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2004年1月29日～30日に早稲田大学国際会議場に

おいて「生物多様性・生態系保全と京都メカニズ

ム－生態系保全と温暖化対策の両立へ向けて－」

の国際シンポジウム・ワークショップが、国立環

境研究所、森林総合研究所、早稲田大学、国立民

族学博物館の共催で開催された。

地球温暖化ガスの排出削減を目標とした京都議

定書では、各国との協力により温室効果ガス排出

の削減を達成するための仕組みとして、市場原理

を活用する京都メカニズムが導入されている。こ

の京都メカニズムでは、(1)クリーン開発メカニズ

ム(Clean Development Mechanism: CDM)、(2)共同

実施(Joint Implementation: JI)、(3)排出量取引が定

められている。その中でも、CDMは温暖化対策の

一環としてだけではなく、環境問題における南北

問題を解決するための手法の一つとして注目が集

まっている。また、植林、再植林を伴う吸収源

CDM活動は熱帯地域の緑の面積拡大やさらなる生

態系の崩壊(土壌浸食など)を食い止めるという点

においても、大きな期待が寄せられている。しか

し、吸収源CDM活動では早生樹種や外来種による

単一樹種造林が行われる可能性があり、生態系や

地域社会への悪影響も懸念されている。そこで、1

日目のシンポジウムでは、温暖化対策としての

CDMやバイオマス利用を目指した新規植林、再植

林活動が地域社会を含んだ熱帯林生態系に及ぼす

インパクトをテーマとした。2日目のワークショッ

プでは、熱帯域の地域社会による持続的資源管理

への参画や、生物の多様性保全機能を維持しつつ、

新規植林や再植林などの土地利用改変やランドス

ケープ管理を科学的に最適化するためのアプロー

チや手法について議論を行った。

第1日目のシンポジウムは、国立環境研究所の奥

田敏統が趣旨説明を行った後に、早稲田大学堀口

健二氏、環境省竹本和彦氏の挨拶により開会され

た。次に、基調講演として世界銀行のワトソン氏

が講演を行い、地球温暖化対策と生物多様性保全

のリンケージ(結びつき)の必要性を強調した。続

いて、林野庁の佐藤英章氏から2003年12月にミラ

ノで行われたCOP9において決定した吸収源CDM

の概要が紹介された。次のセッションでは、地域

社会とCDMに焦点をあて、東京大学の井上真氏、

インドエネルギー資源研究所のシン氏が森林管理

における地域住民参加の重要性を説明した。午後

からはCDMと生態系保全をテーマに、ブラジル国

立アマゾン研究所のメスキタ氏が森林の断片化が

生物多様性に対して与える影響をブラジルのアマ

ゾンを事例に紹介した。次に、カナダ林野局のマ

カフィー氏が、カナダにおいて実践しているモデ

ルフォレストネットワーク事業を紹介した。続い

て、森林総合研究所の清野嘉之氏が現在日本主導

で行われているCDM植林や関係プロジェクトにつ

いてまとめ、国立環境研究所の奥田敏統がCDM実

施におけるエコシステムアプローチの重要性を指

摘した。総合討論では、まず、国際連合食糧農業

機関(FAO)の樫尾昌秀氏が熱帯地域の土地利用変

化や森林減少の現状と背景を説明し、続いて植

林・再植林活動による生態系保全、生物多様性の

現状を国際林業研究センター(CIFOR)の藤間剛氏

国際シンポジウム・ワークショップ「生物多様性・生態系保

全と京都メカニズム－生態系保全と温暖化対策の両立へ向けて－」

開催報告

生物圏環境研究領域熱帯生態系保全研究室　NIESポスドクフェロー　　沼田 真也

生物圏環境研究領域熱帯生態系保全研究室　室長　　奥田 敏統
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が説明し、CDMを実施する上でのコストとベネフ

ィットについて(財)地球環境戦略研究機関(IGES)/

日本林業技術協会の小林紀之氏が紹介した。その

後は、招聘者および会場との間で討論が行われた。

2日目のワークショップは早稲田大学国際会議場

にて、森林総合研究所の池田俊弥氏の挨拶で開会

された。1日目のシンポジウムがこれまでのCDM

や熱帯林にかかわる諸問題の紹介に重点を置いた

のに対し、2日目のワークショップでは、今後多く

のCDM事業の展開が見込まれる東南アジアの熱帯

地域での諸事情に焦点を絞って会議を行った。基

調講演として、世界銀行のノーブル氏がアジア地

域において生物多様性や地域社会を保全しながら

CDM活動を行うことの重要性を主張し、Bio

Carbon Fundの紹介を行った。続いて、IGES/日本

林業技術協会の小林紀之氏がCDMのコンセプトと

実践を説明した。その後は、インドネシア、フィ

リピン、ベトナム、そして日本からのカントリー

レポートが行われ、コメントとしてマレーシアの

状況も紹介された。次のセッションでは、生態系

保全のための研究的支援をテーマとして、CIFOR

のマルディアッソ氏から生物多様性保全のための

クライテリア・インディケーターの紹介が行われ

た。そして、国立環境研究所の椿宜高氏から地理

分布から流域ランドスケープまでを対象とした野

生生物の空間分布予測について、また広島大学の

中越信和氏から、景観生態学的視点から植生パッ

チの配列と多様性との関係について紹介された。

セッションの最後には、フィリピン大学のプルフ

ィン氏が地域住民との合意形成のあり方を目的と

した地域社会からのボトムアップ的アプローチの

紹介を行った。総合討論では、CDMを実施する事

業者(海外産業植林センター　田野岡章氏、住友林

業　小林芳和氏、日商岩井　中島英信氏)の方々か

らCDM実践に関する話題提供を頂いた。そして、

生物、社会を含めた生態系保全を目指してCDMを

実践していくためにはどのようなアプローチがあ

るのかを討論した。この総合討論では、CDMに関

心を持つ事業者から様々な意見が出された。

会議での主な論点について拾い出してみたい。

まず、吸収源CDM活動が行われるのは発展途上国

で、しかもその多くは熱帯地域に分布するという

点である。地球上の過去30年間の森林破壊の殆ど

がこの地域で行われたという事実があるため、熱

帯林減少の背景には大規模な農地への土地利用転

換や貧困や貧富の格差問題などの複雑な問題がそ

の根底にある。したがって、吸収源CDM活動は森

林の面積を増やすとはいえ、土地利用変換を伴う

活動であるといえる。そのため、熱帯地域社会の

複雑性を考えれば、植林活動によるCDM対象域外

での森林伐採や農地への土地利用転換活動の助長

(リーケッジ)や地域社会、経済に与える影響など

についても十分な配慮が必要である。

CDMの目的である短期間での炭素蓄積量の獲得

を優先すれば、ユーカリやアカシアなどの早生樹

種を用いた単一種の造林などが主体になることは

容易に想像できる。そのため、生物学的に単調な

森林が大規模に出現することで地域生態系の生物

相や地力などの低下につながるとの危惧がある。

また、外来種や遺伝子の組み換え体の持ち込みに

よる地域の生態系への影響についても危惧されて

いる。しかし、破壊し尽くされ劣化した当該地域

の生態系を修復させるためには、何らかのインセ

ンティブ導入が必要不可欠であり、温暖化ビジネ

スとしてのCDM活動は熱帯地域の緑の面積拡大や

さらなる生態系の崩壊(土壌浸食など)を食い止め

るという点において、大きな期待が寄せられてい

るのも事実である。そのため、奥田は森林が復活

することによる効果は、炭素蓄積機能の増加だけ

ではなく、森林がもつ様々な公益機能(エコロジカ

ルサービス)によって得られる恩恵についても吸収

写真1 会場入り口
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源CDM活動に含めるべきと強調し、同様な意見が

