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IPCC第2回スコーピング会合報告
− 第4次評価報告書目次案原案決定 −
社会環境システム研究領域環境計画研究室
室長
1. はじめに
9 月1日から4 日、ドイツのポツダムで
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の
第2回スコーピング会合が開催された(表1)。
日本からは、筆者を含めて6名が出席した。
本会合の概要及び 、とくに影響分野を担
当する第2作業部会の討議内容について報
告する。

表1

原沢 英夫

IPCC第2回スコーピング会合の概要

・期間：2003年9月1〜4日
・場所：ポツダムコンファレンスセンター(ポツダム、ドイツ)
・参加者：専門家120名、IPCCビューロー、IPCC事務局
(WG2セッションの参加者、30名程度)
・議題：IPCC第4次評価報告書(AR4)の目次案
横断的事項の案作り
・議事次第：全体会合とWG別会合、シナリオグループ会合及
び横断的話題に関するセミナー形式の会合が開かれ、
4日午後の全体会議で本会合の成果が報告され、閉会。

2. スコーピング会合とは？
を作成することとなった。IPCCの最近の活動と今

(1)第3次評価報告書と第4次評価報告書
IPCCは周知のように、地球温暖化に関わる科学
的な知見を評価する国際機関であり、1988 年に

後の動向も含めて年表としたのが表2である。
(2)スコーピング会合

UNEP(国連環境計画)とWMO(世界気象機関)によ

前回のTARの準備段階でも報告書の作成方針や

って設置された。その活動成果としては、約5年お

目次案について検討するスコーピング会合が開催

きに公表される評価報告書、特定の話題について

されている(1998年7月末、バドミュンステライル、

まとめる特別報告、そして評価報告書の内容をも

ドイツ)。AR4についても、全体会合で方針や目次

とにより詳しい情報をもりこんだ技術報告などが

案を審議し決定する前の準備段階として、2回のス

ある。IPCCは2001年4月に第3次評価報告書(TAR:

コーピング会合を開催した。第1回はこの4月にマ

Third Assessment Report)をまとめ、公表した。現

ラケシュで開催され、日本からは5名が参加した。

在、IPCCのまとめた評価報告書は温暖化に関して

第2回はポツダムで開催され、6名が参加した。こ

最も権威ある科学的知見として重視されている。

のスコーピング会合は、必ずしもTARの主要な執

IPCCはTARを完成したのち、各国代表からなる

筆者ばかりでなく、幅広く温暖化の関連分野の研

全体会合(総会)でIPCCの成果について事後評価し、

究者や専門家が招待されている。各WGで30名前

その存続について議論したが、その重要性が増し

後、計100名という規模で企画されていた。

ていることから、今後とも存続し、2007年を目指

第1回スコーピング会合については報告を参照さ

して第4次評価報告書(AR4: 4th Assessment Report)

れたい(三村, 2003)。第2回スコーピング会合では、
第1 回で作成された目次案と横断的話題( CCT:
Cross Cutting Themes)について、各国政府のコメン
トへの対応を行いながら、詳細を詰めることを主
たる目的にしていた。
とくに各国政府のコメントに対してはまじめに
対応することが肝要であり、対応の如何も記録に
残すほどの徹底ぶりである。最終的にまとめられ
た目次案は案外あっさりしたものになっている。こ
れは、細かいところまで書き込むと全体会合でい
ろいろな意見が出されて紛糾する場合もあるため、

写真1

全体会議で報告するメッツWG3共同議長

主要なキーワードを列挙した目次案になっている。
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第3次評価報告書以降のIPCCの動向

2001年

１月
２月
３月
４月
９月

第1作業部会全体会合 WG1 TARの承認、即公表
第2作業部会全体会合 WG2 TARの承認、即公表
第3作業部会全体会合 WG3 TARの承認、即公表
第17回全体会合 TAR全体の承認、即公表
第18回全体会合 統合報告書の承認、即公表

2002年

４月 第19回全体会合 新ビューローの選考、新議長の選挙
〜その後、各作業部会の事務局(TSU)の設置、IPCCを運営する幹事団(ビューロー)の会合が開催さ
れ、本格的な活動に向けての準備を着々と実施した

2003年

１月
４月

危険なレベルに関するワークショップ (技術報告とするかどうか検討)
第20回全体会合 第4次評価報告書(AR4)の基本方針、手順等の検討
第1回スコーピング会合 世界の約100名の研究者を招聘して、AR4の方針や目次案、横断的事
項を検討
〜この間、各国政府に対して目次案へのコメントを要請
９月 第2回スコーピング会合 専門家約120名による目次案の詳細化、横断的事項の検討
ここで作成された目次案は、11月の全体会合で議論され、決定される
１１月 第21回全体会合 目次案の確定、執筆者の公募、などを決定

2004年

１月頃 各国政府からの執筆者のエントリ締切
〜この間、ビューローによる執筆者の選考
４月頃 第22回全体会合 執筆者の決定
６月〜９月 第1回目の執筆者会合(LA会合)

2007年

WG1〜3のAR4を順次承認して公表

今回は招待された研究者と事前にメールによる

下のとおりである。第3章：淡水資源とその管理、

コミュニケーションがあった。具体的には、第2作

第4章：生態系及びそのサービス 、第5章：食糧、

業部会(WG2)に関しては、各章の目次案(第1回時

繊維、森林及び漁業、第6章：沿岸及び低地地域、

で決まったもの)を精緻化すべくコメントを出すよ

第7章：産業、居住及び社会、第8章：人の健康。

うに指示された。また、会合当日には、5分程度で

セクター及びシステムの章については、横断的

担当章の目次案について説明し、問題点等を議論

な比較ができるようにテンプレート(ひな形)とな

した。

る細目次が以下のように提案されている。1)範囲、

(3)AR4の目次案

主要事項、TARの結論、特定の手法、2)天候及び

スコーピング会合の結果まとめられた目次案の

気候、その他のストレスに対する現在の感度/脆弱

タ イ ト ル の み を 示 し た の が 表3 で あ る 。以 下、

性、現在の適応、3)将来動向の仮定：気候、開発、

W G 2 の 目 次 案 に つ い て 概 要 を 説 明 す る 。第 1

技術など、4)影響、将来の脆弱性の規模・速度：

(WG1)及び第3作業部会(WG3)の目次案の議論に

コストと経済的側面、5)適応：実務、オプション、

ついては、会合の進行が全体会議と作業グループ

制約条件、6)持続可能な開発の意味、7)主要な不

会合とに分かれていて参加できなかったため、詳

確実性、未解明な事項、研究ギャップと優先課題。

しい議論の内容については省略する。
WG2の目次案は、TARと同様に4部構成となっ

筆者は、第7章を担当したが、当初のタイトルは

ている。第Ⅰ部は、TARではツールと方法の中で

Urban Infrastructureであった。それが会合直前の資

とりあげられていた温暖化影響の検出が独立して

料では、Economic Infrastructureとなっており、そ

第1章となった。これは、この数年温暖化の影響が

の線にそった資料を用意して報告した。

顕在化したことの論文 (とくに雪氷圏や自然生態

各国政府からのコメントとしては、Human set-

系)が増えており、相当科学的知見が蓄積されてき

tlementははずせないという意見が多く、また都市

たためである。

の人口爆発、人口流入などの社会的側面も重要と

第Ⅱ部は、分野ごと、システムごとの影響、適

の指摘があった。結局、議論の結果、Human set-

応、脆弱性を扱う部である。この中の第2章として

tlement, Industry and Serviceとなり、TARとあまり

「新たな手法及び将来のシナリオ」が設定されてい

代わり映えしないタイトルに落ち着いた(会合後に

る。この部で扱われている分野やシステムは、以

送付された目次案では 、Industry, Settlement and
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表3

