刻化しています。食料生産では、中国や

南アジアで、コムギ、大豆に負の影響が現れてい

ます。

　日本でも近年、計画規模を上回る豪雨による被

害が各地で発生しています。国土交通省によると、

2015 年 9 月に起きた関東・東北での記録的な豪雨

では、計 19 河川の堤防が決壊し、ほかに全国で 55

河川が氾濫しました。気候変動による人への健康

被害も懸念されています。消防庁の取りまとめに

よると、2013 年 6 月から 9 月の間に 58,729 人が熱

中症で救急搬送され、2010 年以降、その数は大き

く増加しています。2014 年には、海外渡航歴のな

い人の国内でのデング熱の感染が 70 年ぶりに確認

されました。デング熱を媒介するヒトスジシマカ

の生息域は、近年、東北地方にまで拡大しています。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、今後

さらに温暖化の被害が増えるとの予測をまとめて

います（注 1）。その対策には、温室効果ガス排出

量を抑えていくことは不可欠ですが、大気汚染や

http://www.nies.go.jp/whatsnew/20160111/20160111.html
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廃棄物管理などとの対策を含めた持続的発展につ

ながる対策が求められています（注 2）。

2. 球環境概観（Global Environmental Outlook: GEO）
　世界気象機関（WMO）と共同で IPCC を立ち上

げた国連環境計画（UNEP）は、地球環境に係わる

種々の報告書を発表しています。その中でも IPCC

評価報告書とともに世界で読まれているのが、地

球環境概観（Global Environmental Outlook:GEO）で

す（注 3）。GEO は、世界の環境問題の状況、原

因、環境政策の進展、および将来の展望等を分析・

概説したものです。UNEP では、第 1 次の GEO を

1997 年に出版して以来、2000 年に第 2 次、2002 年

に第 3 次、2007 年に第 4 次、2012 年に第 5 次の報

告書を世界各国の研究機関の協力を得て取りまと

めてきました。国立環境研究所でも、UNEP のパー

トナー機関として、アジア・太平洋地域の気候変

動に関する執筆等に携わってきました。

　地球環境概観第5次報告書（GEO 5）は3部構成で、

第 1 部：地球環境の現状と傾向、第 2 部：政策オ

プション、第 3 部：地球規模での対応となってい

ます。本体に加えて、「政策決定者向け要約」も出

版されています。これまでは残念ながら日本語訳

がなかったので、日本ではあまり読まれていませ

んでしたが、このうち第 1 部の日本語訳が 2015 年

秋に環境報告研から出版されました（図 1）。なお、

GEO 5 の概要に関しましては、地球環境研究セン

ターニュース 2012 年 10 月号をご参照下さい（注 4）。

　GEO 5 は 2012 年にリオデジャネイロで開催され

た国連持続可能な開発会議（RIO+20）に先駆けて

2012 年 6 月 6 日に発表されました。GEO 5 で大き

く取り上げられたのは、人間の活動が、現在、非

常に広範囲になり、地球規模で資源・環境に影響

を与えていているという証拠が示されているとい

うことです。RIO ＋ 20 では、これらの資源・環境

制約のもとでの 21 世紀型の持続可能な成長・開発

のためのビジョンや方向性が検討されました。そ

の中で、2015 年以降の開発・成長目標としての持

続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: 

SDGs）が提示されました。

　SDGs は 2015 年 9 月 25 ～ 27 日にニューヨーク

で開催された国連サミットで、17 の目標と 169 の

ターゲットからなる持続可能な開発目標として採

択されました（注 5）。17 の目標には、貧困の撲滅

（目標 1）、飢餓の撲滅（目標 2）、衛生的な水への

アクセス（目標 6）、持続的で近代的なエネルギー

へのアクセス（目標 7）、気候変動へのアクション

（目標 13）、グローバルなバートナーシップ（目標

17）などがあり、どの目標も気候変動対策と無縁

ではありません。逆にパリ協定の下での約束草案

を SDGs の達成と併せて実行することで、気候変

動対策が推進されます。その基本は地球システム

の限界を回避することです。

3. 地球システムの限界について
　私たちが住んでいる地球は、大気や水の循環、

地殻の変動、生態系の変遷という自然システムと、

人間の社会的、経済的な人工システムが相互に作

用しあっています。これを地球システムと呼んで

います。初めて地球システムの限界が言われたの

は、1972 年にローマクラブより出版された『成長

の限界』でした。『成長の限界』では「人口増加や

環境汚染などの現在の傾向が続けば、100 年以内

に地球上の成長は限界に達する」と警鐘を鳴らし

ました。その後の IPCC などの報告によれば、2070

年ごろには、気候変動の対策を実施しなければ世

界の平均気温が工業化前と比べて 3℃以上も上昇す

るという予測もあります（注 6）。今回の COP21 で

図 1　国連環境計画　地球環境概観第 5 次報告書（環

境報告研による日本語訳）

　http://hokokuken.com/geo5.html
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地球規模での対策の実施に世界各国が合意したこ

とにより、40 年以上かけてやっと地球規模での対

策が動き出したと言えます。キーリング博士が人

為的に放出される二酸化炭素の影響で温暖化がも

たらされると懸念して、1958 年にハワイ・マウナ

ロアで大気中の二酸化炭素濃度データの観測を実

施してから、実に 50 年以上が経過しています。

　ストックホルム・レジリアンス・センターの

Johan Rockström 博士たちは 2009 年に地球システム

の限界について Nature 誌に（注 7）、2015 年には、

最新の分析結果を Science 誌に発表しました（注 8）。

彼らは「地球システムの限界」を左右する 9 つの

指標を取り上げました。それらは、気候変動、新

しい物質の導入（化学物質など）、成層圏オゾンの

破壊、大気中エアロゾルの負荷、海洋酸性化、生

物地球科学的フロー、淡水利用、土地システムの

変化、生物圏の完全性です。生物の遺伝的多様性

と人間のリン・窒素循環への干渉はすでに地球シ

ステムの閾値を超えており、気候変動と土地利用

の変化は非常に危険な状態に入ったと警告してい

ます（図 2）。

　IPCC 第 5 次評価報告書によれば、地球の平均気

温を 2℃未満に抑えるためには、人間活動による累

積の温室効果ガス排出量を 2 兆 9000 億トン（二酸

化炭素換算）以下に抑える必要があります。人間

活動による排出量は 2011 年までに 1 兆 9000 億ト

ン（二酸化炭素換算）に達しています（注 9）。残

りは１兆億トン（二酸化炭素換算）です。現在の

温室効果ガス排出量が続くとすれば、あと 30 年以

内に我々は 2℃目標の枠を超えてしまうことになり

ます。当然のことですが、温室効果ガスの排出量

が増えれば、それだけ早く２℃目標の枠を使い切

ることになります。

　地球システムは複雑にからみあっています。

GEO5 では、大気圏、地圏、水圏、生物圏、化学

物質と廃棄物を取り上げ、人間活動によって影響

を受けた地球システムの相互作用について報告し

ています。これまでのところ、人間の圧力に対し

て地球システムがとった対応はその影響を抑える

方が総じて支配的であったとの指摘があります。

これは地球システムが持つ生来のレジリエンス（回

復力）によって説明されます。例えば、人為的な

二酸化炭素排出量の増加に対応して、生物圏の炭

素吸収能力は、1960 年代の約 20 億炭素トンから、

2005 年には約 40 億炭素トンになったという指摘が

あります（注 10）。しかし、世界の環境変化がもた

らす圧力を和らげる生物圏の能力が、低下してい

る兆しがあります。例えば、湖のような閉鎖性水

域では富栄養化が生じ、大陸域レベルでは、地域

の温暖化が増幅して北極圏の氷床・氷河の融解が

加速されるというように、正のフィードバックが

増大しているという証拠があります。

図 2　人類が関与している 9つの地球システムの限界ゾーン

　出典：Steffen 他 , Science 誌、2015 年１月 16 日と 2015 年コスモス国際賞受賞記念講演会ヨハンロックスト

ローム博士講演資料より作成

　http://www.expo-cosmos.or.jp/main/cosmos/album/2015/album2015.pdf
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4. おわりに
　中央アジアのアラル海の縮小と周辺環境の急変

は、「20 世紀最大の環境破壊」と言われています

（注 11）。アラル海は 1960 年代までは日本の東北地

方とほぼ同じ大きさの世界第４位の、豊かな自然

に恵まれた塩湖でした。しかし、砂漠の地を世界

最大の綿花地帯に変えるという旧ソビエト連邦の

「自然改造計画」のため、アラル海に流れこんでい

たアムダリア川とシルダリア川の豊富な水が灌漑

用水として使われました。その結果、1980 年代前

半にはアラル海に流入する水がなくなり、今では

アラル海は分断され 1960 年代の４分の 1 程度の面

積しかない湖となってしまいました。さらに、ア

ラル海では塩分濃度の上昇で魚が死滅し、塩分や

有害物質を大量に含む砂嵐が頻発するようになり、

周辺住民の健康を脅かしています。現在、川の流

れを再びアラル海に戻す努力がされていますが、

一度人間が壊した自然をもとに戻すのは容易では

ありません。

　アラル海の縮小よりさらに規模の大きい人為的

環境破壊が気候変動問題です。気候変動による被

害の因果関係がわかりにくいため、すべての国が

協調して温暖化問題に取り組むための仕組みには

なかなか至りませんでした。地球システムの限界

が COP21 で再認識され、人為起源の温室効果ガス

排出量を今世紀後半には実質的にゼロにしていく

ことが合意されたのは歴史的な転換点といえます。

　地球システムが変化している多くの証拠が GEO 

5 で示されています。人間は地球システムの不可

欠な要素として、その莫大な個体数と活動を通し

て、地球システムを変化させつつありますが、こ

れらの変化は地球全体に一様には分布せず、場所

によっては、他よりも大きな変化が及んでいます。

地球システムの閾値を超えると、影響が加速され、

元に戻すことはほとんど不可能になります。気候

変動が「21 世紀最大の環境破壊」とならないよう、

科学、政策、市民社会、企業からの活発な関与が

必要とされています。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）IPCC 第 5 次評価報告書　政策決定者向け要約、