フロアーからも挙げられた。エコロジカルサービ

スの価値の増加によって得られる利益はCDMが実

施される場所にもたらされるため、地域社会(ホス

ト国)や住民が負担すべきという議論もあるかもし

れない。しかし、長い目で見れば熱帯林の蘇生や

再生は地球環境の保全に大きく寄与することは確

かであり、生態系へ配慮することによるコスト増

等については先進国からの財政的支援、補償や

CDM実施事業者に

対する何らかの措

置(減税など)を行

うメカニズムがあ

っても良いのでは

ないかと思われる。

また、CDM事業

において生物多様

性や地域社会に配

慮した森を作ろう

とすれば、余分に

コストがかかるの

も事実である。そ

のため、多様性や

地域の生態系保全に配慮するための様々な施策を

実行するうえでの費用を誰が負担するかという点

が問題となっている。昨年末のCOP9で合意された

吸収源CDMに関する細則では、CDM実施にあたっ

ては環境影響に加えて地域の社会・経済的影響の

分析を行うことが明記された。吸収源CDM活動の

不確実性や非永続性を考えれば、投資する側にと

っては期待されるほど魅力的なものにはならない

可能性があるため、CDM事業実施者にとっては、

こうした調査や分析にかかる費用が気掛かりな点

といえるだろう。そのため、生態系へ配慮した吸

収源CDM活動によるCER(認証された排出削減量)

がより高い値段で取引されるようなインセンティ

ブやプレミアム的な価値が出てくるようなメカニ

ズムについても検討する必要があると思われる。

さらに、熱帯地域の生態系保全を考慮しながら

の植林活動に関して、どのような項目(クライテリ

アやインディケーター：C&I)に重点を置けばよい

かという点が問題になる。会議ではCIFOR(藤間氏、

マルディアッソ氏)やカナダの林野局(マカフィー

氏)をはじめ、それぞれの機関で作成されたC&Iの

紹介があったが、既存のC&Iを用いるか、あるい

は研究者グループとして何らかの提案をするかと

いう点については十分な議論を行う時間がなかっ

た。今後、こうした会議を続ける際の課題とし、

継続的に議論することが重要である。そして、技

術的な支援につい

ても、ホスト国お

よびドナーとなる

国の研究機関、行

政 機 関、 民 間 や

NGOから人的パワ

ーを拠出し、単な

る審査や検査を行

うことを目的とす

るのではなく、植

林技術の改良やラ

ンドスケープ全体

の保全を考えた生

態系の修復技術の

導入を推進するようなアドバイザリーボード設置

なども検討していく必要があると思われる。

今回のシンポジウム、ワークショップは2003年

12月にミラノにて開催されたCOP9の直後に行われ

たこともあり、非常にタイムリーな開催であった

といえる。そのため、政府関係者、NGO、NPO、

民間、企業、研究者、学識経験者など多岐にわた

る分野から、両日で、延べ700名近くの参加があり、

その関心の高さが窺える。本シンポジウム、ワー

クショップの成果として、CDMを実施する上で、

生物、社会を含む生態系を保護、保全しながら実

践すべきというコンセンサスが得られたように思

える。しかし、実践においては未だ多くの問題が

残っている。そのため、本会議をはじめとして、

様々な国、地域でCDMに関するシンポジウムやワ

ークショップで議論された問題をまとめ、解決を

探るための事務局作りなどの必要性を強調したい。

写真2 シンポジウムの様子



－ 5 －

地球環境研究センターニュース Vol.14 No.12 (2004年3月)