IPCC AR4の目次案 (変更の可能性あり)

WG1
気候変動：科学的根拠

WG2
気候変動：影響、適応、脆弱性

WG3
気候変動の緩和

第１章 気候変動の科学に関する
歴史的概観
第２章 大気組成及び放射強制力
の変化
第３章 観測：大気圏および表面で
の気候変化
第４章 観測：雪氷及び凍土の変化
第５章 観測：海洋気候変動および
海面水位
第６章 古気候
第７章 気候システムの変化と生
物地球科学との結合
第８章 気候モデルとその評価
第９章 気候変動の理解とその原
因特定
第 10 章 地球規模の気候予測
第 11 章 地域の気候予測

Ｉ. 観測された変化の評価
第１章 自然及び人為システムにおける観測され
た変化の評価
II. 将来の影響及び適応の評価：セクター及びシス
テム
第２章 新たな手法及び将来のシナリオ
第３章 淡水資源とその管理
第４章 生態系及びその機能 (サービス)
第５章 食糧、繊維、森林及び漁業
第６章 沿岸及び低地地域
第７章 産業、居住及び社会
第８章 人の健康
Ⅲ. 将来の影響及び適応の予測：地域別
第９章 アフリカ
第 10 章 アジア
第 11 章 オーストラリアとニュージーランド
第 12 章 ヨーロッパ
第 13 章 ラテンアメリカ
第 14 章 北アメリカ
第 15 章 極域 (北極及び南極)
第 16 章 小島嶼
IV. 影響への対応の評価
第 17 章 適応オプション、能力及び実施に関する
評価
第 18 章 適応と緩和の相互関係の評価
第 19 章 主要な脆弱性の評価
第 20 章 気候変化及び持続可能性に関する考察

Ａ. 導入と枠組
第１章 導入
第２章 枠組み
Ｂ. 長期的な大気安定化と排出経路
第３章 長期的な大気安定化と排出
経路
Ｃ. 短中期的な具体的な緩和措置
第４章 エネルギー供給
第５章 輸送と輸送インフラ (道路、
鉄道、航空、船舶、輸送用燃料を含
む)
第６章 住居／商業 (サービス業を
含む)
第７章 産業 (HFC、PFC を含む)
第８章 農業 (土地利用及び生物的
炭素隔離を含む)
第９章 林業(土地利用及び生物的炭
素隔離を含む)
第 10 章 廃棄物処理
第 11 章 統合的視点からの短中期
的な緩和措置
第12 章 持続的成長と短中期的な緩
和措置
Ｄ. 国際協力
第 13 章 国際協力

までいこうという案になっていた。

Societyに修正されている。
内容的には、都市やそこでの人間活動としての

WG2の地域分けについてもとくに議論はなく、

産業、さらに都市住民の視点が重要視される傾向

TARと同様な8地域分けとし、地域ごとに、テンプ

にある。今年の欧州は熱波で多くの被害者が出た。

レートが示されている。テンプレートは分野、シ

そうしたことも都市への影響の重要性が再認識さ

ステムごとの章のものを地域におとしたものとな

れつつある要因と思われる。出席者の一人に欧州

っている。第9章：アフリカ、第10章：アジア、第

のWHO(世界保健機関)関係者がおり、現在WHO

11章：オーストラリアとニュージーランド、第12

で欧州の熱波について報告書をまとめているとの

章：ヨーロッパ、第13章：ラテンアメリカ、第14

ことであった(11月に公表予定)。

章：北アメリカ、第15章：極域(北極及び南極)、

第Ⅲ部は、地域の章である。地域分けについて、

第16章：小島嶼。

CCTのひとつRegional Integrationとしてコンセプト

地域別章のテンプレートは以下のとおり。

ペーパーが事前に送られてきたが、会合時に配付

1)TARで評価された知見の要約、2)天候及び気候、

されたものは大分手が入れられていた。すなわち、

その他のストレスに対する現在の感度/脆弱性、現

地域分けについては各作業部会で共通していた方

在の適応、3)将来動向の仮定：気候、開発、技術

が理想的であるが、TARでは、WG1、WG2、WG3

など、4)将来の影響：主要な脆弱性、地域の差異、

がそれぞれの視点で地域分けをしていたので、そ

5)適応：実務、オプション、制約条件の地域の差異、

れらを統一しようという試みであった。当初のペ

6)ケーススタディ、7)持続的発展の意味、8)主要

ーパーにはいろいろなレベルでの地域分けがある

な不確実性、未解明な事項、研究のギャップと優

ことを列挙して、それを踏まえて議論する意図の

先課題。

ようであったが、最終的にはWG1の共同議長によ
って大幅に書き換えられたようで、結局各作業部

今回AR4の報告書は厚さを薄くしようというこ

会の地域分けはそれぞれ事情があり、ほぼそのま

とになっており、地域の章も紙面が減ることにな
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る。それを補うために、地域ごとに技術報告を作

取り上げようということである。TARのときも現

成することを検討している。技術報告は、評価報

在の環境問題と気候変化との関係など断片的な知

告書が公表されたあとに、その内容を踏まえてよ

見については地域の章などに載っていたが、当初

り情報を盛り込んだ形の報告である 。この場合、

予定したよりも書き込めなかった経緯がある。今

技術報告はAR4が出された後に編集等が行われる

回は、都市への人口移動なども含めて、持続可能

ことになるが、作業自体はある程度AR4作業と並

性に挑戦することになった。

行して行われると思われる。
第Ⅳ部は「潜在的な影響への対応の評価」であ

3. 横断的話題(CCT)

り、チャレンジングな章を含んでいる。第17章：

今回力が入っているのが、横断的話題(CCT)で

適応オプション、能力及び実施に関する評価、第

ある。具体的には以下のテーマが設定され、アン

18章：適応と緩和の相互関係の評価、第19章：主

カーと称する研究者がコンセプトペーパーをまと

要な脆弱性への対応、第20章：気候変化及び持続

めている。コンセプトペーパーは、執筆者が執筆

可能性に関する考察。

する際の共通的認識としようと意図したものであ

例えば、第19章は、
「主要な脆弱性への対応」と

る。アンカーが作成した各CCT に関するコンセプ

いう題に落ち着いたが、気候変動枠組条約の第2条

トペーパーを踏まえ、各WGにおいてCCTの扱いが

の安定化濃度とリスク・

検討された。CCTとして

影響、脆弱性の関係をま

取り上げられている話題

とめようというものであ

は、①不確実性とリスク、

る。自然生態系や人間活

②適応と緩和、③主要な

動にとって危険とならな

脆弱性(気候変動枠組条

いレベルの温暖化をもた

約第2条の関連事項を含

らす大気中の温室効果ガ

む)、④持続可能な発展、

ス濃度はどのくらいかな

⑤地域の統合、⑥水、⑦

ど、非常に難しい問題を

技術、の7つである。

含む。
この点については、2年
ほどまえにロシアのイズ

本会合で議論された
写真2

サンスーシ宮殿 (ポツダム市内)

ラエル副議長が危険なレベルに関する技術報告の

CCTの概要を以下に紹介
する。

(1)主要な脆弱性 (Patwardhan, et al., 2003)