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar5/ipcc_ar5_

wg1_spm_jpn.pdf

（注 2）IPCC 第 5 次評価報告書、ワーキング・グループ 2、

第 20 章、

　https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/

drafts/fd/WGIIAR5-Chap20_FGDall.pdf

（注 3）UNEP　地球環境概観第 5 次報告書（英語版）

http://www.unep.org/geo/geo5.asp

（注 4）朝山由美子「アジア・太平洋地域における低

炭素で強靭な社会の構築に向けて ～ UNEP 第 5 次

地球環境概観（GEO-5）「第 10 章：アジア・太平洋

地域」気候変動セクションの概要紹介～」地球環境

研究センターニュース 2012 年 10 月号 

　アジア・太平洋地域における低炭素で強靭な社会の

構築に向けて

　～ UNEP 第 5 次地球環境概観（GEO-5）「第 10 章：

アジア・太平洋地域」気候変動セクションの概要紹

介～

（注 5）国連持続可能な開発目標（SDGs）http://www.

unic.or.jp/activities/economic_social_development/

sustainable_development/2030agenda/

（注 6）IPCC 第 5 次評価報告書　ワーキング・グルー

プ 1、政策決定者向け要約　図 SPM.7

　http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar5/ipcc_ar5_

wg1_spm_jpn.pdf

（注 7）Nature 地球システムの限界、2009

　http://steadystate.org/wp-content/uploads/2009/12/

Rockstrom_Nature_Boundaries.pdf

（注 8）Science　地球システムの限界　2 版、2015　

http://www.sciencemag.org/content/347/6223/1259855.

abstract

（注 9）IPCC AR5 統合評価報告書　政策決定者向け要

約、10 ページ、1 ～ 3 行目

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_

SYR_FINAL_SPM.pdf

（注 10）Canadell et al. (2007) Contribution to accelerating 

CO2 growth from economic activity, carbon intensity, and 

efficiency of natural sinks. PNAS 104, 18866-18870

（ 注 11）UNEP GEO 3　 第 2 章 http://www.grida.no/

publications/other/geo3/?src=/geo/geo3/english/485.htm

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201210/263002.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10回)

　　　　　　　　　　

   　 「地球温暖化の事典」担当した章
    　3.10 植生と土壌

   　 次回「地球温暖化の事典」に書きたいこと
    　炭素循環、植生 - 気候相互作用

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）

植生と気候の相互作用の解明
－陸面過程のより普遍的な理解を目指して－

高田久美子さん（国立極地研究所国際北極環境研究センター　特任研究員／
        国立環境研究所地球環境研究センター　共同研究員）

たかた

　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 10 回は、 高田久美子さんに、 地球温暖化が高

緯度地域の土壌と植生に与える影響などについてお

聞きしました。

1. 植生と土壌、北極圏からアジアモンスーン地域
まで

【広兼】『地球温暖化の事典』では「植生と土壌」

の執筆を担当していただきました。高田さんは地

球環境研究センターの共同研究員ですが、所属は

国立極地研究所国際北極環境研究センターとお聞

きしております。北極には土壌も植生もないと思

いますが、この関係の研究はできるのでしょうか。

【高田】北極といっても北極海だけでなく、周辺域

も含めた「北極圏」が研究対象になりますので、

凍土や積雪、寒帯林なども含まれます。私は、大

気大循環モデル（General Circulation Model: GCM）

の陸面過程の研究をしてきましたので『地球温暖

化の事典』で「植生と土壌」を担当させていただ

きました。北極圏には、シベリアなどに存在する

永久凍土や、北半球の高緯度の陸地で数ヶ月にわ

たって大きく広がる積雪など、地球規模の気候とっ

て大事な要素があります。

【広兼】元地球環境研究センター総括研究管理官の

井上元さんが、永久凍土とメタンの発生に関する

研究を行っていました。

【高田】温暖化で凍土が融けてメタンが発生し、温

暖化を加速するのではないかという問題は、最近

改めて注目されていますね。私も学生の時にメタ

ンの分析に携わっていましたから、どういう研究

が進められているのか、いつも興味をもって見て

います。

【広兼】学生時代の専攻は化学ですか。

【高田】もともとは物理で、太陽光や月光の吸収ス

ペクトルを用いた窒素酸化物（NO2 や NO3）の測

定に取り組みました。光を使って微量成分を測る

ことからはじめ、次にメタンの分析やガスクロマ

トグラフィでの分析を行い、就職したときに、地

球温暖化予測の研究というテーマを与えられ、そ
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のなかで、陸面過程を担当することになりました。

振り返って見ると、どれも地球温暖化に繋がるテー

マに携わってきていますね。

【広兼】いろいろな分野を経て、陸面過程の担当に

なられたのですね。北極圏に属しているグリーン

ランドについても研究されていますか。

【高田】グリーンランド氷床そのものについては研

究していませんが、氷床上の積雪がどのように変

化するのか、ということは調べています。2012 年

7 月、グリーンランド氷床表面の全面融解が起こり

ましたが、氷床表面の状態は氷床全体の増減に影

響します。温度が上がると積雪の粒は大きくなる

という性質があって、粒が大きくなると積雪のア

ルベド（日射の反射率）が下がるので、さらに温

度が上がって融解を加速させます。温暖化予測の

気候モデルのなかで、そういった効果を陸面過程

の中にきちんと入れていくよう、モデルの改良に

取り組んでいます。

【広兼】『地球温暖化の事典』では、熱帯林の植生

について記述がなかったように思いますが、高田

さんの研究対象は主として高緯度の植生でしょう

か。

【高田】最近の主な研究対象は高緯度地域ですが、

私が扱っている陸面過程のモデルは GCM に入っ

ていますから、高緯度だけではなく全球のあらゆ

る陸上できちんとシミュレーションできているか

とか、中緯度の気候にどういう影響を与えるかな

ども調べています。極地研に移る前は、海洋研究

開発機構で産業革命以降の耕地化（森林を農地に

する）が、アジアモンスーン域の気候にどんな影

響を与えるかという研究をしていました。アジア

域では過去 300 年でインド亜大陸や中国東南部が

耕地化していますが、これらの地域で夏にモンスー

ンによる降水が減少するほか、雨季の開始時期が

遅くなることがわかりました。

2. 土地利用変化が環境に与える影響
【広兼】中国では、洪水対策・土壌侵食対策などを

背景に、植樹などにより植生を回復させていると

聞いています。都市の緑化や中国での緑化は気象

や地球環境に影響を及ぼすでしょうか。

【高田】中国では緑化のほかにも黄河などで灌漑が

大規模に行われています。灌漑をしている黄河流

域のある盆地の中では雲が立たなくて周囲の山地

で雲ができます。耕地化の研究プロジェクトの一

環で、その盆地で灌漑をしなくて土壌水分はカラ

カラになった場合の状況変化をシミュレーション

した研究では、盆地内で地面が温められて積乱雲

ができてしまうという結果が得られています。土

地利用変化が起こると、その地域には影響がある

ということがわかります。都市のように小さいス

ケールでも、緑化した地域と周辺くらいの範囲に

図 1　耕地化がアジアモンスーン域に与える影

出典：「産業革命以前の農業活動が気候変化に与えた影響を気候モデルで再現」海洋研究開発機構・名古屋大

学プレスリリース 2009 年 6 月 2 日 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20090602/