統合地球観測戦略(IGOS)に関する世界会議報告

地球環境研究センター

総括研究管理官　　井上 元

去る2月4日～6日に東京国際交流会館でIGOS-P

(Integrated Global Observing Strategy- Partnership)の

国際会議が開催された。IGOSは日米欧の宇宙機関

がイニシャティブを発揮し、地球観測を総合的に

実施するための国際的なプロジェクトを推進しよ

うとするものである。現在、海洋、全球炭素観測、

全球水循環、大気化学、地殻災害、沿岸の6テーマ

が採択されている。

ここでは地球環境研究センターが大きく関わっ

ている全球炭素観測(Integrated Global Carbon

Observation：IGCO)に関するセッションの内容を

紹介する。

この会議ではGCP(Global Carbon Project：炭素循

環の国際研究推進計画)のキャンベラオフィスのキ

ャナデル氏(CSIRO)と、国立環境研究所地球環境

研究センター(ここにもGCPのつくばオフィスが4

月に設置される)の井上が共同議長を務めた。キャ

ナデル氏はIGCOやGCPの戦略について説明した

が、その中でハイマン氏(Max Planck Jena)が1995

年～2000年の大気観測データを用いてインバース

モデルで二酸化炭素の収支分布の季節変動を計算

した結果を動画で紹介したのが印象的であった。

別の機会にハイマン氏に「この時期にここが吸収

に転じたのはなぜか」などと尋ねると「イヤア、

色々あってね」と答えたように、決して完成度の

高いものではないが、これからの観測や診断モデ

ルが目指すプロダクトであることは確かである。

陸域の炭素観測では、地上の観測から衛星によ

るスケールアップまでを目指したGlobal Mappingの

粟屋氏(森林総合研究所)の発表があった。森林で

の二酸化炭素フラックスの長期観測を続けている

山本氏(産業技術総合研究所)は、その結果と

AsiaFluxネットワークを紹介した。

大気観測ではマクシュートフ氏(地球フロンティ

ア研究システム)が高分解能インバースモデルとモ

デルから判断した観測戦略を発表した。遠嶋氏(国

立環境研究所)が酸素濃度の高精度測定から海洋・

陸域の二酸化炭素吸収量比導出の話や連続自動観

測の報告を行った。

海洋の二酸化炭素収支については、野尻氏(国立

環境研究所)が貨物船を利用した高頻度の海洋表層

水と大気の二酸化炭素交換測定について話をし、

これが国際的な観測網整備に向かっていることを

紹介した。石井氏(気象研究所)は海洋断面観測な

ど全炭酸の測定を長期に行い、人為や自然の変動

とフィードバックの理解が重要であると報告した。

津田氏(東京大学)はプランクトンによる炭素の深

海輸送や長期の変動とそのメカニズムに関する興

味ある研究を報告した。海洋科学技術センター

(JAMSTEC)の浅沼氏は海洋一次生産のモデルを中

心に最近の研究を紹介した。

宇宙からの観測として、安岡氏(東京大学)が温

室効果ガス観測技術衛星(Greenhouse gases

Observing SATellite：GOSAT、環境省・国立環境

研究所・宇宙航空研究開発機構の共同プロジェク

ト)を紹介した。太陽を光源として地表面散乱光を

分光観測し、二酸化炭素やメタンのカラム濃度(気

柱濃度)を算出する。全球の二酸化炭素濃度の季節

変動を1％の精度で測定することを目指している。

土地利用変化はバイオマス変化を引き起こすが、

衛星観測はその把握に大きな力を発揮してきた。

メタン発生には季節湿原の把握も重要である。こ

れらを精度良く把握できるALOS衛星(陸域観測技

術衛星)搭載のPALSAR(Lバンドマイクロ波合成開

口レーダー)についてローゼンヴィジット氏

(EORC)が紹介した。

報告のとりまとめとして以下の項目が挙げられた。

◇IGCOとGCPは協調していくこと。

◇陸域・海洋のフラックス観測や大気の観測ネッ

トワークの報告があり、もっと観測点を増やす

必要性が強調された。

◇発展途上国の観測の能力開発が重要である。

◇IGCOの実施に向け多くのプロジェクトがある。
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・GOSATやOCO(Orbiting Carbon Observatory)は

IGCOの推進に大きく貢献する。

・ALOSによる高分解能の観測は京都議定書に貢

献する。

・観測船や商船などを利用したpCO2 の測定は重

要である。

また、提言として

◇遠隔計測でも直接計測でも炭素関連の高分解能

の全球観測が必要である。

◇遠隔計測でも直接計測でもデータの連続性と無

矛盾性が重要である。系統的な持続的な観測を

保障する制度が必要である。

◇社会経済的な統計など分野横断的な課題も重要

である。

◇途上国での観測が重要で、そのためには能力開

発を持続的に行うことが必要である。

◇データの交換や配布を促進するよう政府に働き

かける必要がある。

とのまとめを行った。

なお、IGCOの戦略については、地球環境研究セ

ンターニュースVol. 14 No.7～No.9 (2003年10～12

月号)に掲載された「統合された地球規模の炭素観

測システムを実現する戦略」で紹介した。また、

その2004年1月の第4版(Integrated Global Carbon

Observing Strategy: A Strategy to Build a Coordinated

Operational Observing System of the Carbon Cycle and

its Future Trends)は地球環境研究センターのホーム

ページからダウンロードできる。

プログラム

2月4日(水) 全体会議「全球観測に関する国際及び国内の検討状況について」

13:30 1. 挨拶

13:40 2. 基調講演

14:00 3. 国際及び国内の地球観測戦略の検討状況　－地球観測サミット報告（文部科学省）

14:40 4. 宇宙機関の対応（CEOS）
15:00 5. 全球観測システム報告（GOS、GOOS、GTOS、GCOS）
15:45 6. 国際研究計画報告（WCRP、IGBP）
16:25 7. アジア水循環ワークショップ報告

2月5日(木) 分科会（その１）IGOSテーマ分科会「IGOSテーマの現状とその実施についての勧告｣

・海洋テーマ（今脇教授／Lindstrom博士）

・炭素循環テーマ（井上博士／Moore博士）

・水循環テーマ（中村教授／Lawford博士）

・大気化学テーマ（小川教授）

・陸域災害テーマ（大倉博士／Mashu博士）

各テーマのアジェンダ案：1.各テーマ戦略計画（テーマレポート）報告

2.関係機関の活動報告

3.各テーマの10年実施計画の検討、勧告まとめ

2月6日(金)午前　分科会（その２）横断的テーマ分科会

・データ統合（小池教授）

・能力開発（村井教授）

・沿岸テーマ（岩崎博士／DiGiacomo博士）

各テーマのアジェンダ案：1.関係機関の活動報告

2.10年実施計画案への勧告

2月6日(金)午後　全体会議「IGOSの実施についての勧告｣

議長：小川教授　　1.分科会報告（IGOS各テーマ）

2.分科会報告（横断的テーマ）

○パネルディスカッション

「いかにして統合地球観測を実現するか」

司会：下田教授
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1997年に採択された京都議定書では、先進国全