作成を提案して、何度かビューローや全体会合で

気候変動枠組条約第2条における危険なレベルは

議論し、この1月には専門家ワークショップを開催

政策判断など価値評価が入ることは避けられない。

した。結局、技術報告としてまとめることを含む4

IPCCはこうした政策的な判断(Policy prescriptive)

つのオプションを全体会合に提案することになっ

を極力避けようとしている。しかし重要性も認識

たが、結果はAR4作成時に検討することになった。

しており、政策関連(Policy relevant)の問題は積極

安定化濃度、影響の閾値、などについては、各

的にとりあげるが、基本的スタンスは科学的情報

国のコメントも厳しいものがあった。例えば、影

を与えることに徹している。

響の閾値については、科学的知見がほとんどない

第2条の究極的目標である温室効果ガス濃度の安

のではずすべき(中国、米国)という意見や、第2条

定化は、そのレベルだけでなく安定化に至る速度

とそこに含まれる主要な脆弱性との関係などにつ

も重要であること、そして気候変化による影響の

いて意見があった。

閾値は、タイプⅠ：連続的に変化して閾値を超え

安定化濃度 、影響の閾値 、危険なレベルなど、

るもの(海面上昇等)及びタイプⅡ：気候システム

京都議定書の第一約束期間以降を検討する際に重

の安定性に直接影響を与えるもの(熱塩循環等)に

要となる科学的知見をまとめることの必要性は高

定義される。

く、今後科学的知見が如何に収集でき、まとめら
れるかがポイントになろう。

また、閾値の類型(Speciesと呼んでいる)として、
類型1：WEHAB(Water, Energy, Health, Agriculture,

最後の第20章は、持続可能性についての知見を

Biodiversityを指す)の分野に対して広範な悪影響を
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IPCCに多大な貢献をした森田恒幸さん、急逝
ポツダムの会合最終日(現地9月4日)の早朝、直接の上司である森田恒幸さんの突然の訃報が知らされまし
た。ポツダムに出かける前日(土曜日)の夜、森田さんから自宅に電話があり、昨日退院したが体力が戻らな
いので、ポツダム行きは中止しました、ついては排出シナリオ関連で集まる諸外国の研究者によろしくとい
う内容でした。それが、私にとっては、最後の言葉になりました。声はいつものように明るかったので、こ
んなに急に亡くなるとは想像できませんでした。
今回の会合は2007年にとりまとめる予定のIPCC第四次報告書の目次案など方針を検討する大変重要な会合
で、森田さんは4月にマラケシュで開催された第1回目に続き、今回も招待されていました。聞くところによ
ると2回招待されている研究者は世界広しと言えども7人だけであり、その中の1人であったようです。それだ
けにIPCCが森田さんに期待するところは大きく、それに応えるべく森田さんも最後の最後まで、なんとかし
て出席したいと願っていたわけです。
会合の最終日は、午前中は各作業部会の会合、午後は全体会合がありました。午後の全体会合では、パチ
ャウリIPCC議長が参加者に森田さんの訃報を伝え、1分間の黙祷がささげられました。そしてパチャウリ議長
からIPCCの正式な御悔みの手紙をいただきました。また会合に参加していた排出シナリオのグループもこと
の重大さに驚愕していましたが、すぐに御悔みの手紙をしたためてくれました。とくに親しいシュクラさん
(インド)、ナキさん(オーストリア)のショックは相当大きく、葬儀があれば飛んでいくから、絶対知らせて
くれと、何度も何度も念をおされました。予定を1日早めて帰国の途につきましたが、機上何故か涙が止まら
ず、53歳という若さで逝った森田さんの存在の大きさをひしひしと感じました。
亡くなった丁度1カ月後の10月4日に国立環境研究所で森田さんを偲ぶ会が行われ、シュクラさん、ナキさ
んも忙しい中を駆けつけてくれ 、IPCC における森田さんの多大な業績を紹介いただきました 。森田さん 、
IPCCの行く末を空の上から見守っていてください。

与えるもの(例えば、西南極氷床や熱塩循環の崩壊、

する2つのCCTが密接な連携を保つこと、さらに社

モンスーンの大規模あるいは急激な変化等)、類型

会経済的な開発の経路を十分に統合することの必

2：一般的に悪影響があり、特定の地域や分野には

要性が指摘されたが、とりまとめにはなかなか困

その悪影響が明らかなもの、類型3：地域や分野に

難な側面をもっている。

よって悪影響を受けるものと好影響を受けるもの

(3)水

が混在するもの、に分類している。IPCCで閾値を

今年の世界水フォーラム、昨年のヨハネスブル

取り上げる際には、適切な文献をとりあげ、体系

クサミットでは、水資源、水環境が重要課題の一

的なアプローチが必要であると指摘している。

つとしてあげられていた。IPCCのWG2でも、TAR

CCTについては、いろいろな意見を考慮して 、

完成後に気候変化と水を取り上げ、ワークショッ

コンセプトペーパーの完成を急いでいるが、その

プ等を開催しつつ、特別報告あるいは技術報告と

後のWGでの扱いについては、今後議論されるこ

してとりまとめるべく検討を行っていた。

とになる。また、例えば、WG2の第19章では、主

本会合では、気候変化と水に関してセミナー形

要な脆弱性への対応で本格的に検討する予定であ

式の会合が開催され、地域的な問題を含む水環境

り、WGの枠を越えた取組みが必要になろう。

と気候変化の相互関係についての発表があり、各

(2)持続可能な発展

WGとの関連性について議論された。WG2の中で

気候変化と持続可能な発展については、TARで

は、技術報告としてAR4に先駆けてまとめること

は十分対応できなかった問題であり、今回もCCT

を前提に議論が進んだが、WG1の共同議長から作

の一つとして取り上げられた。ムナシンゲ副議長

成スケジュールについての再検討が要請されたよ

がこの間一貫してこの問題を担当してきた。数回

うで、結局AR4が完成した後、2年後ぐらいたって

のワークショップを開催し、特別報告書としてと

出版する計画となった。

りまとめる提案がなされたが、ビューローや全体

(4)技術

会合において議論が収束せず、今日にいたってい
る経緯がある。

技術については、第1回スコーピング会合で米国
が提案して取り入れられた経緯がある。ここでの

AR4の作業の進め方については、持続可能な発
展と気候変化の関係、及び緩和と適応の統合に関

技術は、モニタリング、衛星観測などの観測技術
も含む相当広い範囲のものを指している。例えば、
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モニタリング・評価に関する技術、技術と社会経

ついては賛同していたが、一部の国(中国、米国)

済との関係、技術移転問題など広範な検討がなさ

からは、統合報告書は不要といった意見も出ている。

れた。また、緩和・適応の個々の技術を表形式に

執筆者に関しては、次回の全体会合で選考方法

まとめ、データベース化しようという試みもなさ

が確認され、その後、各国政府に対して目次案の

れるようである。

どの章にどの専門家を推薦するかの作業を依頼す

(5)SRESシナリオの取り扱い (環境省資料より)

ることになる。その結果得られた候補者リストを

IPCCのSRESシナリオ(排出シナリオ)について

もとにビューローが選考して、来年春に予定され

は、一部の研究者から批判が出されており、IPCC

ている全体会合で正式に決定される予定である 。

としてもこうした批判への対応やAR4におけるシ

その後直ちに第1回目の執筆者会合が開催され、執

ナリオの扱いが問題となっていた。結局、AR4の

筆活動が本格的に開始されることになる。

ための排出シナリオとしてはSRESシナリオが妥当
であることが再確認されるとともに、AR4のWG3
報告において、SRES以降に発表されたシナリオに
関する文献のレビューを行うこととされた。新し
い排出シナリオについてはAR5での利用を目指し、
AR4作成中に作業を開始する予定である。
ビューロー会合においてもSRESシナリオについ

参考文献
三村信男 (2003)：『IPCC第１回スコーピング会合と
今後の予定』, (http://www-iam.nies.go.jp/impact/initiative/initiative.html)
Patwardhan, A., S.H. Schneider, and S.M. Semenov ( 2003):
Key vulnerabilities including issues related to UNFCCC
Article 2, CCT Concept Paper presented at 2nd Scoping
Meeting.