森林伐採前 伐採後（耕地化）

¥
¥

森林による地表面
摩擦が大きく、

水蒸気輸送が減速、
収束が強化される

耕地による地表面
摩擦は小さく、水蒸
気輸送の減速も小
さく、収束は小さい

アラビア海 アラビア海

森林からの
蒸発散大きい

耕地からの
蒸発散小さい

アルべード小さく
日射量吸収が大きい

アルべード大きく
日射量吸収が小きい

降水量が
多い

降水量が
少ない
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は十分に影響を及ぼします。

【広兼】緑化するとアルベドはどうなりますか。

【高田】森林は草地や乾いた土壌よりもアルベド

が小さいので、より多くの太陽光を吸収するよう

になります。そのため、葉が増える効果も含めて

蒸発散量が増えますが、地中深くの根から吸い上

げた水分を蒸発散に使うことができるようになる

ので、地表面の温度は上がりにくくなると考えら

れます。逆に、耕地化や森林伐採で森林が草地に

なるとアルベドが大きくなって地面に入ってくる

熱は減りますから、地面を冷やす方向に働きます。

しかし、地表面に近い土

壌水分が蒸発してしまう

ので、エネルギーと水の

交 換 の バ ラ ン ス と し て

は、顕熱フラックスとい

う熱輸送が盛んになり、

地面温度は上がるという

結果になることが多いで

す。

【広兼】森林が草地化す

ると、反射は多くなると同時に顕熱輸送が支配的

になって（潜熱輸送が少なくなり）、暑くなるとい

うことですね。

3. 自然環境だけではない、砂漠化の原因
【広兼】広義の土壌には砂漠やステップ等植生がま

ばらなものもありますが、植生があまりないと研

究対象にはならないのでしょうか。

【高田】そんなことはないです。砂漠やステップ

でも大気と陸面の間で熱と水の交換はありますか

ら、同じように大事です。また、温暖化したとき

に砂漠やステップなどの土地被覆状態がどう変化

するのかも重要な問題です。ですから、そこでど

のように地表面の熱・水交換が起こっているのか

を知る必要があります。砂漠化は自然に草が生え

る環境かどうかということだけでなく、過放牧な

ど社会的な条件が重なって変化するとも言われて

いますので、社会学的な研究との連携も必要になっ

てくるでしょう。モンゴルは過放牧による砂漠化

が問題になっている地域の一つですが、半乾燥地

域であると同時に寒いところなので、寒波によっ

て大雪になると草が埋もれて家畜が食べられなく

なってしまい、大量に餓死してしまったりするそ

うです。半乾燥という気候条件、寒波の影響を受

ける地域性、放牧という畜産スタイルが絡み合っ

ていて、自然環境と社会環境の接点にある問題だ

と思います。

【広兼】砂漠化にも様々な要因があるというわけで

すね。

4. 永久凍土が融解したら…
【広兼】凍結すると土壌の熱伝導率が上昇するとの

ことですが、それはどう

いう影響につながるので

しょうか。逆に、永久凍

土が融けると熱伝導率が

下がって何が起きるので

しょうか。

【高田】氷の熱伝導率は水

の 4 倍くらいなので、永

久凍土が融けたら 1/4 く

らいに下がり、熱の伝わ

り方が遅くなります。

【広兼】ということは、永久凍土（氷）のままで熱

を伝えやすい状態の方が土壌の中に熱が流れてい

くので、温暖化を抑制する方に働くということで

しょうか。

【高田】熱の出入りだけを単純に考えたらそうな

りますが、凍土の氷がどのような形で含まれてい

るかによっても熱の伝わり方は変わるので、それ

ほど単純な変化にはなりません。また、凍土が融

けたらどういう状態になるかというのは、熱の出

入りだけでは判断できません。やはり水の動きが

どう変わっていくかを考慮しなければなりません。

というのは、凍土はほとんど水を通しませんが、

融解すると水を通すようになり、積雪・凍土の融

解水や雨水の浸透する量が変わります。どの深さ

まで融解したかによっても、地表面付近がどれく

らい湿るかずいぶん変わると言われています。

【広兼】一概には言えないということですね。

【高田】そうですね。地表面近くまで永久凍土が

あると、そこで水はせき止められて、降ってきた

雨もその上の範囲内でしか溜まることができませ
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んが、永久凍土が少し融けると、もうちょっと深

いところまで雨が入るようになり、地表面が乾く

のではないかという説があります。一方、シベリ

アの永久凍土帯には、氷期・間氷期スケールの振

動でできたアイスウェッジ（ice wedge、氷
ひょうせつ

楔）と

いう氷の塊があちこちにあり、深いところだと数

10m くらいくさび状に地中に入っています。アイ

スウェッジが融けると全部水になってしまいます

から、地面が落ち込んで大きな池ができる場合も

あります。結局どっちに転ぶかまだよくわかって

いない部分がたくさんあります。

5. 永久凍土にも地下水はある？！
【広兼】地下水は、日本の場合 10 ～ 15℃程度で温

度が一定していますが、シベリア等の永久凍土地

域ではどうなっているのでしょうか。

【高田】日本の地下水の温度は実は日本の年平均気

温に近いのです。それは日本だけではありません。

地表では、冬は寒くて夏は暑くなるという季節変

化をしていますが、地中奥深くに入るにしたがっ

て振れ幅が小さくなります。そしてある深さのと

ころでほとんど変化しなくなり、その温度が 0℃以

下になっていると、そこには永久凍土がある。当

たり前のようですが。永久凍土域では、冬は全部

凍っていますから地下水はありません。春になる

と上から融けていきます。ヤクーツクのデータを

使って土壌モデルで計算した結果によると、暖か

くなると 0℃以上の部分は凍土が融けて、水が溜

まってきます。夏になると、地表から 2m くらいま

で融けて水が入っています。この水は、氷の面の

すぐ上に溜まっていますから、地下水みたいな状

態になっています。このように、永久凍土では常

に地下に水があるわけではないです。同じ凍土帯

でもハバロフスクは季節凍土になっていて、冬に

は地表から凍っていきますが、夏は全部融解して

しまうので、おそらくどこかに地下水があると思

います。ハバロフスクでは地下に永久凍土がなく、

年平均の気温、地温も 0℃以上になっています。

【広兼】意外とシンプルですね。

【高田】はい、原理原則を突き詰めていくと、意外

とシンプルなストーリーになります。科学の醍醐

味ですね。

6. 近い将来の課題：植生と気候の相互作用の解明、
従来の理論の見直し

【広兼】次回、『地球温暖化の事典』を執筆すると

したら、書きたい内容はありますか。

【高田】私が書くというより、こういうことが載せ

られるようになっているといいなと思うのが、炭

素循環や植生 - 気候相互作用の問題です。地球温

暖化は二酸化炭素（CO2）がどのくらい大気中に

増えるかということで起こっているわけですから、

炭素循環はその根源部分の問題だと考えています。

炭素循環がどうなっているかということを、さら

に解明する必要があると思います。

【広兼】“どうなっているか”（現状）ですか？　“ど

うなっていくか”（予測）ではなくて？

【高田】両方です。“どうなっているか” も、わから

ない部分がまだたくさん残っています。“どうなっ

ていくか” に関しては、さらに不明な部分が多く

写真1　海岸で露頭に現れたアイスウェッジ（氷楔(ひょうせつ)）。（左）周りの土壌が氷に押されて地層が曲がっ

ている。（右）高さは数 m（近くに立っている人と比べて）。カナダ・イヌーヴィック近郊の Pelly 島にて、1998

年 6 月撮影。
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残されていると思います。このシリーズの第 6 回

で三枝信子さんが詳しくお話されているように、

地上での CO2 フラックスのやりとりについてはか

なりネットワーク化され、グローバルに把握でき

るようになりつつあります。土壌炭素については、

知見、データ、ノウハウが蓄積されていますが、

それらがまだ組織化されていないと感じています。

体制が整えられて、グローバルにどうなっている

かを把握できるようになっていってほしいと思い

ます。植生と気候の相互作用については、動態植

生（注 1）を入れた地球システムモデルによる研

究が急速に進んでいるところで、国立環境研究所

が参加している MIROC（Model for Interdisciplinary 

Research on Climate）グループの結果も含め、IPCC

第 5 次評価報告書でいくつか結果が出ていますが、

十分に信頼できる精度には至っていないのではな

いでしょうか。この分野は、今後一番研究として

面白いし、社会からも必要とされていると思いま

す。このシリーズの第 1 回で江守正多さんがお話

されていましたが、大気海洋結合モデルを開発し

たときに、つじつまが合うように人為的に熱フラッ

クスや水フラックスを与えて温暖化実験していま

した。そこから、人為的に与えている分をなくし

てきちんと予測できるようになるまで 10 年くらい

かかりました。動態植生モデルとの結合も同様で、

現在は少々無理矢理つじつまを合わせているとこ

ろがあるようです。

【広兼】産みの苦しみみたいなものですね。

【高田】そうですね。できるだけそれをせずに、き

ちんと現在の植生と気候の状態が再現できるよう

になっていってほしいです。そうすることによっ

て、植生がどういうふうに気候に応答しているの

か、気候は植生からどういう影響を受けているの

かが新たにわかってくると思います。

　私自身は地面近くのことをずっと研究してきて、

この 5 年くらい気になっていることがあります。

地表面と大気との熱や水、物質のやりとりに関す

る原理原則は、1960 年代にロシアの研究者が当時

最先端をいっていて、それをベースに立てられた

理論をもとにした計算式を今でも使っています。

しかし、気候モデルの解像度は、500km の時代か

らから現在は数 km で全球計算ができるところまで

きています。計算式だけ、60 年代のままでいいの

かという問題はあると思います。

【広兼】正しいとされている理論をちょっと見直す

ような学問領域があるといいですね。

【高田】地表から高さ約数 km までの境界層のなか

で、小さな乱流によって熱が運ばれる乱流輸送に

ついても、1980 年代に作られたモデルを改良して

いますが、モデルの解像度が上がったことに応じ

て見直すべき点はないのかとか、LES（Large Eddy 

Simulation）（注 2）によって乱流交換量を直接的に

計算する手法もでてきているので、両方を見据え

て、今後どういうやり方で交換量を見積もっていっ

たらいいか、などということを研究していく必要

があるのではないかなと思っています。これは私

一人ではとてもできない分野なのですが、近い将

来きちんと取り組まなければいけない課題だと思

います。

【広兼】いろいろな学問分野を経験されたからこそ、

そういう発想が生まれるのですね。すばらしいと

思います。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）植生を気候モデルの外的な条件として与える

のではなく、気候変化に応じて植生の状態や構成要

素が変化し、その植生変化が気候変化に影響を及ぼ

すフィードバック効果を考慮したもの。

（注 2）数十～数百 m の規模の対流運動（乱流）を再

現できる数値計算手法。

＊このインタビューは 2015 年 12 月 8 日に行われ

ました。

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

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/jiten/
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　農地や森林等の陸域生態系はエネルギー・物質