体(付属書Ⅰ国)で、第一約束期間(2008年～2012

年)の5年間における温室効果ガスの排出量を1990

年と比較して約5％(日本は90年比で6％)削減する

ことが義務付けられている。数値目標の達成のた

めには森林等の炭素吸収源による吸収分(上限

3.9％)が認められているが、吸収量の測定・算定

は議定書に明記されている「透明かつ検証可能な

方法」で行うことが必要であり、第一約束期間開

始の2008年までに吸収源のモニタリングシステム

の確立が必要不可欠である。さらに、京都議定書

の第二約束期間においては、森林を始めとする生

態系全てを含む炭素ストックをカウントするフル

カーボンアカウンティングが採用される可能性が

大きく、炭素吸収に関係した土地利用活動(植林、

伐採等)の検出と、それに伴う炭素の変動を定量的

に把握することが求められている。こうした背景

から、広域性、反復性かつ客観性に優れるリモー

トセンシングの活用が期待されている。そこで、

第一約束期間の開始前後での陸域観測が計画され

ており、しかも森林観測に相応しい観測センサを

搭載する地球観測衛星ALOS(Advanced Land

Observing Satellite)により森林観測手法を確立させ

ることを目的とし、平成15年9月に宇宙開発事業団

(現宇宙航空研究開発機構、以下「JAXA」)との間

で共同研究契約「高次リモートセンシング情報に

よる森林パラメータ推定手法の研究」を締結し、

地球環境研究センターが整備する苫小牧フラック

スリサーチサイトを中心とした実験と解析を開始

した。

JAXAが開発する陸域観測技術衛星ALOSは、

JERS-1「ふよう1号」やADEOS「みどり」での陸

域観測技術を継承・発展させ、地図作成、地域観

測、災害状況把握、資源探査の分野での衛星デー

タ利用を促進するための技術開発衛星として2004

年度に打ち上げが予定されている。ALOSには2機

の高解像度光学センサと、経済産業省所管の財団

法人資源探査用観測システム研究開発機構

(JAROS)と共同で開発を行っているLバンドマイ

クロ波合成開口レーダであるPALSARを搭載する

ことになっており、全球の高解像度のデータ取得

が可能である。特にPALSARは、雲や降雨を透過

する性質を持つマイクロ波を衛星のアンテナから

地表面に向けて照射し、対象からの反射(後方散乱

係数)を観測するセンサであり、全天候の観測を特

徴としている。PALSARが用いているLバンドのマ

イクロ波での観測は、森林の幹の太さや枝の張り

方といった森林構造に対するマイクロ波の後方散

乱係数の変化を利用した現存バイオマスの推定が

可能であることから、森林伐採の検出や面積の推

定のみならず、バイオマスから炭素換算した損失

量の推定や、植林においては固定量を推定するこ

とが期待されており、そのためのアルゴリズム開

発と検証が共同研究の大きなテーマの一つである。

ALOSの打ち上げ・運用開始までは、航空機に搭

載された合成開口レーダを用いた観測実験を苫小

牧フラックスリサーチサイトを中心に行い、衛星

センサよりも高解像度の画像を取得し、森林バイ

オマス推定アルゴリズムの開発と検証、さらには

センサの校正手法の確立を目指している。苫小牧

フラックスリサーチサイトでは、これまでに地球

環境研究センターが実施してきたカラマツ林の毎

木調査、航空機レーザ樹高計測などの結果が蓄積

され、詳細な実測に基づく地上部データが整備さ

れていることから、効率的なバイオマス推定アル

ゴリズムの開発が行えるものと期待される。写真1

は高度12,000 mを飛行するジェット観測機に搭載

した合成開口レーダにより観測した苫小牧フラッ

クスリサーチサイト周辺の画像である。

一方で、前述のように合成開口レーダはマイク

ロ波の反射強度を観測するため、衛星側から射出

されるマイクロ波の強度の変動を把握し、観測値

宇宙航空研究開発機構との共同研究契約「高次リモートセン

シング情報による森林パラメータ推定手法の研究」について

地球環境研究センター

主任研究員　　小熊 宏之
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を校正することが必要不可欠である。電波センサ

の校正手法の一つとして、電波の反射特性が既知

の物体を地表面に設置し、それの観測値の変動を

基に校正する方法がある。そこで反射基準として

一辺が3 mの三角錐型のコーナーレフを林内に仮設

し、校正手法の検討も併せて行っている(写真2)。

コーナーレフの設置には、周囲に電波発生源や強

く電波を反射する人工構造物などがない場所が望

ましく、今回仮設したカラマツ林は理想的な環境

である。

このようにして、航空機・衛星センサの校正と、

アルゴリズム開発が苫小牧フラ

ックスリサーチサイトで同時に

実施することが可能となり、

ALOS打ち上げの後はセンサ校

正と併せてグローバルに展開す

る森林バイオマス推定における

アルゴリズムのチューニングサ

イトとして展開する予定である。

写真1 PiSARによる苫小牧フラックスリサーチサイト周辺の観測画像

写真2 苫小牧フラックスリサーチサイト1198林
班に設置したコーナーレフレクタ

総合科学技術会議備忘録

環境研究の国家戦略の構築とその実践(その11)

生物圏環境研究領域

領域長　　渡邉 信

7-2. イニシャティブ研究推進体制

平成13年11月28日に開催された第12回総合科学

技術会議本会議において、平成14年度科学技術関

係予算の編成にあたって配慮すべき点に関する意

見の中で、「今後、科学技術政策担当大臣及び有識

者議員を中心に、府省の枠を超えて総合的に研究

開発が推進され、成果の社会還元が迅速になされ

るようフォローアップしていく」ことが示された

(総合科学技術会議ホームページ・本会議の活動状

況 第12回 2001/11/28参照)。各重点分野についても

方針が示されており、環境分野では、

「地球温暖化研究、ゴミゼロ型資源循環型技術、自

然共生型流域圏・都市再生技術について、関係省

は国の環境政策と連動し、相互に連携して推進す

るための重点化を行っている。観測、現象解明、

対策技術の開発から実社会への適用に至る道筋に

基づいて、各省の個別研究を、省の枠を超えて政

府全体として統合化する重点化の方針が予算要求

で実現されている。今後、実行にあたっても、各

省連携体制を継続することが重要である」

とされている。

環境分野の推進戦略を作成するときに、関連各

省と何度も議論を行い、イニシャティブ研究体制

は十分理解され、予算要求時においてもその方針

が十分に実現されている。しかしながら予算獲得

後も実行となるとそう簡単にはいかないであろう
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と、私だけでなく総合科学技術会議側も予想して