ての検討が行われた。オーストラリア、米国から
SRESシナリオへの批判に対して、さらに対応すべ
きとの意見が出されたが、他のビューローメンバ

IPCC第21回総会第4次評価報告書関係文書リスト (事

ーからは、既に科学者による反論がなされている、

務局作成)
第21回IPCC総会文書リスト
http://www.ipcc.ch/meet/session21.htm
第1作業部会報告書アウトライン(案)

SRESシナリオを作成したプロセスをないがしろに
すべきでない、AR5のためのシナリオの検討を開
始すべきなどの意見が出された。パチャウリ議長
は、シナリオに関するワークショップを開催する
ことを含め、シナリオに関する今後の対応につい
てのペーパーを作成し、次回全体会合に報告する
こととなった。
以上の他に、「地域の大気汚染と気候」が取り上
げられ、セミナー形式の会合が開催された。具体
的には、対流圏オゾンと気候変動の相互作用、中
国におけるエアロゾルと地域気候変化の関係、気
候変動対策と地域大気汚染対策の統合のあり方に
ついて、議論がなされた。
4. おわりに
当初の予定では、統合報告書についての議論や
主要な執筆者をリストすること(WG2の場合)も予
定されていたが、結局時間がなく、こうした問題
は、全体会合で議論されることとなった。
統合報告書については、TARでは9つの科学的・
政策的な質問に答える方式( Q&A方式)をとった

http://www.ipcc.ch/meet/session21/wg1doc3.pdf
第1作業部会報告書作業計画(案)
http://www.ipcc.ch/meet/session21/wg1doc4.pdf
第2作業部会報告書アウトライン(案)
http://www.ipcc.ch/meet/session21/wg2doc3.pdf
第2作業部会報告書作業計画(案)
http://www.ipcc.ch/meet/session21/wg2doc4.pdf
第3作業部会報告書アウトライン(案)
http://www.ipcc.ch/meet/session21/wg3doc3.pdf
第3作業部会報告書作業計画(案)
http://www.ipcc.ch/meet/session21/wg3doc4.pdf
横断的テーマ・スコーピングペーパー(案)
不確実性とリスク(http://www.ipcc.ch/activity/cct1.pdf)
削減と適応の統合(http://www.ipcc.ch/activity/cct2.pdf)
条約第2条と主要脆弱性(http://www.ipcc.ch/activity/cct3.pdf)
持続可能な発展(http://www.ipcc.ch/activity/cct4.pdf)
地域問題の統合(http://www.ipcc.ch/activity/cct5.pdf)
水(http://www.ipcc.ch/activity/cct6.pdf)
技術(http://www.ipcc.ch/activity/cct7.pdf)

のコメントが寄せられていた。こうした形式の問

第4次評価報告書成果物セットについて(案)
http://www.ipcc.ch/meet/session21/doc14.pdf
第4次評価報告書 統合報告書について(案)

題はあるものの、大方の国が統合報告書の作成に

http://www.ipcc.ch/meet/session21/doc15.pdf

が、質問が複雑な場合があり、わかりづらいなど
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日航定期便による上空大気中の二酸化炭素濃度の定期観測
(財)日航財団 研究開発センター
主任研究員

末永 民樹

1. はじめに
(財)日航財団は、現行の「大気観測プロジェク

①植物の光合成と土壌中の生物の呼吸の影響によ
る CO2濃度の季節変化が上空にも及んでおり、ま

ト」を大幅に拡充・発展させる「新大気観測計画」
に着手することになりました。この観測のために、
「二酸化炭素自動連続測定器」を新たに開発し、ま

た、上空のCO2 の増加率は地上でのそれとよく一
致している。これら二つから、地上で発生した
CO 2が対流に乗って上空まで到達している。

た、現行大気観測に使用されている「フラスコサ
ンプリング装置」も一新されます。これらの機器
は、(財)日航財団、東北大学、(独)国立環境研究

②主に北半球の中緯度帯で発生するC O2 が、高層
の大気の流れに乗って南半球に向けて運ばれてお
り、同時に、さらに上空まで達したC O2 は、超高

所、(独)航空宇宙技術研究所、気象庁気象研究所、
日本航空㈱、㈱ジャムコの共同体制のもとに開発
される予定です。

層の大気の流れに乗って、南半球の中高緯度帯に
運ばれている。
③1997年の強いエルニーニョの影響で活発化した

2. 現行の大気観測とはどのようなものなのか？
地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの発

アジア･オセアニア地域での森林火災によって発生
したCOが上空に達して、高層の大気組成に影響を
及ぼしている。

生・吸収・移流などのプロセスの解明には、定期
的・長期的、かつ広範囲にわたって正確に測定さ
れた観測結果が必要です。また、これが、温暖化

など、多くの有益な情報を得ることができました。
これらの観測結果は、地球温暖化を始めとする気

予測の前提として温室効果ガスの濃度が将来どう
なるかを予測することにつながります。
従来から各国が、大気のデータを収集するため

候変動の予測のために大きく貢献できるものとし
て、内外から高く評価されています。詳細につい
ては 、h t t p : / / w w w . j a l - f o u n d a t i o n . o r . j p / h t m l /

の観測網を張りめぐらせてきましたが、これらの
観測基地は、基本的には地上あるいは観測船上に
設置されてきたため、立体的な観測網を構築する

TaikiKansoku/index.htmをご参照ください。
3. 日本航空グループはなぜ、この種の活動に熱心

ことは不可能でした。
そこで、日航財団と日本航空は、1991年9月に
「旅客機を用いた観測計画」の検討を開始し、1993

なのか？
ご存知のように、日本航空は、日本の航空会社
として初めてISO14001の認証を取得する、あるい

年4月から実際の観測を開始しました(その後、観
測衛星による観測も加わり、現在では、陸海空お
よび宇宙からの観測を一体化する動きが盛んにな

は、初めて環境会計を作成するなど、もともと地
球環境問題に対する認識が非常に高い会社です。
このような風土から発生した諸活動の一環として、

りつつあります)。
この観測は、シドニー(2002年4月からはブリス
ベン)と日本を結ぶ日本航空の定期便に、大気を採

大気観測プロジェクトが計画されました。
具体的には、日航財団が1990年4月に設立された
のを機に、地球温暖化問題に関する科学的研究に

取するための特製の装置を取り付け、着陸後、そ
の装置を気象研究所に運び込んで、上空大気に含
まれている温室効果ガスの濃度を分析するもので

定期旅客便を用いた貢献ができないかというスタ
ディが開始され、それまでは、地上や海上の観測
データしかなかったCO 2濃度の、上空における季

す。観測対象は、二酸化炭素(CO2 )、一酸化炭素
(CO)、およびメタン(CH4)となっています。
1993年4月から開始されたこの観測は、現在も2

節変動・時間変動および緯度による濃度分布の相
違などの把握を目指すことになったものです。
そして、このたび、文部科学省から科学技術振

回/月のペースで続けられており、2003年7月にま
でに226回になりました。
この観測の結果、

興調整費を得て、新しい大気観測計画に着手する
ことになりました。
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(b)
図1