交換を通じて大気環境を改変する機能を有してい

る。このため、陸域生態系－大気環境間の相互作

用を計測し、モデル化することは気候変動対策や

農業生産管理にも有効である。近年の発展途上国

での人為的な環境撹乱に伴う陸域生態系の脆弱化、

環境機能の劣化に対し、生態系の環境応答を野外

環境で計測するための技術開発、陸域生態系モデ

ルの精緻化、衛星リモートセンシングを用いた環

境撹乱に対する広域の生態系応答モニタリング等、

様々な研究・開発も求められている。このような

背景から、陸域生態系のプロセス研究における計

測手法・技術や広域モニタリングの最前線を紹介

し、今後の方向性について議論することを趣旨と

して、2015 年 10 月 23 日に日本学術会議公開シン

ポジウム「生態系計測・モニタリングの最前線」

が日本学術会議講義堂で開催された。

　開会挨拶として、近年の極端気象現象の増加を

背景に、計測モニタリングの重要性についての説

明が真木太一氏（日本学術会議連携会員、九州大

学名誉教授）によってなされた。次いで、平野高

司氏（日本学術会議連携会員、北海道大学大学院

農学研究院教授）から、計測・モニタリングの歴

史や、現在大きな発展を遂げている植物等からの

サンプル採取を必要としない非破壊計測・モニタ

リング技術、分野間の連携・方向性についての議

論の重要性等を踏まえ、本シンポジウムの趣旨説

明がなされた。本シンポジウムは前半 3 件が地上

観測、後半 3 件がリモートセンシング研究関連の

発表で構成され、最後に総合討論の時間が設けら

れた。

　最初に、「水田生態系の環境変動応答の解明を可

能とする開放系大気 CO2 増加（FACE）実験」と題

して、林健太郎氏（農業環境技術研究所物質循環

研究領域主任研究員）から土壌における炭素およ

び窒素循環を中心とした研究紹介が行われた。土

壌は平均厚 20 cm という脆弱な地球の薄皮である

一方で、食料生産の場であり、陸域物質循環の要

である。大気中二酸化炭素（CO2）濃度の増加は

植物の光合成を促進する「CO2 施肥効果」がある。

しかし、CO2 濃度が高まると、相対的に窒素など

の他元素（栄養素）が不足し、生産・収穫量が目

減りし、また、気孔が閉じることで蒸散が減少す

る。蒸散減少は水資源節約につながる一方で、葉

温上昇による不稔・品質低下につながる可能性が

ある。そこで、つくばみらい市の実圃場における

FACE（Free-Air CO2 Enrichment）実験を通して、作

物生産に着目した結果が紹介された。外気 CO2 濃

度 +200 ppm で施肥した実験では、イネに関しては

10% 程度の増収が観測されたが、品種によって応

答は大きく異なること、CO2 施肥効果は気温や日

照条件等の気象要因によって大きく変化すること、

生育が進むと CO2 施肥効果が減少すること等が報

告された。メタン（CH4）発生に関しては、土壌内

での CH4 生成と酸化の差分を大気の側から見てい

ることが不確実性を生む要因であること、窒素循

環に関しては、操作実験・モニタリング・モデリ

ングを組み合わせ、生物的窒素固定、脱窒、無機化、

品種影響などを明らかにする必要がある等、現地

観測から見えてきた今後の研究課題について報告

された。

　次いで、「農地における微量気体のフラックス計

測：現状と展望」と題して宮田明氏（農業環境技

術研究所大気環境研究領域長）が、農地での CH4

フラックス計測を中心とした研究紹介を行った。

農地でのガスフラックス計測の対象は、生物の生

陸域生態系を多角的に観る
日本学術会議公開シンポジウム

「生態系計測・モニタリングの最前線」参加報告

　　　　　　　　　　地球環境研究センター物質循環モデリング・解析研究室　研究員　　齊藤 誠
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育環境、生理生態機能、大気汚染物質による作物

被害の推定、農地の大気浄化機能、物質循環、温

室効果への寄与、大気光化学への寄与等多岐にわ

たる。ガス分析装置の開発・改良によって、気体

の様々な観測が可能となった。オープンパス型ガ

ス分析計の普及は、FLUXNET 等のネットワーク

拡大や CH4 フラックス観測のアジアでの普及に貢

献し、また、データの標準化も進展した。一方で、

クローズドパス型ガス分析計はフラックスが小さ

い地点では観測に有利である。これまでの CH4 フ

ラックスデータの大半はチャンバー法によって観

測されてきたが、測定法の標準化が課題であると

の指摘があった。また、バングラディシュでの観

測例の紹介として、CO2 フラックスと CH4 フラッ

クスでは季節変動が一致しないこと、鋤込みによ

る土壌有機物が影響すること、収穫後の稲わらの

持ち出しが乾季の CH4 発生量を小さくしているこ

と、CH4 フラックスの日変化はイネ体の通気コン

ダクタンスが影響していることが紹介された。農

地・畑地での CH4 フラックス観測事例の報告では、

土壌内全体のガス拡散係数が CH4 放出量に寄与す

ること、微生物による CH4 生成活動や、水田から

の CH4 フラックスを評価する際には休耕期に水田

から発生する CH4 も考慮すべきであること、作物

残渣の処理によって CH4 発生量が大きく異なるこ

と、CH4 発生の広域評価には大きな不確実性があ

ること等が紹介された。

　シンポジウム前半の最後は、「二酸化炭素安定同

位体を用いた森林における炭素循環研究」と題し

て、高梨聡氏（森林総合研究所　気象環境研究領

域　主任研究員）から CO2 安定同位体の連続観測

から明らかになった樹木内部の炭素の動きについ

ての研究紹介が行われた。生態学的手法を用いる

と年々変動などの長期変動は観測できるが、季節

変動等の観測は困難である、チャンバー法は森林

全体への積み上げ方に問題がある、微気象学的手

法だと森林内部プロセスがわからない等、森林の

炭素循環研究を推進する上でこれまでの観測手法

には課題がある。そこで高梨氏は、レーザー吸収

分光法を用いた CO2 の安定同位体比計測から森林

内部プロセスの検証を試みた。しかし、同位体分

析を利用した成分分離を行うにはレーザー吸収分

光法では精度が足りず、排出源（ソース）の同位

体比を決定することが難しいことがわかった。次

に、13C パルスラベリング同位体実験を実施した。

その結果、呼吸で放出される 13C は季節変動し、冬

季はほとんど放出されないことが観測された。こ

のことから、樹木内部における炭素到達時間は季

節によって大きく異なること、葉群、地上木部、

根系から成る炭素プールの大きさが幹呼吸量に寄

与している可能性があること、などが紹介された。

　後半の最初は、「ALOS-2 PALSAR-2 による森林

分類・変化・バイオマスの観測」と題して、本岡

毅氏（宇宙航空研究開発機構　ALOS-2 プロジェ

クトチーム　開発員）から 2014 年 5 月に打ち上

げられた地球観測衛星「だいち 2 号」（Advanced 

Land Observing Satellite-2: ALOS-2）に搭載された

フェーズドアレー型合成開口レーダ（Phased Array 

type L-band Synthetic Aperture Radar: PALSAR-2）の

概要を中心に、最近の研究事例の紹介が行われ

た。PALSAR-2 は世界で日本だけが採用している

L バンド合成開口レーダ（Synthetic Aperture Radar; 

SAR）である。他の波長に比べ、水蒸気の影響を

受けにくいために天候に左右されず、また、電波

が森林内へ透過し樹木の構造に応じて散乱される

特徴を持つ。このため雲が多い熱帯林での森林バ

イオマスの観測が可能である。実際の画像として

インドネシア・リアウ州における伐採による森林

面積の変化、ブラジル洪水林等が示された。また、

PALSAR-2 の画像はアマゾンやカリマンタン等の

森林面積減少の説明や、伐採監視強化へ貢献して

いること、地上調査も実施して森林バイオマスの

調査を実施していること、森林バイオマスの推定

法の改良等も紹介された。

　次に、筆者が「GOSAT データの陸域生態系研

究への利用－メタン放出量の時空間変動解析」と

題した発表を行った。温室効果ガス観測技術衛

星「いぶき」（Greenhouse gases Observing SATellite: 

GOSAT）は 2009 年 1 月に打ち上げられた地球観

測衛星であり、温室効果ガス観測センサ（Thermal 

And Near infrared Sensor for carbon Observation - 

Fourier Transform Spectrometer: TANSO-FTS） と

雲・エアロソルセンサ（Thermal And Near infrared 

Sensor for carbon Observation - Cloud and Aerosol 
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Imager: TANSO-CAI）2 種類のセンサを搭載した衛

星である。国立環境研究所 GOSAT プロジェクトが

提供するレベル 2 およびレベル 4（L4）プロダク

トを中心に、GOSAT プロジェクトの概要を説明し

た（図 1）。また、L4 プロダクトの一つである亜大

陸スケールの CH4 吸収・放出量推定値を用いた応

用研究事例として、2010 年にアマゾン域で発生し

た大干ばつがアマゾン全域の CH4 収支へ及ぼした

影響についての研究結果を紹介した。

　最後の発表は、「生態系リモートセンシング－細

胞から植生へ、2 次元から 3 次元へ」と題して、大

政謙次氏（日本学術会議第二部会員、東京大学　

大学院農学生命科学研究科　教授）が自身のこれ

までのリモートセンシング関連研究の成果を紹介

した。植物は種や器官によって異なる 3 次元空間

構造を有し、環境との相互作用によってそれらの

機能は空間的に異なる。蒸散や光合成、成長など

に関する機能も空間的構造の影響を受けている。

そこで植物を対象としたリモートセンシングでは、

生育環境を破壊することなく 2 次元、更には 3 次

元的に計測する手法の開発が行われてきた。可視・

近赤外分光反射、熱赤外、クロロフィル蛍光、距

離ライダーなどを用いた画像計測・リモートセン

シング研究等について紹介した。

　すべての発表後に行われた総合討論では、平野

氏の司会のもと発表者 6 名がパネリストとして登

壇し、質疑応答を踏まえつつ、分野間の連携を如

何にして促進するかについて様々な意見が交換さ

れた。今回の発表では「生態系計測・モニタリン

グ」という共通テーマを軸に、地点から全球まで

多様なスケールを対象とした研究課題を網羅して

おり、各発表者とも研究の発展のためには異なる

研究分野との連携が必要不可欠であるとの認識を

持っていた。同時に、スケール間のギャップや計

測手法の違いを埋めることの難しさも共通認識と

して持っていた。本シンポジウムのような機会を

今後も継続し、議論を重ねていくことが必要であ

ると思われる。

図 1　GOSAT および地上観測データを利用して全球炭

素収支を推定する模式図
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衛星による地球観測の現状と今後の展望
－地球観測連携拠点(温暖化分野)平成27年度ワークショップ開催報告－