いたことは、これでおわかりになっていただいた

と思う。第12回の本会議は、総合科学技術会議が

各省の予算獲得後も影響力を持つことを宣言した

重要な会議であった。

第12回の本会議終了後、フォローアップ体制の

構築に向けての検討が事務局で開始された。その

担当となったのが、総務グループにいた若手の参

事官補佐であった。もともとは行政官であり、行

政の仕組みやしきたりを十分認知しているわけで

あったが、環境分野のイニシャティブに高い関心

を示し、私以上にどのようにしてイニシャティブ

を実現したらよいか真剣になって知恵を絞ってい

ただいた。前に示した私の原案(地球環境研究セン

ターニュースVol.14 No.11 (2004年2月号)参照)及

びそれに対する各省の意見をたたき台としながら、

何度も二人で議論を重ねた。多分、私と行った議

論をふまえて事務局の審議官や政策統括官との意

見調整も行っていたのであろう。最終的に彼は、

図1に示すようなフォローアップ体制の案を作成し

た。すなわち、

○(フォローアップは)科学技術政策担当大臣及び

有識者議員により行う。

○その際、重点分野、横断的事項ごとに有識者議

員の中から担当を決め、当該議員が中心となっ

て具体的作業を行う。

○作業を進めるにあたっては、必要に応じて外部

有識者を専門委員に任命し、専門的助言を求める。

○また、必要に応じて、関係府省や関係研究者間

の情報交換・調整のための連絡会を開催する。

とされた。この案は図1とともに、12月21日に開催

された重点分野推進戦略専門調査会に諮られ、承

認され、さらに25日に開催された第13回総合科学

技術会議本会議において了承された。

総合科学技術会議で決められたフォローアップで

の具体的作業の実施体制と私のイニシャティブ体

制の原案を比べてみると、次ページに示すように、

表現の仕方は違うが、有識者議員・専門委員・研

究者会合(連絡会)・関係府省連絡会の構成要素と

なっており、基本的構造は全く一致していること

がわかる。

彼の後日談によると、最後まで難航したのが研

究者連絡会の設置であったという。研究者が直接

に総合科学技術会議とつながることには若干の抵

抗があったのかもしれないと思われる。ただし、

「必要に応じて」という言葉が、実行に柔軟性をも

たせたことで、幹部クラスの首を縦にふらせたの

であろう。私にとってこのフォローアップ体制は

追い風になった。基本構造は一致していることで、

表現がきつくならないような配慮を行い、フォロ

ーアップ体制の表現を借りながら、図2のようなイ

ニシャティブ体制を作成し、再び関係各省に提示

(責任者） (責任者）

全体について 全体について

アドバイス アドバイス

個別に意見聴取 個別に意見聴取

必要に応じて 必要に応じて

必要に応じて 必要に応じて

科学技術政策担当大臣と有識者議員

総合科学技術会議

（外部有識者：　専門委員任命）

常勤議員

関係研究者連絡会

××分野

常勤議員

事務局

関係府省連絡会

（責任者をサポート）

常勤議員

非常勤議員

アドバイザー（3名以内）
（外部有識者：　専門委員任命）

専門家

関係研究者連絡会

関係府省連絡会

専門家

事務局

○○分野

常勤議員

（責任者をサポート）

非常勤議員

アドバイザー（3名以内）

図1 平成14年度予算のフォローアップ体制（案）

http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/vol14-11/vol14-11.pdf
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し、了解され、いよいよ実行の運びとなった。こ

れまでの回想録で私は何度もイニシャティブ体制

は多くの行政官の理解と協力があって実現できた

ことを言ってきたが、彼もその一人であることは

確かである。その後、会う機会はないが、立派に

活躍していることと思う。

7-3. イニシャティブ実行準備段階での障害

図2に示すイニシャティブ体制において、環境担

当常勤有識者議員である石井紫郎先生が中心とな

り、吉川弘之先生がサポート議員として協力する

こととなった。アドバイザーとして招聘する外部

有識者の先生について、平成14年度は3本のイニシ

ャティブがスタートすること、そのうち地球温暖

化を気候変動分野と対策技術分野と分けることと

し、下記の4名の先生にお願いすることとした。

○市川惇信科学技術振興事業団特別参与：地球温

暖化研究イニシャティブ気候変動分野担当

○茅　陽一慶應義塾大学客員教授：地球温暖化研

究イニシャティブ対策技術分野担当

○秋元勇巳三菱マテリアル㈱会長：ゴミゼロ型資

源循環型技術研究イニシャティブ担当

○丹保憲仁放送大学学長：自然共生型流域圏・都

市再生技術研究イニシャティブ担当

総合科学技術会議フォローアップ体制 イニシャティブ体制原案（詳細はその10参照） 

・ 分野ごとに、有識者議員の中から担当を決め、当該議

員が中心となって具体的作業を行う。 

 

・ 作業を進めるにあたっては、必要に応じて、外部有識

者を専門委員に任命し、専門的助言を求める。 

・ また、必要に応じて、関係府省や関係研究者間の情報

交換・調整のための連絡会を開催する。 

・ 環境研究イニシャティブ＊を推進・評価する環境担当常

勤議員(石井紫郎議員)、サポート議員(吉川弘之議員)。 

 

・ 推進・助言を行う専門委員をおく。 

 

・ イニシャティブ、プログラム、プロジェクトの推進・

評価及びイニシャティブまたはプログラムレベルでの

成果のとりまとめのため、イニシャティブ会合、プロ

グラム会合、シニアリサーチャー会合、(以上研究者会

合)、推進チーム(関係省連絡会議)をおく。 

 

図2 環境研究イニシャティブの推進体制

総合科学技術会議

環境・エネルギーG科学技術担当大臣と有識者議員との会合

総合科学技術会議環境環境担当常勤議員
担当常勤議員の事務局サポート議員

専門委員

①イニシャティブ実施計画の把握・調整 研究進捗状況を踏まえ
（プログラム間、プロジェクト間） た次年度資源配分方針

②ｲﾆｼｬﾃｨﾌ゙やﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾑの達成目標に対しての進 (案）の調整
捗状況の把握・アドバイス及び報告書とりまとめ

③各省連携の状況把握とアドバイス
④推進状況に応じた推進戦略のリバイス（案）と

資源配分方針（案)の作成

ｲﾆｼｬﾃｨﾌﾞ研究会合の事務局イニシャティブ研究会合
（関係研究者連絡会）

①イニシャティブ、プログラム、プロジェクトに関わる取組状況等
情報の共有と自由闊達な議論によるそれぞれへのフィードバック

イニシャティブ推進関係②議員が依頼する事項の検討
府省連絡会③会合の座長は有識者議員が指名

①イニシャティブの推進に関わる行政面
からのサポート及び行政施策の調整

②議員が依頼する事項の検討
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さらに4名の先生には、各イニシャティブ・分野の

座長、それぞれのイニシャティブ・分野のもとに

あるプログラムの世話人の選任をお願いし、イニ

シャティブとプログラムを有機的な関係で推進す

る体制を作ることができた。このような体制で事

務局内での事務的手続きが始まったが、イニシャ

ティブ・分野の座長となる先生は有識者議員のア

ドバイザーでもあることから、総理大臣による専

門委員発令を行う必要がある。したがって、総務

グループで科学技術担当大臣の了解をとりにいっ

たが、答えはノーであった。なぜ環境分野だけが

そこまでしなければいけないのかが理解できなか

ったらしい。さらに他の分野では、フォローアッ

プ体制を担当の有識者議員だけで行うこととして

おり、アドバイザー、関係研究者連絡会、関係府

省連絡会は必要なしとされていたことで、環境だ

けが目立ったらしい。再度フォローアップ担当審

議官や総務グループで大臣の説得にあたったが、

了解を得ることはできなかった。イニシャティブ

という思想を大臣にしっかり説明していなかった

自分に最大の責任があったと反省させられたが、

幸いにもフォローアップ担当審議官の計らいによ

り、重点分野推進戦略専門調査会あるいは科学技

術システム改革専門調査会の専門委員を継続する

こととなった茅先生と市川先生は、その立場を利

用させていただくこととし、秋元先生や丹保先生

は、当面の間、事務局トップの政策統括官の招聘

で参加していただくこととなった。また、イニシ

ャティブの各プログラムの世話人も政策統括官の

招聘でイニシャティブ会合に参加・運営していた

だくこととなり、どうにかイニシャティブが動く

ようになった。

＊渡邉領域長は、2001年(平成13年)1月から2002年(平成14

年)7月まで内閣府総合科学技術会議の環境・エネルギー

担当の参事官を併任されました。本稿はその回想録です。

地球環境研究センターニュース Vol.14 No.12 (2004年3月)

＊お詫びと訂正

Vol.14 No.11(2004年2月号)の「総合科学技術会議備忘録 環境研究の国家戦略の構築とその実践(その10)」
の9ページの図1に誤りがありました。正しくは下記の図になります。お詫びして訂正いたします。