緯度別のCO2濃度の経時変化 (a)北半球、(b)南半球

((財)日航財団より引用)

4. その大気観測計画をなぜ、日航財団と日本航空
が続けないのか？
今回、新たに始まる計画は、民間航空機による

支の地域分布を推定しますが、このモデルを活用
する際の重要なことは、初期条件として入力する
「CO2濃度等の観測データ」の質と量を確保するこ

温室効果ガスのモニタリング手法に関する世界標
準を目指すものです。したがって、従来の枠組み
をはるかに超えた大きな観測計画となっており、

とです。
新観測計画と同様の観測が世界中で展開されれ
ば、CO 2収支の分布を時間的にも空間的にも高い

私企業が負担できる範囲を超えるものです。その
ため、各関係省庁のご理解を得てオールジャパン
のプロジェクトとして立ち上げることになりました。

分解能で推定でき、京都議定書の実効を助けるも
のになると期待されています。
この「インバースモデル」を用いて、CO2 の放

計画では、2005年度末までに開発を終え、2006
年始めには、「二酸化炭素自動連続測定器」 が日
本航空の機体5機に、また、「フラスコサンプリン

出域と吸収域、およびその強さを特定するために
は、温室効果ガスの濃度に関する「鉛直分布」を
取得することが特に重要です。この観点から、二

グ装置」が、これら5機のうちの2機に搭載される
予定です(「二酸化炭素自動連続測定器」について
は、これらのほかに、航空宇宙技術研究所の機体1

酸化炭素自動連続測定器は非常に大きな意味を持
っています。
一方、温室効果ガスには、CO 2以外に、一酸化

機にも搭載される予定です)。
5. 二酸化炭素自動連続測定器とフラスコサンプリ

二窒素やハロカーボン類(いわゆるフロンなど)も
あり、これらについても連続的に測定したいとこ
ろです。しかし、現時点では、CO 2以外の温室効

ング装置の双方が必要な理由は？
大気中のCO 2濃度に関する観測データからCO 2の
放出域と吸収域を判別することができます。
「イン

果ガスを自動的かつ連続的に測定できる小型の測
器がありません。したがって、自動連続測定器は、
CO 2の濃度測定に特化させ、それ以外の温室効果

バース法」と呼ばれるこの方法は、現在、世界中
で鋭意研究されているところです。これに使用さ
れる「インバースモデル」では、初期条件として、

ガスについては、フラスコサンプリング装置によ
って採取した大気を分析することにしています。
また、炭素や酸素の同位体測定 ( 13 C/1 2C および

CO2等の濃度分布を与え、数値計算によってCO 2収

18

O/ 16O)は、海洋や陸域でのCO 2の吸収量の割合を
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一口メモ
「旅客機は、ものすごい量の燃料を燃やしており、地球環境には非常に悪い影響を与えている」と言わ
れています。
しかし、ちょっと待ってください。たしかに、旅客機は大変な量の燃料を燃やします。たとえば、満席で札
幌から羽田(約900 km)に向うボーイング777‑300型機で言いますと、消費燃料は約10,450㍑ですので、1㍑あた
り約0.086 km(86 m！)しか飛行できないことになります。しかし、お客さまが470名ご搭乗されていますので、
1㍑あたり約40 km･人(0.086×470)という輸送量を達成できていることになります。(搭乗率が75％のときには、
1㍑あたり約30 km･人、という輸送量になります)。このように、飛行機の燃費は、自動車に比べても遜色のな
い数字になっています。

推定するのに重要な役割を果たします 。さらに 、
一酸化炭素などはバイオマス燃焼(植物の燃焼)の
良い指標になります。このような成分についても、

置が開発されますが、これらはいずれも、航空
機搭載用部品としての承認を日米両国の航空当
局から取得します。同様に、これらの測器を搭

フラスコサンプリングによる分析を行う必要があ
ります。したがって、総合的な解析には、フラス
コサンプリングによる分析も重要です。

載するための機体改造に関する承認についても、
日米両国の航空当局から取得します。
●試験観測は2005年度から順次開始される予定で

なお、これら2種類の機器を併用することによる
付随的な効果として、二酸化炭素自動連続測定器
で測定された CO2 濃度を、フラスコサンプリング

す。試験観測期間を通じて、測器のグローバル
スタンダードを確立し、欧米諸国等での採用を
促します。これによって、全球的な観測網の構

装置によって測定されたCO 2 濃度と比較すること
によって、両機器の精度を確認することができます。

築を目指します。
●開発計画終了後は、日本航空の機体および航空
宇宙技術研究所の機体を用いた長期継続観測が

6. これらの機器は、日本航空と航空宇宙技術研究
所の機体にしか搭載されないのか？
観測空白域(図2の大きな丸で囲まれた部分)を埋

実施されます。これらの観測によって得られた
データは、一般向け及び研究者向けのデータと
して、広く国内外に公開される予定です。

めるために、アメリカやヨーロッパのエアライン
にも二酸化炭素自動連続測定器やフラスコサンプ
リング装置を搭載するよう、強く働きかけたいと

8. 愛称の募集
日航財団では、この「新大気観測計画」の愛称、

考えています。そのためには、開発される測器が
民間の旅客機にも搭載可能である旨の承認を、日
米両国の航空当局から取得しておく必要があります。

および、「二酸化炭素自動連続測定器」と「フラス
コサンプリング装置」のそれぞれに対する愛称を
募集しています。奮って応募くださいますよう、

7. まとめ
●文部科学省から科学技術振興調整費を得て、

お願いいたします。応募のあて先は、E-mail ：
tamiki.suenaga@jal.comです。締め切りは12月末と
させていただきます。

(財)日航財団 、東
北大学、(独)国立
環境研究所、( 独)
航空宇宙技術研究
所 、気 象 研 究 所 、
日本航空㈱、およ
び㈱ジャムコが共
同して 、新しい観
測用測器を開発し
ます。
●測器として、二酸
化炭素自動連続測
定器およびフラス
コサンプリング装

図2 大気観測データを利用して二酸化炭素の吸収・放出がどこで起こっているかを
モデルで推定 現在の観測は●印で、新たな観測が求められている地域が● 印
(P.K. Patra, S. Maksyutov and TransCom‑3 modellers, Tellus, 55B(2003)より引用)
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湖沼トレンドモニタリングでみる難分解性有機物の特性と動態
水土壌圏環境研究領域湖沼環境研究室
室長
1. はじめに