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

1. はじめに
　気候変動を予測し、人間社会や生態系への気候

変動の影響を評価する上で、地球環境の実態を把

握することは非常に重要であり、そのためには地

球観測データの充実が必要不可欠です。特に衛星

による観測は、全球規模での広域分布を繰り返し

測定することが可能であり、各種環境要因の空間

分布を把握し、それらの変化を抽出するのに極め

て有効です。また、近年の技術革新により温室効

果ガス、植生などの様々な要素の観測が可能になっ

てきており、従来の地上観測や航空機観測などと

組み合わせることにより、地球温暖化をはじめと

する地球環境研究が大きく進展することが期待さ

れています。

　地球温暖化対策に必要な観測を統合的・効率的

にするために設立された「地球観測連携拠点（温

暖化分野）」（以下、連携拠点（注 1））では、一般

の方から研究者までを対象に、温暖化観測の現状

や将来展望に関するワークショップを平成 19 年度

より毎年開催しています（注 2）。平成 27 年度のワー

クショップは、気候変動・水循環変動・生態系等

の地球規模の監視・解析・予測に貢献する我が国

の地球観測衛星の現状と最近の動向を把握し、将

来の展望を議論する目的で開催しました。以下に

平成 27 年 11 月 19 日（木）東京で開催されたワー

クショップの概要についてご報告します。

2. ワークショップ概要
　はじめに、連携拠点の事務局である「地球温暖

化観測推進事務局」を共同で運営する環境省・気

象庁を代表して、気象庁地球環境・海洋部地球環

境業務課の矢野敏彦課長より開会のご挨拶があり、

地球観測を長期にわって継続していくこと、そし

て、それを国民に理解・支援していただくことが

重要であると強調されました。

　続いて、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の中島

映至氏の基調講演が行われました。日本学術会議

連携会員であり地球惑星科学連合大気水圏科学セ

クションのプレジデントである中島氏は、科学者

としての立場から衛星地球観測の現状と課題につ

いて講じました。中島氏はまず、2000 年代の初め

の「みどり」（ADEOS）、「みどり 2 号」（ADEOS-

II）の相次ぐ運用停止という「暗黒時代」を乗り越

え、現在の世界に誇る衛星運用に至った我が国の

地球観測衛星の歴史を紹介しました。平成 27 年 9

月の関東・東北豪雨による氾濫域を「だいち 2 号」

（ALOS-2）が検知した画像や米国の研究者が「い

ぶき」（GOSAT）のデータを利用して北米のメタ

ン排出量を評価した事例などを説明し、現場での

利活用と最先端科学の発展の両方に役立つように

工夫された衛星データが、宇宙機関・現業機関・

研究機関・教育機関の間で連携して利用されてい

る様子を示しました。欧米・中国・韓国では、地

球環境問題解決への貢献のために積極的な地球観

測衛星開発を進め、「2020 年～ 2040 年」の将来計

画が活発に議論されています。しかし、日本の宇

宙基本計画では 2020 年期以降、地球観測衛星の明

確なロードマップがなく、検討が急がれています。

中島氏は我が国の地球観測衛星の継続的な発展に

は、持続可能な観測システム構築への努力が必要

であり、特に衛星長寿命化（10 年以上）・小型化な

どの技術革新が鍵であると締めくくりました。

　次に、3 名の専門家より衛星による地球観測の現

状と最新の動向について講演がありました。気象

庁の操野年之氏（代理：大野智生氏）は、平成 26

年 10 月に打ち上げられた新しい日本の静止気象衛
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星「ひまわり 8 号」（注 3）の解像度や観測頻度の

飛躍的な向上について、観測された画像を表示し

ながら説明しました。特に、急発達する積乱雲を

2.5 分ごとに追跡する動画には会場から感嘆の声が

聞かれました。新しいひまわりの高解像度・高頻

度の観測は今後予想される極端な気象現象に初期

段階で対応でき、防災へ貢献します。また、観測

する画像の種類（波長）が前の「ひまわり 6・7 号」

の 5 種類から 16 種類へ増えたことで、中国からの

黄砂や、口永良部島の火山灰や火山性のガスも観

測できるので、気象情報だけでなく広い分野への

応用が期待されています。

　国立環境研究所の横田達也氏は、平成 21 年 1 月

に打ち上げられた世界初の温室効果ガス観測技術

衛星「いぶき」（GOSAT）が 5 年間の定常運用の

後も装置のトラブルを克服し、その長期観測デー

タが科学研究に積極的に利用されていると話しま

した。「いぶき」のデータによれば、地上から上空

までの地球大気全体の二酸化炭素の月別平均濃度

は季節変動をしながら年々上昇し、平成 28 年中に

400 ppm を超える見込みです（注 4）。また、観測

されたメタン濃度は、排出量データから推定され

た人為起源メタン濃度と相関関係があることがわ

かり、メタン排出の監視・検証ツールとしても有

効利用が望めます（注 5）。温室効果ガスの衛星観

測は世界的な連携のもとに行われており、後継機

の GOSAT-2 は米国の二酸化炭素観測衛星（OCO-2）、

中国の炭素観測衛星（TanSat）に続く平成 29 年度

の打ち上げが予定されています。

　北海道大学低温科学研究所の江淵直人氏は、世

界最高性能を誇る地球観測衛星搭載マイクロ波放

射計 AMSR2 を搭載した水循環変動観測衛星「し

ずく」（GCOM-W）による観測データが大気・海

洋変動のメカニズムの解明や海況監視、漁業資源

モニタリングなどの分野で広く社会に貢献してい

ると話しました。AMSR2 による海面水温、水蒸

気量、降水量、海氷などの観測データは気候変動

を監視するために必須なデータで、こうしたデー

タを得るには、継続的な衛星観測が重要ですが、

GCOM-W の後継機の見通しが立たないという課題

を抱えています。

　総合討論では、まず、二人の専門家からコメン

トをいただきました。JAXA の石田中氏は、平成

27 年に JAXA が地球観測衛星委員会（CEOS）の

議長として世界の地球観測衛星計画を主導して、

一連の国際枠組みにおいて地球観測衛星の役割を

位置付けたことを紹介しました。また、JAXA と

アメリカ航空宇宙局（NASA）が進める国際共同ミッ

ションの全球降水観測計画（GPM 計画）で平成 26

年 2 月に打ち上げられた GPM 主衛星は、二周波降

水レーダ（DPR）により、これまで観測範囲外だっ

た中高緯度の降水を観測でき、そのデータは「JAXA

世界の雨分布リアルタイム」として公開されてい

ます（注 6）。さらに、GCOM-C は放射収支と炭素

循環の変動に注目する気候変動観測衛星として打

ち上げの準備が行われています。

　東京大学先端科学技術研究センターの岩崎晃氏

は、空間分解能 30m 以下の高解像度センサを搭載

した衛星について、観測頻度は低いものの、海氷、

氷河、森林の変動や森林火災の発生などの精細な

情報を提供し、温暖化分野の観測に貢献している

と話しました。岩崎氏は平成 4 年に打ち上げられ

写真 1　ワークショップにおける横田氏による講演 写真 2　事務局長の司会による総合討論
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た地球資源衛星「ふよう 1 号」（JERS-1）に搭載さ

れた SAR、平成 18 年の「だいち」の PALSAR、平

成 26 年「だいち 2 号」の PALSAR-2 の画像を比較

して見せながら、日本の合成開口レーダが段階的

に高性能化し、将来は先進レーダとしての発展が

見込まれていることを示しました。また、欧米を

中心に進むデータのオープン＆フリー戦略と近年

注目を集めている超小型衛星についての話題が提

供されました。

　続く討論では、講演者と参加者の間で長期的な

衛星計画の立案の体制、関係機関の連携のありか

た、開発システムのありかた、我が国とヨーロッ

パの衛星計画の検討体制の相違、衛星計画関連の

国際的な枠組み・計画等の支援の必要性等につい

て、活発な議論が行われました。特に、2020 年以

降の日本の地球観測衛星計画の検討が遅れている

ことが課題としてあげられ、省庁連携、国際連携

が重要な衛星計画の推進にあたっては省庁横断型

システムの設置が必要との認識が共有されました。

なお、講演資料は地球温暖化観測推進事務局ホー

ムページで公開しています（注 7）。

3. おわりに
　ワークショップ当日は、企業、教育・研究機関、

行政の関係者を中心に約 160 名の方々の参加があ

り、会場でのアンケートには衛星観測への期待や

国内連携への激励など自由記載欄に多くの声が寄

せられました。ワークショップ後の 11 月 27 日に

は「気候変動の影響への適応計画」が閣議決定さ

れ、また、12 月 12 日には第 21 回国連気候変動枠

組み条約締約国会議（COP21）において途上国を

含むすべての国が参加する 2020 年以降の新たな温

暖化対策「パリ協定」が採択されました。こうし

た国内外の動向を踏まえ、連携拠点は来年度以降、

気候変動とその影響の観測のみならず、適応計画

に資する活動を行ってまいります。最後に、ワー

クショップ開催にあたりご支援とご協力を賜りま

した多くの方々に厚く御礼申し上げますとともに、

今後とも連携拠点へのご支援をよろしくお願い申

し上げます。

--------------------------------------------------------------------
（注１）第 42 回総合科学技術会議（平成 16 年 12 月）

で取りまとめられた「地球観測の推進戦略」の中で、
地球観測の統合的・効率的な実施を図るために関係
府省・機関の連携を強化する推進母体として、連携
拠点の設置が提言されました。地球環境問題の中で
も特に重要な地球温暖化分野の連携拠点について
は、気象庁・環境省が共同で運営することとし、平
成 18 年度から活動を開始しました。

（注 2）過去の連携拠点ワークショップ http://occco.