図1 環境研究イニシャティブの推進・評価体制



－ 12 －

ＥＦＦ研究者の紹介：Boyan Tatarov (ボヤン・タタロフ)

(大気圏環境研究領域 遠隔計測研究室)

私はヨーロッパの南

東に位置する美しい

国、ブルガリアの出身

です。ブルガリアはス

キーができる山と黒海

沿いの美しい海岸があ

り、四季を通して観光

客が絶えることがあり

ません。バラの香油、

ワイン、そしてなんと

言ってもブルガリアヨ

ーグルトが世界的に有名です。ブルガリア人はと

ても親切で、陽気で心の温かい人たちです。

教育はブルガリアで受けました。ソフィア大学

“St Kl. Okhridski”で理学修士を取得し、その後、

ブルガリア科学アカデミー(BAS)電子工学研究所

(IE)で大学院生として勤務していました。私の研

究テーマは、大気境界層における光学的に濃い散

乱体からのライダー信号の偏光特性に関するもの

です。ブルガリアではずっとレーザーリモートセ

ンシングの研究に携わっていました。昨年の夏、

家族(妻と娘)とともに日本に来ました。ハイテク

と古い伝統が共存する日本でポスドクフェローと

して研究する機会に恵まれたことに感謝していま

す。来日当初、外国人研究者の私は生活習慣の違

いに困惑することもありましたが、今では同僚や

友人のお陰でつくばでの生活を楽しんでいます。

現在は、国立環境研究所大気圏環境研究領域の

杉本先生のも

とでエコフロ

ンティア・フ

ェロー(EFF)

として研究を

続 け て い ま

す。私の所属

する遠隔計測

研究室の人た

ちはとても親切です。ここでの私の研究テーマは、

高スペクトル分解ライダーで得られるライダー比

の気候学的な特性に関する研究です。Lidar(ライ

ダー)はlight detection and rangingの頭文字で、サイ

エンスの分野だけではなく産業にも利用されてい

るレーザーリモートセンシング技術です。また、

レーダーを電波ではなく光に置き換えた技術であ

るので、レーザーレーダーと呼ばれることもあり

ます。ライダーは、大気のダイナミクスや気候変

動、大気質、オゾン層破壊に関する研究用として

はもちろんですが、遠く離れた物質の距離やその

特性を正確に測定するためにも広く利用されてい

ます。高スペクトル分解ライダー(HSRL)は特殊な

タイプの比較的新しいライダー手法で、ライダー

観測により、エアロゾルと大気分子散乱を分離し

て解析するために2つの信号を測定します。HSRL

はエアロゾルの光学特性や、とくにライダー比(ラ

イダーデータの定量分析に関する最も重要なパラ

メータのひとつ)を精密に観測できる有力な技術と

言えます。私たちは、対流圏でのエアロゾルと雲

の光学特性を系統的に測定しています。研究成果

をもとに、つくば上空におけるエアロゾルのマク

ロ(分布とダイナミクス)およびミクロ(粒子の形状

と大きさ)な特性の詳細なマップを作成する作業が

進んでいます。

(滞在期間：2003年7月～2005年3月)

＊本稿はBoyan Tatarovさんご自身が書かれた原稿を事務局で和訳したものですが、原文(英語)は最後のページに

掲載されています。

 

2003年12月2日の黄砂の散乱比の鉛直分布の時間変化

地球環境研究センターニュース Vol.14 No.12 (2004年3月)
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お問い合わせ：029-850-2318 国立環境研究所総務部業務係
場所：つくば市小野川16-2(西大通り沿い：バス停「環境研究所」)
ホームページ：http://www.nies.go.jp/index_j.html

なお、12:00-13:30は所内食堂が利用できます。

来所の皆様に
ハーブの苗ほか、
お好きな花、緑の苗
プレゼント！

施設公開日時 4月１７日(土) 10:00～16:00
(受付は15:00まで、15名以上の団体は事前連絡下さい)

国
立
環
境
研
究
所
・大
公
開
・決
定
！

高性能電気自動車の
展示・試乗会、好評の
ため本年も実施！

環境問題に関心のある皆様、是非一度お越し下さい！！！
普段は見ることのできない多くの施設を大公開します。この
機会をお見逃しなく！

地球温暖化の将来・環境ホルモンの影響・ゴミとリサイクル

生
物

の
多

様
性

・遺
伝

子
工

学
と

環
境

自
動

車
排

ガ
ス

・ス
ー

パ
ー

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

苫小牧フラックスリサーチサイトデータベースの公開

2000年7月から観測を行っている苫小牧フラックスリサーチサイトの2000年及び2001年データが

公開になりました。地球環境研究センターのホームページ(http://www-cger2.nies.go.jp/warm/flux/

flux.html)からご覧になれます。今回公開されるのは、CO2・顕熱・潜熱等のフラックスや気象要

素のデータベースです。

地球環境研究センターニュース Vol.14 No.12 (2004年3月)

http://www.nies.go.jp/index-j.html
http://www-cger2.nies.go.jp/warm/flux/flux.html
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世界初の二酸化炭素観測衛星

温室効果ガス観測技術衛星GOSAT利用シンポジウム

環境省・宇宙航空研究開発機構・国立環境研究所の共催により「温室効果ガス

観測技術衛星GOSAT利用シンポジウム」を開催いたします。

温室効果ガス観測技術衛星GOSATは、2007年の打ち上げを目指して宇宙航空研

究開発機構と国立環境研究所が共同で開発を実施しています。

シンポジウムでは、ニューハンプシャー大学 地球海洋宇宙研究所長のベリアン・ムーアⅢ世教授と東

京大学生産技術研究所の安岡善文教授の特別講演に加えて、第一線で活躍する内外の有識者によるパネル

ディスカッション等を行い、GOSAT衛星と将来の計画等をご紹介します。多くの方のご参加をお待ちし

ています。

開催日時：2004年4月21日(水) 13:30～16:30

開催場所：一橋記念講堂（学術総合センター内） 案内図（http://www.nii.ac.jp/map/hitotsubashi-j.html）

主　　催：環境省・宇宙航空研究開発機構・国立環境研究所

後　　援：文部科学省

参 加 費：無料

通 訳 等：日英同時通訳

問い合わせ先：㈱プライムインターナショナル（シンポジウム運営事務局）
Tel. 03-5467-5539, Fax. 03-5467-5538, E-mail. gosat_2004@prime-intl.co.jp