今井 章雄

(2)漸増が続くと何が問題になるか？

近年、琵琶湖、霞ヶ浦等の多くの湖沼において、

湖水中で難分解性DOM濃度が上昇すると、以下

流域発生源対策が行われているにもかかわらず、

の問題が顕在化すると推測される。

難分解性の溶存有機物(DOM)が徐々に増える傾向

環境基準達成の困難：湖沼の有機物に関する環境

にある。例えば、琵琶湖北湖の水中では有機物の

基準はCODで規定されている。難分解性DOM濃度

全量を表す化学的酸素要求量(COD)の濃度が1984

はCOD濃度と比例的関係にあると考えられるため、

年を境に徐々に増加し続けている。一方、容易に

難分解性DOMの漸増は湖沼における環境基準の達

分解される有機物を表す指標である生物化学的酸

成をとても困難なものとする。

素要求量(BOD )は、同期間中 、横ばいあるいは

流域発生源対策のあり方：湖沼流域発生源対策が

徐々に低下する傾向にある。加えて、湖水CODの

行われているにもかかわらず湖水COD濃度が漸増

ほとんどは溶存態(水に溶けている)である。まと

している。現在の発生源対策の有効性について疑

めると、琵琶湖北湖の水中では 、分解しにくい、

問符が打たれる。

すなわち難分解性で溶存態の有機物、難分解性

湖沼生態系への影響：DOMは植物プランクトンの

DOMが徐々に蓄積していると言える。長年にわた

増殖や種組成に大きな影響を及ぼすと報告されて

る有機汚濁負荷削減対策により湖沼流域 (湖の周

いる。難分解性DOM濃度の上昇が湖沼生態系に与

り)から入ってくる有機汚濁物量が増えているとは

える影響が懸念される。

考えられない。何らかの新しいタイプの水質汚濁

有害物質の能動化：DOMは重金属や農薬等の有害

現象が起こっている。湖沼環境保全上、早急に、

化学物質と結合し可溶化させることが知られてお

この新しい有機汚濁現象のメカニズムを明らかに

り、DOM濃度上昇による有害化学物質の能動化が

することが求められている。

懸念される。

本稿では、現時点における湖沼の難分解性DOM

水道水源として水質悪化：水道水源としての湖沼

についての認識・理解を述べ、続いて著者らの携

に着目すると、DOMは浄水処理塩素殺菌プロセス

わっている「湖沼における難分解性の溶存有機物」

において生成される発ガン物質トリハロメタン等

に関する研究の成果について記述する。本研究は、

の消毒副生成物の前駆物質である。DOMの漸増に

地球環境研究センターがGEMS/Water( Global

よる健康リスクの上昇が懸念される。

Environmental Monitoring System)事業の一環として
推進している霞ヶ浦全域トレンドモニタリングと

2. 難分解性溶存有機物の特性と起源

コラボレーションした形式で実施されてきたもの

(1) DOM分画手法

である。

現在のところ、湖水中で難分解性DOMがなぜ増
えるのか、そのメカニズムについてはよくわかっ

(1)難分解性溶存有機物とは？

ていない。これは、DOMが複雑で不均質な混合体

難分解性溶存有機物(難分解性DOM：dissolved
organic matter)とは、文字通り、分解しにくい溶存

であるため、長年にわたり研究は行われてきたが、
依然としてその中味が不明瞭なためである。

態の有機物を意味する。一般に「溶存態」とは孔

このような状況でわれわれの選択したアプロー

径0.2 μm〜1 μmのフィルターでろ過したものを

チは、可能な限り明白な切り口でDOMをマクロ的

いい、
「難分解性」とは十分な溶存酸素、暗所、一

に(大まかに)分画して、各画分の分布や特性を評

定温度の条件下で、一定期間、細菌(バクテリア)

価することであった。このマクロ分画の基礎とな

による分解を経た後に残存するものをいう。つま

る参照物質としてフミン物質を選択した。フミン

り、操作的な(適当に決められる)定義である。

物質は疎水性(水を嫌う性質)の有機酸で、天然水
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中のDOMの30%〜80%を占める典型的な難分解性
DOMである。一般に土壌有機物、陸上・水生植物
やプランクトン由来と言われ、湖水に流入する主
要な外来性DOMと考えられる。難分解性DOMの
モデル・参照物質として適切なものといえる。
フミン物質は難分解性で疎水性の有機酸である。
すなわち、DOM分画の切り口は、易分解性―難分
解性、疎水性−親水性(水に溶ける程度等を示す)、
酸性−塩基(アルカリ)性となる。われわれは、こ
の三つの切り口を使い、フミン物質の分離に基礎
をおくDOM分画手法を開発した(図1)。この分画
手法は、長期間(100日間)生分解試験(易分解性―
難分解性)と樹脂吸着分画手法 (疎水性―親水性、
酸性―塩基性)からなる。分画後に各画分の物理化
学的パラメータ(溶存有機炭素［DOC］、紫外部吸
光度特性、分子量分布等)を測定することにより、
DOMの特性を評価した。樹脂吸着分画手法は、3
種類の樹脂(非イオン性、陽イオン交換、陰イオン
交換樹脂)を用いてDOMを5つに分画する：フミン
物質、疎水性中性物質、親水性酸、塩基物質(≒親
水性塩基物質)、親水性中性物質。

図1

ＤＯＭ分画手法

(2) DOMはどのような分画分布を持つのか？
このDOM分画手法を、典型的な富栄養湖である

サンプルの起源により顕著に異なっていた。湖水

霞ヶ浦の湖水および流入する河川水に適用した 。

のDOM分画分布(生分解試験前)がどのサンプルの

得られたDOM分画分布を図2に示す。霞ヶ浦では

それに類似しているかを分画分布データ等を用い

DOM成分として有機酸、すなわちフミン物質と親

て統計解析したところ(段階的2分割法、クラスタ

水性酸が卓越していた。この二つの画分がDOMの

ー解析)、なんと、湖水の分布に最も近いのは下水

70%以上を占めており、特に親水性酸の寄与が大

処理水であった。霞ヶ浦湖水は下水処理のような

きかった。河川水中のDOM分画分布は湖水と大き

水なのかもしれない。

く異なっていた。湖水と同様にフミン物質と親水

(3)難分解性DOMはどのような季節変化をするのか？

性酸が優占していたが、フミン物質と親水性酸の

霞ヶ浦湖心における1997〜1998年のDOM、フミ

存在率はほぼ同程度であった。難分解性DOMの分

ン物質、親水性酸および難分解性DOM、難分解性

画分布においても、湖水と河川水ともにフミン物

フミン物質、難分解性親水性酸の動態を図3に示す。

質と親水性酸が難分解性DOMの大部分を占めてい

DOMおよび各画分の動態は1997年と1998年で顕著

た。河川水では従来報告されているようにフミン

に異なっていた。DOMや難分解性DOMは、1997

物質が多かったが、湖水では親水性酸のほうが圧

年では増加傾向にあるが1998年では反対に減少傾

倒的に優占していた。この関係は琵琶湖、諏訪湖、

向にある。これは降雨量の違いによるものと考え

手賀沼の湖水にもあてはまる。すなわち、こと湖

られる。1997年は平年並みの降雨量(798 mm)であ

水に限っては、一般的に言われているフミン物質

ったが、1998年は雨がとても多く(1288 mm)、冷

ではなく、もっと親水性の有機酸が難分解性DOM

夏であった。したがって、1997年のDOM動態は平

として重要であると言える。

年並み降雨量のパターン、1998年は降雨量大の例

霞ヶ浦流域内の様々なDOM発生源サンプル(田

外パターンと想定される。

んぼ流出水、森林渓流水、畑地浸透水、生活雑排

DOMおよび難分解性DOMの増減傾向は1997年

水、下水処理水等)を採取し、DOM分画手法を適

と1998年で異なるが、両年ともに、DOMと親水性

用した。得られたDOM分画分布(生分解試験前)は

酸の分解率は春から秋に大きく、冬に極めて低い
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図3 霞ヶ浦湖心における1997〜1998年のDOM、フミン物質、親水性酸および難分解性DOM、難分解性フミン物質、
難分解性親水性酸の動態