nies.go.jp/activity/event.html

（注 3）リーフレット「新しい静止気象衛星－ひま
わ り 8 号・9 号 － 」http://www.jma.go.jp/jma/kishou/

books/himawari/201507_leaflet89.pdf

（注 4）温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）
の観測データに基づく月別二酸化炭素の全大気
平 均 濃 度 の 公 表 に つ い て http://www.nies.go.jp/

whatsnew/2015/20151116/20151116.html

（ 注 5） 温 室 効 果 ガ ス 観 測 技 術 衛 星「 い ぶ き 」
（GOSAT） に よ る メ タ ン 観 測 デ ー タ と 人 為 起 源
排 出 量 と の 関 係 に つ い て http://www.nies.go.jp/

whatsnew/2015/20151127/20151127.html

（注 6）世界の雨分布リアルタイム（GSMaP_NOW） 

http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP_NOW/index_j.htm

（注 7）本ワークショップの講演資料 http://occco.nies.

go.jp/151119ws/index.html

【略語一覧】
宇宙航空研究開発機構（Japan Aerospace Exploration 

Agency: JAXA）
地球観測プラットフォーム技術衛星「みどり」
（Advanced Earth Observing Satellite: ADEOS

陸 域 観 測 技 術 衛 星「 だ い ち 」（Advanced Land 
Observing Satellite: ALOS）

温 室 効 果 ガ ス 観 測 技 術 衛 星（Greenhouse gases 
Observing SATellite: GOSAT）

炭素観測衛星（Orbiting Carbon Observatory: OCO）
二 酸 化 炭 素 観 測 衛 星（Chinese Carbon Dioxide 

Observation Satellite: TanSat）
マイクロ波放射計（Advanced Microwave Scanning 

Radiometer: AMSR）
水 循 環 変 動 観 測 衛 星「 し ず く 」（Global Change 

Observation Mission – Water: GCOM-W）
地球観測衛星委員会（Committee on Earth Observation 

Satellites: CEOS）
アメリカ航空宇宙局（National Aeronautics and Space 

http://occco.nies.go.jp/activity/event.html
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2015/20151116/20151116.html
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2015/20151127/20151127.html
http://occco.nies.go.jp/151119ws/index.html
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1. はじめに
　フロン・ハロンなどのオゾン層破壊物質（Ozone 

Depleting Substances: ODS） の 大 気 中 の 濃 度 は、

1987 年採択のモントリオール議定書に基づき先進

国・発展途上国が行っている ODS 規制（生産の中

止や大気中への放出の抑制）によって、対流圏で

は 1995 年頃から、成層圏では 2000 年頃から減少

傾向に転じ、フロン・ハロンが成層圏で分解して

できる塩素化合物濃度および臭素化合物濃度も今

世紀後半には 1960 年レベルまで減少すると思われ

る。一方、温室効果ガス（GHG）濃度の増加傾向

は続いている。ODS および GHG の変化シナリオ

のもとでのオゾン層将来予測実験からは、①北半

球中緯度のオゾン全量は 1960 年レベルと比較して

今世紀半ばには同程度まで戻り、②今世紀末には

さらに 5% 増加する、③低緯度や極域でのオゾン

層の長期変化は中緯度とは異なる、と 3 つの現象

が予想されている（WMO 2011、2014）。また、特

に今後 10 ～ 20 年間は、大気中の塩素および臭素

濃度がまだ高く、さらに GHG の濃度が増加するこ

とが予想され、依然として、成層圏の寒冷化によっ

て極成層圏雲が生成され、その表面で起こる特殊

な化学反応によりオゾン層の破壊が突発的かつ極

端に進むおそれがある。2011 年春の北極域オゾン

破壊がその例である。今後 10 ～ 20 年間の脆弱期

の大規模オゾン層破壊（「北極オゾンホール」と報

じられた 2011 年春季の北極域のオゾン層破壊）の

発生頻度が本課題における科学的なポイントであ

る。この課題は、使用中あるいは貯蔵中の ODS

の大気への放出抑制（回収と処理）が大規模オゾ

ン層破壊の発生リスク軽減にどの程度効果的か、

GHG の増加抑制が成層圏オゾン層の安定化にどの

程度効果的か、といったオゾン層保護対策と温暖

化防止対策の立案や効果、両者のトレードオフの

有無の推定に不可欠な知見である。そのためには、

IPCC の温暖化予測で使われたモデルと同じ大気の

運動や放射スキームを備えた成層圏化学気候モデ

ルによる数値予測が望ましく、また、その精度向上・

精緻化を行う必要がある。

環境研究総合推進費の研究紹介 (17)

変動の激しい北半球中高緯度のオゾン層破壊を理解する
環境研究総合推進費 2-1303

「将来の温暖化条件下でのフロン対策強化による
オゾン層の脆弱性回避に関する研究」

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　気候モデリング・解析研究室長　　秋吉 英治

Administration: NASA）
全球降水観測計画（Global Precipitation Measurement: 

GPM 計画）
二 周 波 降 水 レ ー ダ（Dual-frequency Precipitation 

Radar: DPR）
気 候 変 動 観 測 衛 星（Global Change Observation 

Mission – Climate: GCOM-C）
地球資源衛星「ふよう 1 号」（Japan Earth Resource 

Satellite-1: JERS-1）
合成開口レーダ（Synthetic Aperture Radar: SAR）
L バ ン ド 地 表 可 視 化 レ ー ダ（Phased Array type 

L-band Synthetic Aperture Radar: PALSAR）
第 21 回国連気候変動枠組み条約締約国会議（The 

twenty-first session of the Conference of the Parties: 
COP21 to the United Nations Framework Convention 
on Climate 
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2. 北極域のオゾン層破壊の特性
　南極のオゾンホールは現在も毎年起こっている

が、オゾンホール時のオゾン量はほぼ大気中の

ODS 濃度に沿った変化を示している。一方、北半

球中高緯度、とりわけ北極域のオゾン層破壊は、

非常に大きな年々変動を示す。例えば、2010 年の

春季にはオゾン破壊はあまり起こらなかったのに、

そのわずか 1 年後の 2011 年には非常に大規模なオ

ゾン層破壊が起こった（例えば、Japan Geoscience 

Letters, 2012 No.3、Manney et al, 2011）。南極のオゾ

ンホールも年によって大小の違いはあるが、1 年

でこれほど大きな差が生じることはない。2010 ～

2011 年の 1 年間で大気中の ODS 濃度と GHG 濃度

はわずかしか変化していないが、北極のオゾン層

破壊の年々変化は、それらの濃度の 1 年間の変化

によって期待されるオゾン層破壊の変化をはるか

に上回っている。これは、大気そのものの年々変

動、つまりオゾン破壊が起こる場である北極渦の

年々変動が大きいこと、それによって北極域への

オゾンの輸送や化学反応速度に影響を及ぼす気温

の変動が大きいことが原因であることを示してい

る。北極渦の年々変動の大きさは、根本的には北

半球の地形の複雑さに起因するものである。それ

によって大気波動の変動が複雑になり、極渦が年々

激しく変化する。したがって、北極のオゾン量の

ODS 濃度・GHG 濃度変化に伴う変化を抽出するこ

とは容易ではない。ODS 濃度や GHG 濃度の将来

シナリオを使ってオゾン層の将来予測計算を 1 本

行っても、その大きな年々変動に隠れて ODS 濃度・

GHG 濃度変化に対応したトレンドは見えにくい。

（WMO 2007、Figure 6-13(a)）

3. 本研究課題 2-1303の概要と結果
　環境研究総合推進費 2-1303 では、IPCC の温暖

化予測で使われたモデル（MIROC3.2、MIROC5）

をベースとした化学気候モデルの開発を行う。そ

して、これらの化学気候モデルを用いて、ODS 濃

度や GHG 濃度を過去あるいは将来想定されるいく

つかの値に固定した 100 アンサンブル実験を行い、

その中で、極端なオゾン破壊の起こるアンサンブ

ルが ODS 濃度と GHG 濃度の変化によってどう変

化するかに着目した解析を行っている。図 1 に実

験で設定した ODS 濃度と GHG 濃度の組み合わせ

を示す。

　図 2 には、ODS 濃度を 1960 年レベルと 2000 年

レベルに固定した場合の 100 アンサンブルのオゾ

ン全量値を示す。どちらも GHG 濃度は 2000 年レ

ベルに固定している。100 アンサンブル計算は 100

年の連続計算の結果を 1 年 1 アンサンブルとして

解釈している。北半球で塩素・臭素化合物による

オゾンの化学破壊が起こりやすい 3 月～ 4 月の期

間について、北半球中高緯度領域（45N-90N）の

オゾン全量最低値をアンサンブルごと（横軸）に

並べてある。この図からわかることは、ODS 濃度

レベルが 1960 年レベルから 2000 年の高濃度レベ

ルに変化することで、北極域のオゾン全量のアン

サンブル間の変動が大きくなることである。変動

の標準偏差が 2 倍以上増加している。また図で示

されている最大値は両者であまり変わらないが、

2000 年レベルの ODS 濃度では最低値が低くなっ

て、100 アンサンブル間の変動幅が増大しているこ

とがわかる。これは、冬から春にかけて北極渦が

比較的安定したアンサンブルでは極成層圏雲が生

図 1　100 アンサンブル計算で設定される ODS 濃度と GHG 濃度の組み合わせ例。 各年の具体的な濃度は、 ODS が

分解された後の無機塩素量 （Cly） と無機臭素量 （Bry） で表され、 GHG は CO2 濃度で表されている。 また、 2030 年、

2050 年、 2100 年の CO2 濃度は、 RCP6.0 シナリオの濃度に対応し、 RCP8.5 シナリオであれば何年の濃度に対応する

かについても示す。

ODS濃度レベル GHG濃度レベル

1960年

1985年

2000年

2000年
2030年

2050年

2100年（Cly～3.3ppbv, Bry～20.7pptv)

（Cly～2.6ppbv, Bry～13ppbv)

（Cly～0.87ppbv, Bry～11ppbv)

（CO2～369ppmv）

（CO2～429ppmv, RCP6.0）

（CO2～478ppmv, RCP6.0）

（CO2～670ppmv, RCP6.0）
（2037年, RCP8.5）

（2024年, RCP8.5）

（2069年, RCP8.5）
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成され塩素・臭素化合物によるオゾン破壊サイク

ルが働きオゾンが減少した結果である。ODS 濃度

が高くなると、極渦が不安定ではっきりしない年

にはオゾン破壊がほとんど起こらないが、極渦が

安定している年では極端なオゾン破壊が起こるこ

とが示され、この実験結果は、2010 年と 2011 年の

北極オゾン層の状況を再現するような結果となっ

ている。

4. まとめ
　大きな年々変動を持つ北極オゾン量の ODS 濃

度依存性を 100 アンサンブル実験によって示した。

ODS 濃度の増加がオゾン全量の年々変動を増加さ

せていることが示された。現在、GHG 濃度依存性

についての実験と解析を行っている。その実験か

ら、北半球中高緯度のオゾン全量は、ODS 濃度が

高い場合、GHG 濃度が増加するとアンサンブル平

均的には上がるが、極端なオゾン破壊が起こるケー

スが若干増えるという興味深い結果が得られてい

る。そのメカニズムに関する解析を現在行ってい

る。今後しばらくは確実に GHG 濃度が増加する中

で、どのように ODS 濃度を減らしていけば 2011

年のような極端な北極オゾン層破壊を避けられる

のか、科学的な根拠を示すことを本課題は目標と

している。

【参考文献】
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Monitoring Project—Report No. 52, 516 pp., Geneva, 

Switzerland.