■プログラム (日英同時通訳)   総合司会：飯島 希　　日本気象協会

13:30～13:40 主催者挨拶
小島　敏郎 環境省　地球環境局長
山之内　秀一郎 宇宙航空研究開発機構　理事長

13:40～14:25 招待講演
「地球温暖化と炭素循環」 (仮題)
ベリアン・ムーアⅢ世　　ニューハンプシャー大学教授

14:25～14:40 「温室効果ガス観測技術衛星GOSATの目指すもの」
安岡　善文 東京大学教授、GOSATチーフサイエンティスト

14:40～15:00 休憩
15:00～16:20 パネルディスカッション 司会：下田　陽久（東海大学　教授）

「宇宙からの二酸化炭素観測で、何がわかるか」
－パネリスト－
デービッド・クリスプ　　NASAジェット推進研究所
ベリアン・ムーアⅢ世　　ニューハンプシャー大学教授
飯島　希 日本気象協会　気象予報士
高木　靭生 日経サイエンス　代表取締役社長
西岡　秀三 国立環境研究所　理事
古濱　洋治 宇宙航空研究開発機構　理事
安岡　善文 東京大学教授、GOSATチーフサイエンティスト

16:20～16:30 閉会の挨拶
大塚　洋一郎 文部科学省研究開発局宇宙開発利用課長
合志　陽一 国立環境研究所　理事長

http://www.nii.ac.jp/map/hitotsubashi-j.html
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http://www.miraikan.jst.go.jp/access/use.html

Tel. 029-850-2308, Fax. 029-851-2854, E-mail. kouhou@nies.go.jp

13:00-13:10

13:10-13:40

13:40-14:10

Dr  W. Andrew Matthews, Manager, 

Pacific National Institute of Water & Atmospheric Research, New Zealand

14:10-14:40

14:40-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-16:50

16:50-

http://www.miraikan.jst.go.jp/access/use.html
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& 地球環境研究センター出版物等の紹介&
下記の出版物が地球環境研究センターから発行されています。御希望の方は、送付先と使用目的を記入

し、郵便、FAX、E-mail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。なお、下

記出版物はPDF化されており、ホームページ(http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/report/r_index-j.html)からダウ
ンロードできます。郵送料および1999年以前に発行されている出版物につきましてもホームページをご参

照下さい。

［送付方法について］
1. 郵送をご希望の場合

○下記出版物1冊のみ：ホームページに記載されている金額分の切手をお送り下さい
○2冊以上(他の出版物も含む)：【申込先】までお問い合わせ下さい

2. 着払い宅急便をご希望の場合：その旨ご記入の上、電話番号を明記してお申し込み下さい
3. 着払いゆうパックをご希望の場合：その旨ご記入の上、電話番号を明記してお申し込み下さい

【申込先】 国立環境研究所　地球環境研究センター　交流係
〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2
TEL:029-850-2347，FAX:029-858-2645，E-mail:cgerpub@nies.go.jp

＊出版物はテーマ別になっております。
Ａ：地球環境研究センター年報 Ｄ：データベース関連
Ｉ：研究の総合化及び総合化研究関連 Ｍ：モニタリング関連

タ イ ト ルC G E R No.

マテリアルフローデータブックD033-2003
～日本を取りまく世界の資源のフロー～ 第 版2

I055-2003 CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.8
Transient Climate Change Simulations in the 21st Century with the CCSR/NIES
CGCM under a New Set of IPCC Scenarios

M014-2003 Data Analysis and Graphic Display System for Atmospheric Research Using PC

地球温暖化と湿地保全に関する国際ワークショップ報告書D032-2002
産業連関表による環境負荷原単位データブック ( )D031-2002 3EID
－ のインベントリデータとして－LCA

I054-2002 CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT Vol.10-2001
I053-2002* STUDY ON THE PROCESSES AND IMPACT OF LAND-USE CHANGE IN CHINA

-FINAL REPORT OF THE LU/GEC SECOND PHASE 1998-2000 -( )
I052-2002 Proceedings of the International Workshop on Marine Pollution by Persistent Organic

Pollutants POPs The 17th Global Environment Tsukuba February 26-27, 2001( )
I051-2002 Integration and Regional Researches to Combat Desertification -Present State and

Future Prospect- The 16th Global Environment Tsukuba
I050-2002 CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT Vol.9-2000
I049-2002 Indonesian Forest Fire and its Environmental Impacts

-The 15th Global Environment Tsukuba
対流圏モニタリングデータ評価のための支援システム( )の開発M013-2002 CGER-GMET
－トラジェクトリ計算および気象場表示システム－

地球環境研究センター年報 (平成 年度～平成 年度)A008-2001 Vol.8 10 12
( ～ )CGER Annual Report FY1998 FY2000

「陸域生態系の吸収源機能に関する科学的評価についての研究の現状」D030-2001
国際ワークショップ報告書

京都議定書における吸収源：ボン合意とその政策的含意D029-2001
D028-2001 Institutional Dimension of Global Environmental Change, Carbon Management

Research Activity, Report of the Initial Planning Meeting, MAY 29-30, 2000,
TOKYO, JAPAN

http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/report/r_index-j.html


今から遡ること約四半世紀前(になりますか！)、私が学生で初めて霞ヶ
浦の全域調査に参加した頃、毎年春と夏には華が咲いていました。咲くと
書くのは正しくありません。湖沼学で水の華と称する、植物プランクトン
の増殖による湖水の着色現象です。春になると湖水は緑色になりました。
プランクトンネットで集めると、金属光沢を呈しとても美しいものです。
500μmほどもあるクロステリウムという針状の緑藻が、濃縮されて同じ方
向に並ぶためです。これを見ると夏が近いことを感じさせました。夏は、
言わずもがなアオコ(青粉)。藍緑色をした粉状の粒子が湖面にプカプカと
漂い、盛期になると湖面を覆いました。

アオコは秋まで湖面に残り、これが消える頃には木枯らしが吹き始
めました。
都内の企業に就職した後、縁あって10年ほど前からこの調査の担

当になりました。久しぶりに霞ヶ浦に出てはじめに驚いたことは、
あれだけ問題になっていたアオコがほとんど出なくなっていたこと
です。あいかわらず霞ヶ浦で会うのは、冬のカモ。これもそのうち
消えてしまうのでしょうか？

(財)地球・人間環境フォーラム　次長　　萩原富司
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消えたアオコ

最近の調査風景

(＊は在庫なし)

タ イ ト ルC G E R No.