値を示した。春から秋の大きな分解率は、この期

年では、1年間で難分解性DOMは約0.8 mgC･L- 1減

間に植物プランクトン由来の易分解性の親水性酸

少し、難分解性フミン物質および難分解性親水性

が生産されたことを意味する。フミン物質は2年間

酸はおのおの約0.1 mgC･L-1、約0.7 mgC･L-1減少し

を通じて季節に関係なくとても難分解性であった。

ている。すなわち、湖沼での難分解性DOMの動態

フミン物質が難分解性であることは予想通りであ

(増減)は、主に、難分解性の親水性酸の動態によ

ったが、親水性酸もかなり難分解性で、特に冬に

って規定されていると言える。

極めて難分解性であることは興味深い発見であっ

霞ヶ浦に流入する河川水の流量およびDOM濃度

た。1997年の動態を単純に見てみると、1年間で難

は秋から冬に顕著に低下する。また、秋から冬に

分解性DOMが約0.8 mgC･L 増えている。この期間、

かけての河川水DOMの分解率は年間を通して最大

難分解性フミン物質は約0.2 mgC･L 、難分解性親

となる。このため、通常(1997年)、冬から春先に

水性酸は約0.8 mgC･L-1 上昇している。一方、1998

河川由来の難分解性DOM負荷は最も低くなるはず

-1

-1
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である。霞ヶ浦の場合、湖畔に流域下水処理場が

タリングと湖内3次元流動モデルや流域発生源モデ

あり処理水を直接湖に放流している。この処理場

ルの構築が同時に求められる。

の放流水量は年間を通してほぼ一定で、約50,000

湖水DOMはその複雑さの故に依然不明な部分が

m ･d である。この処理水量は夏から冬の河川水量

多い。特に、主要な湖内部生産DOMである底泥由

(1994〜1995年データ)の約13%に相当する。下水

来および藻類由来DOMの特性に関する情報が圧倒

処理水中の難分解性DOM濃度は河川水のそれより

的に不足しており、流域発生源対策を不明瞭なも

もかなり高い。つまり、下水処理水の湖水難分解

のとする原因となっている。湖水DOMの微量金属

性DOM、特に親水性酸への寄与は無視できないほ

や栄養塩の生物利用性を介した藻類の増殖・種組

ど大きいと推察される。

成への機能・影響に関する研究も緒に就いたばか

3

-1

りである。これらの知見探索的研究も進展させる
3. 今後の課題・方向性

必要がある。

われわれは、フミン物質の分離に基づいてDOM

この非常に複雑な「難分解性DOM」の正体を明

をマクロ的に分画することにより、湖水中の難分

らかにするには、長期モニタリングや再現性のあ

解性DOMの特性や起源に関して興味深い知見を得

る実験およびモデル計算によって、一枚一枚薄皮

ることができた。次のステップは、有機炭素を指

をはぐように、着実に進んでゆくことが結局は近

標として、流域DOM発生源を定量的に算定し、霞

道なのだろう。「その正体」が

ヶ浦におけるDOM収支を評価することである。霞

うなものでないことを祈っている。

ラッキョウ のよ

ヶ浦や流入河川水における長期的かつ着実なモニ

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(1)
地球環境研究センター
総括研究管理官
地球温暖化を防止するための活動の一つとして、

井上 元

1. 政策立案者のための要約

二酸化炭素の大気蓄積を決める人為的な排出と森

IGCOの最終的な目標は、これからの10年、炭素

林や海洋への炭素吸収を評価し、そのメカニズム

循環のグローバルに系統的な観測を展開するため

を理解し、将来を予測することが重要である。炭

に、柔軟性に富みかつ強固な戦略を発展させるこ

素循環研究の国際プロジェク

とにある。このレポートの目

トであるGCP(Global Carbon

的は、IGCO戦略が定める土台
IGCO

Project)と並んで、定常的な

IPCC

炭素観測を目指すIGCO

科学的アセスメント

定常的観測

( Integrated Global Carbon

測システム(Operational Global
Carbon Observing System)を構

データ同化

Observation)の提案書がIGOS-

診断モデル

P(Integrated Global Observing
Strategy Partnership)で承認さ

GCP

れた。この提案は、これから
議論が始まる地球観測システ
ムでも検討されるだろうし 、

築し推進することである。こ
のシステムは二つの目標を持つ。
①全球炭素循環の現在の状態

プロセス研究

と、将来の振る舞いをよりよ

予測モデル

く理解するのに必要な、長期

解析と統合化

観測を提案する。特に全球の

その実現は、科学的なアセス
メ ン ト を 行 う IPCC (Inter-

の上に、定常的な全球炭素観

二酸化炭素濃度を支配する要
図1

IGCO, IPCC, GCPの関係

因を明らかにする。
②炭素隔離や排出削減などが

governmental Panel on Climate
Change)にも重要な貢献となろう。そこで提案書の

大気中二酸化炭素濃度レベルにどのように貢献す

概要を3回に分けて紹介する。

るかを監視・予測する。地域や分野ごとの発生／
吸収を評価することを含む。
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フラックス
地表面と大気の間の二酸化炭素フラックスの分

スのグローバルな分布を常時定量化して予測し、

布や変動を定量化することのできる観測セットで

鍵となる炭素貯留の変動を定期的に測定すること

ある。これは、

が必要である。また、その原因となる生物地球化

○グローバル(全経度、季節)に、大気中二酸化炭

学的なプロセスを明らかにするのに役立つ(研究)