WMO (2014) Scientific Assessment of Ozone Depletion: 

2014, Global Ozone Research and Monitoring 

Project—Report No. 55, 416 pp., Geneva, Switzerland.

図 2　3 月～ 4 月の北緯 45 度～ 90 度の領域でのオゾン全量の最低値を示す。 （上） 1960 年レベルの ODS 濃度によ

る計算結果、 （下） 2000 年レベルの ODS 濃度による結果。 GHG 濃度はどちらも 2000 年レベルに固定してある。 横軸

はアンサンブルを表す （連続計算の年）。 平均値を横実線、 標準偏差 （1 σ） を濃い陰影で、 2 σを薄い陰影で表す。
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西表島の児童・生徒の皆さんと一緒に気候変動を考える

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

　ある一定範囲（100km2 ～ 300km2 程度）におけ

る森林の二酸化炭素（CO2）吸収量を推計する手法

を開発するために、私たちは西表島中央に分布す

る天然林を調査対象とし、島の東部・西部・南部・

北部の海岸近くの計 4 地点に 2013 年 7 月から CO2

計を設置しました。それから約 2 年半、4 地点の大

気中 CO2 濃度を観測した結果、年間を通して日中

において風下地点の CO2 濃度は風上地点の CO2 濃

度より低く推移しました。これは、各地点の風向

風速に大きな差がないこと、各地点とも人為的な

影響がほとんどない場所であることから、空気塊

が島に分布する森林上空を通過する際に、それに

含まれる CO2 が森林の光合成の働きにより吸収さ

れたためだと推察されます。

　観測が行われた 4 地点の内、3 地点は小学校なら

びに中学校（古見小学校、白浜小学校、船浦中学校）

でした。調査開始時、西表島の中央に位置する森

林の CO2 吸収量を大気中 CO2 濃度の観測値から推

計するためには、島の東部・西部・南部・北部の

海岸近くでかつ生活道路から離れた地点での観測

が必要と考えたのですが、その条件に合致する 3

地点に学校がありました。そこで竹富町の教育委

員会から各学校に観測機器の設置許可を問い合わ

せたところ、快諾していただき上記学校に機器を

設置し本調査がスタートしました。

　約 2 年半の観測を経て、2015 年 12 月に設置し

た CO2 計の撤去を行うことになり、これまで CO2

船浦中学校

白浜小学校

古見小学校

交流センター

写真 1　実験で自身の呼気により変化した海水の色を

見せ合う児童たち。
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濃度観測にご協力いただいた感謝として、各学校

の児童・生徒の皆さんと炭素循環と気候変動に関

して話す機会をいただけないかとそれぞれの校長

先生にお願いしてみたところ、快く受けていただ

きました。朝、授業が始まる前、あるいは放課後

に時間を確保していただき、児童・生徒の皆さん

と 50 分ほど、簡単な実験（BTB 指示薬により染色

された海水に自身の呼気を吹きかけ、海水の pH が

変わることによりその海水の色が変わる実験）を

交えながら話をしました。3 つの学校の児童・生徒

の皆さんからすれば突然やって来た見知らぬ大人

に警戒心を持っても不思議ではありませんが、最

初から最後まで真剣に話を聞いてくれました。ま

た、実験で見られた海水の色の変化に素直に驚き、

その驚きを友人たちと共有していました。私自身

は中学 2 年生の夏休みにきれいな海を見て、かつ

その海の変化を観察している研究者の話を聞いた

ことがきっかけで、環境に強い関心を持ちました。

今回の機会により、一人でも環境に興味を持って

くれる児童・生徒がいればと思いながら、各学校

をあとにしました。

写真 3　話のあと生徒同士で自身の感想や意見交換を

する。

平成27年度スーパーコンピュータ利用研究報告会を開催しました

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　研究支援係

　地球環境研究センター（以下、センター）は、

2015 年 11 月 30 日（月）に国立環境研究所（以

下、研究所）交流会議室で平成 27 年度スーパーコ

ンピュータ利用研究報告会（以下、報告会）を開

催した。研究所は、将来の気候変動予測や炭素循

環モデル等の研究開発や膨大なデータを扱う衛星

データ解析、その他の基礎研究などを支援する目

的で、スーパーコンピュータ（以下、スパコン）

を所内に整備・運用し、所内外の環境研究者に計

算資源を提供し、スパコンでしか実現できないよ

うな研究成果を生み出してきた。

　研究所は、スパコンの利用・運用方針などを審

議する「スーパーコンピュータ研究利用専門委員

会」（以下、専門委員会）を設置し、所内外のス

パコン利用希望ユーザーから申請された研究課題

について、専門委員会の意見を踏まえて、スパコ

ン研究利用の可否を判定している。利用が認めら

れたユーザーには、年に一度の報告会（当報告会）

で報告が求められる。

　報告会は、毎年、所内及び所外利用の課題代表

者（又はその代理）によって行われる。今回は、

所内 8、所外 7 課題（内 1 課題は平成 26 年度で終

写真 2　気候変動の話を真剣に聞く生徒の皆さん。



－ 32 － － 33 －

地球環境研究センターニュース　Vol.26　No.11（2016年2･3月）

了）、合計 15 の研究課題について、平成 26 年度の

研究成果および平成 27 年度の中間結果に関する報

告が行われ、最新の研究成果および今後の展望と

利用、さらに研究におけるスパコンの重要性が述

べられた。報告された内容としては、地球環境を

コンピュータ内で仮想的にモデル化し（コンピュー

タモデルについては地球環境豆知識（33）地球環

境研究センターニュース 2015 年 2 月号参照）、気

候変動メカニズムの理解を進め将来予測を行った

研究成果、オゾン層や広域的な大気汚染のメカニ

ズム理解、雲降水システムの研究、海洋混合スキー

ムの高度化、人工衛星データを解析して地上から

の温室効果ガス排出を推定する試み等々多岐にわ

たる。昨年度で終了した京都大学・小森悟教授の

風波気液海面における熱輸送機構の解明とモデリ

ングの研究は、過去約 20 年間にわたって室内実験

と数値計算を組み合わせて行われた基礎研究であ

り、温暖化研究にも応用可能であることが示され

た。

　今年度から当研究所のスパコンがスペックアッ

プされたのを機に、結果の統計的な意味や有意性

を明らかにするため、初期値以外は同条件で多数

回計算を繰り返すといったアンサンブル数を増や

した計算結果を発表した研究課題もあった。これ

ら各研究成果報告後の討論では、専門委員会委員

および研究者からも活発に質問があり、さまざま

な立場からの多くの貴重な意見により、スパコン

利用をさらに発展させ、環境研究を進める機会と

することができた。

　当日報告された内容の詳細については、セン

ターのウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/ja/

activities/supporting/supercomputer/index.html） を 参

照されたい。上記サイトには、過去の報告会にお

ける発表内容に関する情報が掲載されている（た

だしすべての情報ではない）。

　前述のとおり研究所のスパコンシステムは今年

度に更新され、新しいベクトルマシンが導入され

た。計算速度等のスペックは世界トップレベルの

システムではないが、限られた性能の下でさらな

る研究成果の充実が期待される。今後も、手厚い

サポートと安心して利用できる研究用スパコンシ

ステムをめざし、ノウハウのさらなる蓄積を進め

ている。

■□■□■　関 連 記 事 　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□スーパーコンビュータ利用研究報告会に関する過去の記事は以下からご覧いただけます。

○山岸孝輝「平成 21 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会」2010 年 1 月号
○山岸孝輝「平成 22 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会」2010 年 12 月号
○野口孝明「平成 23 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会」2012 年 1 月号
○野口孝明「地球環境研究センタースパコン事務局だより—平成 24 年度成果報告会を開催しました—」

2013 年 2 月号
○研究支援係「地球環境研究センタースパコン事務局だより—平成 25 年度成果報告会を開催しました—」

2014 年 3 月号
○研究支援係「平成 26 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会を開催しました」2015 年 2 月号

写真 1　研究成果発表を聞く参加者。60 名以上が参加

し、活発な質疑応答が行われた。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201502/291009.html
http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/supporting/supercomputer/index.html
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol20/vol20-10.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol21/vol21-9.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201201/254008.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201302/267009.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201403/280006.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201502/291008.html
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　温室効果ガス排出量は図 1 に示すように、様々