プロジェクト報告書Ⅶ（第二期最終報告書）I048-2001* LU/GEC
－中国における土地利用変化のメカニズムとその影響に関する研究－

I047-2001* 6th International Carbon Dioxide Conference
Ⅰ ⅡExtended Abstracts Vol. ,

I046-2001 Carbon Dioxide and Vegetation: Advanced International Approach for Absorption of
2 2CO and Response to CO

I045-2001 CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.7
( )(A New Meteorological Research Institute Coupled GCM MRI-CGCM2
)-Transient Response to Greenhouse Gas and Aerosol Scenarios-

M012 CD -2001 Lake Kasumigaura Database( )
M011-2001 International Workshop for Advanced Flux Network and Flux Evaluation Proceedings

27-29 September 2000, Hokkaido University, Sapporo, Japan
M010-2001 Flux Observation Activities and Sites in Japan

霞ヶ浦モニタリングデータブックM009-2001*
( ) 霞ヶ浦データベースM008 CD -2001

地球環境研究センター年報 (平成 年 月～平成 年 月)A007-2000 Vol.7 9 4 10 3
( )CGER Annual Report FY1997

京都議定書における吸収源プロジェクトに関する国際的動向D027-2000
D026(CD)-2000 Data of IGAC/APARE/PEACAMPOT Aircraft and Ground-based ObservationsⅡ

'96-'98 Collective Volume
D025-2000 Data Book of Sea-Level Rise 2000
D023(CD)-2000 1997 East Asia Monthly NDVI in 1997年 東アジア植生指数月別モザイク図
I044-2000 The Relationship between Technological Development Paths and the Stabilization of

Atmospheric Greenhouse Gas Concentrations in Global Emissions Scenarios
I043-2000 CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT Vol.8-1999

プロジェクト報告書ⅥI042-2000 LU/GEC
－中国における土地利用変化のメカニズムとその影響に関する研究－

I041-2000 Global Environmental Researches on Biological and Ecological Aspects Vol.1
I040-2000 CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.6 (Tropical Precipitation

Patterns in Response to a Local Warm SST Area Placed at the Equator of an Aqua
)Planet

I039-2000 CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT Vol.7-1998
フェリー利用による海洋環境モニタリングおよび関連研究に関する総合報告書M007-2000
森林における温室効果ガスフラックス観測手法に関する提言M006-2000
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地球環境研究センター主催会議等
2004. 2. 3 平成15年度地球環境研究センター事業報告会(つくば)

平成15年度地球環境研究センター事業報告会を所内で開催した。当センターが実施

している地球環境モニタリング・データーベースプロジェクト、並びに国際的プロ
ジェクトのコアオフィス業務などについて、進捗状況と今後の展開について各プロ

ジェクト代表が報告した。

18～20 IPCC Emission Factor Database 2nd Meeting of the Editorial Board / Meeting of the Steering
Group (つくば) 詳細は、後日 本誌に掲載。

20 平成15年度地球環境モニタリングデータベース検討会 GEMS/Water分科会摩周湖モニ

タリング専門分科会(第2回)(藤沼研究管理官・五十嵐係長/北海道・北見)
北海道北見市にて平成15年度摩周湖モニタリング調査の結果および今後の計画につ

いて検討をおこなった。

26 平成15年度GEMS/Water国内関係者会議(藤沼研究管理官・五十嵐係長・川村係長/札幌)
北海道札幌市にて国内GEMS/Waterに関係する約20機関が参加し、活動内容や今後の

体制について意見交換をおこなった。

27 平成15年度地球環境モニタリングデータベース検討会北域成層圏総合モニタリング分
科会(藤沼研究管理官・五十嵐係長・川村係長・長浜NIESポスドクフェロー/北海道・陸別)

北海道陸別町にて、観測研究の進捗状況の報告、今後の観測研究計画や運営体制に

ついて検討した。

見学等
2004. 2. 5 近畿ブロック東京事務所長会(各府県庁職員)一行(31名)

17 千葉県千葉地区環境行政連絡協議会一行(45名)

18 JICAオゾン層保護対策代替技術セミナー一行(21名)
19 全国環境研究所交流シンポジウム参加者一行(42名)

20 地方環境研究所との検討会出席者一行(6名)

24 茨城県高等学校教育研究会工業部化学部会一行(10名)
26 平成15年度外務省海洋汚染防止セミナー研修員一行(5名) 
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★送付先等の変更がございましたらご連絡願います

＊地球環境研究センターニュースにこれまで掲載された「国連気候変動枠組条約 締約国会議の報告」(第

1回～第9回締約国会議、ただし、掲載のない第1回につきましては、参加者に依頼し、今回新たに執筆し

ていただいたもの)は、ホームページ(http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/series/cop/coptop.html)にまと
めて掲載されています。

http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/series/cop/coptop.html


Temporal and vertical cross sections of backscattering 
ratio during Asian dust event on 2 December 2003. 

Boyan Tatarov 
 

(July 2003 – March 2005; National Institute for Environmental Studies, Atmospheric 
Environmental Division – Atmospheric Remote Sensing Section) 

 
I am from Bulgaria. This is small beautiful country situated in the south-east Europe. 

My country is perfectly well place for tourism all seasons long, because there are excellent 
mountains for skiing and beautiful beaches on Black Sea. Bulgaria is 
the most popular over the world with Bulgarian rose oil and 
Bulgarian wine and actually Bulgarian yoghourt. Bulgarian people 
are very kind, smiling, and joyful and warm. 

My scholar background is from Bulgaria. I obtained my MS at 
Sofia University “St Kl. Okhridski”. After that, I am Post-graduated 
at the Institute of Electronics (IE) of the Bulgarian Academy of 
Sciences (BAS) with a research theme on the ”Polarization 
characteristics of the lidar signal by investigation of optical dense 
objects in the atmospheric planetary boundary layer”. In Bulgaria, all 
the time I work in laser remote sensing sphere. I came in Japan with 
my family - my wife and my daughter in the summer last year. I am 
very glad to be Post-Doc fellowship here in Japan - the country where 
the high technologies and the old traditions co-existed. In the 

beginning I accept provocation to fall into the habit of my life as “scientist foreigner” here in 
Japan. Thanks to my colleagues and my new friends, they help me my daily life to be easy in 
Tsukuba city. 

I am now an Eco Frontier Fellow (EFF) under Dr. 
Sugimoto at the National Institute for Environmental 
Studies (NIES) in Tsukuba. The team of the Atmospheric 
Remote Sensing Section is friendly and helpfully. The 
theme of my researches is “Study for determining 
climatology of lidar ratio using a high-spectral-resolution 
lidar”. Lidar is an acronym for light detection and 
ranging, and is a laser remote sensing technique used in 
both science and industry. It is the optical equivalent of 
the radar, and so is often referred to as laser radar. Lidars 
are widely used to precisely measure distances and 
properties of far-away objects, as well as for studies of dynamics, climate change, air quality 
and ozone depletion. The high-spectral-resolution lidars (HSRL) are special type, 
comparatively new lidars. They measures two signals, which can be processed to separate 
lidar returns for aerosol and air molecular scattering. In this manner, a HSRL is a powerful 
technique for accurate observations of aerosol optical properties and especially lidar ratio – 

one very important parameter for 
quantitative analysis of the lidar data. 
During the studies we carry out 
systematic lidar measurements of 
optical properties of aerosols and 
clouds in the troposphere. In results, we 
are obtaining detailed maps of the 
aerosol macro- (distribution and 
dynamics) and micro- (particle’s shape 
and size) characteristics over Tsukuba.  
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