な統計データに基づく「活動量」に単位当たりの

排出量である「排出係数」をかけることにより算

出され、さらに「地球温暖化係数（GWP）」をかけ

ることにより CO2 換算として算出されている。

　「活動量」に用いられる統計データ類は GIO で保

管されている。その形態は冊子であったり、PDF

などとして電子的に保管されていたりする。冊子

に関しては GIO の室内の書棚に保管されており、

その一角は書籍が並んだ図書室のようである（写

真 1）。

　日本の温室効果ガス排出量を算定する際に最も

重要な統計は、資源エネルギー庁「総合エネルギー

統計」であり、日本のエネルギー起源の二酸化炭

素（CO2）排出量を計算するもととなっている。こ

の統計に関しては、伊藤洋「オフィス活動紹介－

温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）－ 温

室効果ガスインベントリの作り方　～総合エネル

ギー統計～」地球環境研究センターニュース 2010

年 11 月号で記述しているので、そちらを参照され

たい。

　さて、農業分野では、牛などのげっぷや家畜の

ふん尿を処理する際に温室効果ガスのメタン（CH4）

や一酸化二窒素（N2O）が排出されている。この排

出源の算定には、牛、豚、鶏などの家畜頭数が必

要である。その際には、それらのデータがまとめ

られている農林水産省発行の「畜産統計」のデー

タを利用している。また、牛といっても、ひとく

くりにはできない。乳用牛と肉用牛は種や体重な

ど特性が大きく異なっている。例えば、日本国内

における主な乳用牛は白地に黒斑点でなじみのあ

るホルスタインであるのに対し、主な肉用牛は黒

毛や褐毛の和牛と呼ばれる種類の牛である。その

ため、乳用牛と肉用牛では計算式が大きく異なっ

てくる。さらに、成牛と子牛では食べるえさの量

やふん尿の量なども変わってくる。「畜産統計」に

は乳用牛と肉用牛の頭数は別に記載されていると

ともに、牛の年齢別の頭数データも収められてい

る。排出量はそのデータを利用し、細分化して計

算されているのである。

　また、廃棄物分野では、廃棄物を埋め立てる際

に CH4 が発生する。埋め立てる廃棄物が食物く

ずなのか、紙くずなのか、木くずなのかといった

違いにより含まれている有機物の分解の速度が変

わってくるため、CH4 の排出量も変わってくる。

それらの埋立量が掲載されているのが、環境省の

「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環

利用量調査報告書」である。この統計（報告書）

では、どのような廃棄物がどこでどのように処理

されるかといったことがまとめられている。

　GIO が利用する統計は農林水産省「畜産統計」

や環境省「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃

棄物等循環利用量調査報告書」のように、主に各

省庁（政府）の発行する統計類をベースとしてい

る（表 1）。しかし、一部の特定の排出量を計算す

温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）が扱う統計データ類

図 1　温室効果ガス排出量の一般的な算定方法

写真 1　GIO のオフィスに保管されている統計類

 

排出量
排出
係数

活動量= ×
地球温暖化

係数

（GWP）
×

http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol21/vol21-8.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol21/vol21-8.pdf
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るときに、国の作成する統計ではどうしても得ら

れないデータが必要となってくる（例：特定の工

場のデータなど）。そのようなデータに関しては、

関係団体や一般企業などに、直接、データの提供

依頼をして、収集を行っている。

　このように、温室効果ガス排出量は各省庁が作

成する統計データ類に特定のデータを持っている

関係団体や一般企業の協力で得られたデータが加

わることにより、緻密に計算されているのである。

（文責：酒井広平）

主要な統計データ 使用データ 統計データ作成省庁  

廃棄物の広域移動対策検討調査及び 

廃棄物等循環利用量実態調査報告書 

廃棄物焼却量、廃棄物

埋立量 など 

環境省 

総合エネルギー統計 化石燃料の消費量 など 経済産業省（資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁） 

自動車輸送統計 自動車走行量 など 国土交通省 

畜産統計 家畜頭数（種類別、年齢

別）  など 

農林水産省 

 

表 1　温室効果ガス排出量の計算に必要な主要統計データと使用データ
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　本研究では、成層圏準 2 年周期振動（QBO）（注

1）や太陽活動などの年々変動が、北半球中高緯度

域の成層圏に見られる北極渦に影響する過程を調

べた。QBO は約 2 年の周期を持っていて、西風位

相（QBO-W）と東風位相（QBO-E）に分けられる。

また太陽活動は 11 年の周期が卓越し極大期（Smax）

と極小期（Smin）に分けられるため、これら 2 つ

の現象によって分類を行うと、ある年は 4 つの位

相のうちどれかに分類される。QBO-W かつ Smax

（QBO-W/Smax）の場合、12 月に極渦がこれら 4 つ

の位相に属するすべての年の平均よりも強いが、

続く 2 ～ 3 月には逆に平均よりも弱い極渦が現れ

やすいことが分かっている（図 1）（例えば Gray et 

al. 2004）。その理由を本研究では再解析データ（注

2）と化学気候モデル（CCM）（注 3）により調べた。

　12 月には北極域は極夜である一方、北半球低中

緯度域には太陽の光が当たるため、12 月の Smax

時にはオゾンを介した極渦強化が見られると考え

られる。また QBO-W に伴う影響も極渦周辺に現

れる。QBO-W のときの対流圏からの波動伝播と

散逸、それに伴う子午面循環の特徴は、Smax のと

きの特徴と類似しているため、両方のプロセスが

QBO-W/Smax において極渦を強めるように働くと

考えられ、実際に再解析データと CCM 実験の両

方からそのプロセスを示した。次に 2 ～ 3 月に弱

まるプロセスであるが、QBO-W/Smax における 12

月の強い極渦は、大西洋域の対流圏で 12 ～ 1 月に

かけて見られる北大西洋振動（NAO）（注 4）の正

位相の発達を伴いやすい（図 2）。NAO の構造は対

流圏における東西波数１の波の振幅を増大させる

ようになっていた。これによって 1 月に対流圏か

ら成層圏への上向き波伝播が増大し、2 ～ 3 月に

成層圏で弱い極渦がもたらされる可能性があるこ

とが分かった。一方、東西波数 2 の波は、成層圏

の極渦変化には直接的に影響を与えないものの、1

月に対流圏 NAO の正位相を維持するように働いて

いることを示した。これらの結果により、QBO-W/

Smax における北極渦の冬～春にかけての季節進行

メカニズムと、それに関する対流圏の役割が明ら

図 1　成層圏の極渦強度に相当する 50 〜 70 ﾟ N 平均

した 1 hPa 高度における帯状平均東西風の季節変化

図 （ERA-interim 再解析データから作成）。 実線と破線

は QBO-W/Smax 年平均と 1979 〜 2006 年の気候値を

表す。 1:2:1 フィルタを 60 回掛けて平滑化した。 12 月頃

には QBO-W/Smax 時に気候値よりも極渦が強く、 2 〜 3

月頃には弱いことがわかる。

最近の研究成果

　　　　　　　　　　

準 2年周期振動と太陽 11年周期が
冬季北半球中高緯度の気候に及ぼす影響
～当該過程に対して対流圏の波の果たす役割の理解～

地球環境研究センター気候モデリング ・ 解析研究室　特別研究員　　山下 陽介
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かになった。なお QBO-W/Smax 時の 12 月に極渦

が強いと、なぜ 1 月の対流圏で NAO パターンが卓

越するのかは分かっておらず、今後の課題である。

以上により、NAO パターンと関係して 2 ～ 3 月に

成層圏の極渦が弱まることは分かったが、この結

果は QBO と太陽活動の位相によってはオゾン濃度

と関係性の大きい春先の極渦強度を推定できる可

能性があることを示す。

--------------------------------------------------------------------
（ 注 1） 成 層 圏 準 2 年 周 期 振 動（Quasi-Biennial 

Oscillation：QBO）は熱帯成層圏で東風と西風が約

2 年周期で交代し下降する現象で、北極渦や北極オ

ゾン層は、QBO の位相と同期した変動を示すこと

が知られている。

（注 2）再解析データは、衛星観測、ゾンデ観測や地

上観測などで得られた気象場などの観測データを数

値モデルに同化することで、実際の観測では得られ

ていない 3 次元的な空間分布を再現するもので、厳

密には観測ではないが本研究では観測データとして

扱う。用いた再解析データは、European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts（ECMWF）で提供

されている Interim Re-Analysis（ERA-Interim）である。

（ 注 3） 化 学 気 候 モ デ ル（Chemistry Climate Model：

CCM）は、気候の変動に加えて大気微量成分など

の振る舞いやその気候への影響を同時に調べるため

のモデルである。CCM は大気の力学などの時間発

展を記述する偏微分方程式に加えて、化学反応や輸

送による大気微量成分濃度の時間発展方程式や大気

微量成分による放射加熱項等も含めることで、現在

や将来の大気微量成分濃度の変化や気候への影響を

数値的に調べることが可能である。

（ 注 4） 北 大 西 洋 振 動（North Atlantic Oscillation：

NAO）は北大西洋域のアイスランド低気圧とアゾ

レス高気圧の気圧が逆傾向に変化する現象（気圧偏

差で見ると南北逆符号の構造）で、ヨーロッパの気

候と密接に関係することが知られている。

【本研究の論文情報】
タイトル：The combined influences of westerly phase 

of the Quasi-Biennial Oscillation and 11-year solar 

maximum conditions on the Northern Hemisphere 

extratropical winter circulation

著 者：Yamashita Y., Akiyoshi H., Shepherd T. G., 

Takahashi M.

掲 載 誌：Journal of the Meteorological Society of 

Japan, 2015, 93(6), 629–644, doi:10.2151/jmsj.2015-

054..

図 2　(a)12 月平均、(b)1 月平均した QBO-W/Smax 時における ERA-interim 再解析データの海面更正気圧（SLP）

偏差（陰影）と SLP の気候値（等値線）。北大西洋域で南北逆符号の NAO 正位相の偏差が見られ、12 月から 1 月

にかけて偏差が強まることが分かる。
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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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