素のカラム濃度を、少なくとも1 ppmの精度で観

観測と一緒になって実施する必要がある。グロー

測する衛星

バル炭素観測システムは、海洋、陸域、大気の三
つの主たる炭素循環領域の多面的な要素全てを統

◆この観測は未だ存在していないが、極めて高い
プライオリティーを与えるべきである。

合するものである。実際、異なった領域のデータ

○少なくとも0.1 ppmの精度を持つ、現場で、ある

とモデルを結合するところから最も理解を深める

いはフラスコサンプリングによる定常的な観測

進歩があった。一つの領域での結果は他の二つの

ネットワークの最適化

領域での有効な束縛条件を与える。

◆現在この観測は研究として実施されており、世

観測システムの実施には次のことが必要である。

界で100のステーションからなる。大陸内部やあ

○データ要求の明確化、ネットワーク配置のデザ

まり測定例のない地域など水平にも鉛直にもカ

イン、定常的な炭素観測の進んだアルゴリズム

バー領域を広げる必要がある。そのためには費

の展開。これらは、2015年までは将来の持続的

用対効果の高いセンサーと既存のプラットフォ

な定常観測システムの核となるであろう。

ームを系統的に使用する必要がある。

○大気中二酸化炭素、海洋溶存二酸化炭素(pCO2)、

○陸域生態系での二酸化炭素、エネルギー、水蒸

陸域生態系のフラックスを測定する費用対効果

気のフラックスを連続的に渦相関タワーで測定

の良い、維持が容易な、現場で測定できるセン

する定常的なネットワークの最適化

サーを開発すること。

◆この観測は現在100のタワーからなるネットワー

○宇宙からの二酸化炭素の遠隔計測技術の開発と
実施

クで実施されている。ネットワークは長期に保
証されたもので、生態系のタイプ、生態系回復

○厳密なテストにより検証され、炭素循環の状態
を定期的に診断する系統的な観測によって運用
される実用的な炭素循環モデル

のステージや土地利用の強さなど様々な種類の
土地被覆をカバーする必要がある。
○グローバルなpCO 2を観測船、商船、自律的ブイ

○モデルの開発や運用をサポートするデータの相
互検証、蓄積、配布の強化

の組み合わせで観測するシステム
◆現在、約100の航海で観測されている。グローバ

このレポートは、最終的には研究者と定常観測官

ルで定常的な海洋観測ネットワークを展開する

庁が実施することになる、全球炭素観測システム

のに欠けている主要なものは、高精度で耐久性

(GCOS：Global Climate Observing System)のビジョ

のある費用対効果の高いpCO2を測定する自動セ

ンを示すものであり、このシステムを実現するロ

ンサーである。

ードマップである。このレポートでは、既存の研

○直接の観測が欠けている場所での陸面−大気二

究ベースの中核的観測のうち、何を将来の定常的

酸化炭素フラックスを推定するパラメータを導

観測とすべきかを明らかにする。これらは陸域炭

出するグローバルな観測を行う必要がある。そ

素観測戦略(Terrestrial Carbon Observing Strategy)や

のための長期継続性を持ったセンサーに裏打ち

地球規模海洋観測システム(Global Ocean Observing

された、衛星観測の組み合わせ

System)で議論され報告されている。さらに、優先

◆この重要な衛星観測項目は、土地被覆の状態、

順位をつけ、核となる研究観測セットを定常的な

擾乱の面積と強度、植生の活性にかかわるパラ

観測に移管するために必要なステップについて記

メータ、海色、フラックスをコントロールする

述する。

大気や海洋の補足的変数などである。

GCOSはフラックス、炭素ストック、プロセス

地表面と大気の間の二酸化炭素フラックスの分

の三つの課題に帰属する相補的な中核観測グルー

布と変動を定量化する。これらの観測の利用には、

プを元にして打ち立てられるべきである。

ダウンスケーリングとアップスケーリングの双方
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の調和が必要である。大気輸送モデルは大気中二

由にアクセスできるように、最初から最後までの

酸化炭素観測をフラックスに直すのに必要である｡

データ解析システムを持ち、高い品質の結果を出

炭素循環フラックスモデルは、点での現場観測を

す必要がある。

遠隔計測変数でスケールアップするのに必要である。

最後に、このレポートは2015年までに定常的な

一旦定常的な炭素観測システムが動き出せば 、

地球規模炭素観測システムを作り上げる実施計画

モデル―データ融合技法で上記の炭素観測のデー

について述べる。

タの流れができ、陸上では10 km、海洋では50 km
の規模での炭素フラックスデータが地球規模で毎
週出てくることになる。

2. 炭素観測への挑戦
二酸化炭素とメタン濃度は過去2500万年の最高

炭素ストック

水準にある。現在の二酸化炭素濃度レベルは産業

GCOSは次の三つの炭素ストックの変化をモニ

革命以前の280 ppmより30％高く、370 ppmまで増

ターする。

加しており、さらに増加中である。現在の2000 ppb

○森林の地上バイオマスを、現場でのインベント

というメタン濃度は産業革命時の700 ppbの3倍近い。

リ法により5年おきに計測し、遠隔計測でさらに
高頻度で検証する。

この変化は人為によって引き起こされている。
変化の最も重要な原因は化石燃料と土地利用変化

○土壌炭素含有量を、主として現場でのインベン
トリ法により10年ごとに計測する。

(すなわち牧場の拡張を含む農地転用、バイオマス
燃焼、およびメタンについては反芻家畜と米作の

◆既にこのような観測はシステマティックに行わ

増加)によるグローバルな植生変化による。1990年

れ、森林の価値や土壌の質について推定されて

代の10年間に、毎年平均約6.3 PgC(1 PgCは炭素に

いる。しかし、管理されていない森林に拡張し、

換算して101 5g)が二酸化炭素として化石燃料燃焼に

炭素循環研究に適用し、地理情報として利用で

より大気に放出され、同じ期間に森林減少と土地

きるようにすべきである。

利用変化により毎年1.5〜2.5 PgCが放出されてと推

○主な海洋水域の溶存炭素を 5〜10年間隔で測定
し、人為的な二酸化炭素が表層水に隔離される
量を推定する。

定されている。
大気中の二酸化炭素とメタンの増加は全球的な
大気の熱バランスに関係している。特に、これら

◆この観測は現在研究者間で実施されている。そ

のガス濃度の増加は地球の自然の温室効果を強化

れらをシステム化し、注意深く相互比較し、あ

する。惑星の熱収支のシフトは、その複雑な相互

まり調査されていない海洋還流に展開し、実施

作用やフィードバックについては未だ良く分かっ

することが重要である。

てないが、全球気候システムを変化させる。大き

プロセス

さ、分布、時期などについては不確定性が高いが、

このシステムの第三の観測セットは、重要な炭

気温や降雨の全球のパターンが変わることは一般

素循環プロセスに関連する観測である｡これらのほ

に認められている 。大気大循環モデルの結果は、

とんどは研究の領域に属し、GCP(Global Carbon

二酸化炭素濃度が産業革命以前の二倍になった世

Project)の枠組みで調整されるべきである｡しかし

界では、全球平均の気温は1.5〜6ﾟC上昇すること

ながら、プロセスに関連した二つの観測は、定常

を示している。

観測で行う方がより適切であり、このシステムの

大気中の温室効果ガスの増加は、既に述べたよ

中核の一部となる。

うに、人為が引き起こしたものであるが、部分的

○火災による擾乱中に放出される炭素の量を推定

には地表面での二酸化炭素吸収や、例えばメタン

するための、火災の分布と焼失面積。火災の場

のOHラジカルによる酸化などの大気中の化学反応

所は日のステップで、面積を月の間隔で観測する。

によって緩和されている。

○火災焼失や農地の自然生態系への回復にかかわ

このレポートは二酸化炭素に焦点を絞っている

る炭素のフラックスを評価するための、土地被

が、必要に応じてメタンとにも関係付けて議論す

覆の変化。1 kmの空間分解能、5年間隔でサンプ

る。メタンや二酸化炭素以外の有機化合物につい

リングする。

て は 、 IGACO(Integrated Global Atmospheric

観測の仕事は世界の科学者や行政担当者の間で自

Chemistry Observations)で特別の戦略が練られてい
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一酸化炭素の酸化 (< 1 GtC )

大気 Atmospḩre
730 + 3.2GtC/year
730GtC
燃焼

光合成 110

CO2 (3.5)
CO (0.5)
炭酸エアロゾル
(<0.1)

自主栄養生物
呼吸 50

従属栄養生物
呼吸 55

大気−海洋間
sea
総フラックス
90

陸域吸収
1.9

海洋吸収

+6.3

1.9
化石燃料の燃焼

火災

植生 (600)

木炭生成
<0.1

土地利用変化 1.7
土壌中の炭素ストック (1600)
溶存有機炭素の
移流 0.4

図2

海洋
(39000)

炭素循環 : (上)大気中二酸化炭素濃度を支配する貯留とフラックス
(下)各領域が相互作用して有効な炭素管理をどう実現するかを示す図式

る。人為的に排出された二酸化炭素の平均半分し

ムは、海洋への溶け込み、ヨーロッパや北アメリ

か大気中に残留していない。13C/1 2CやO 2/N2の減少

カでの伐採された森林の回復、二酸化炭素増加に

は、排出された残りの半分をほぼ等量ずつ陸域と

よる植物の成長の促進など幾つかの生態学的プロ

海洋で吸収していることを示している。しかしな

セスによると考えられている。

がら、海洋や陸域のフラックスの配分は時間的に
も空間的にも大きく変化している。

さらに、大気中二酸化炭素濃度の増加速度には、
長期変動と同程度の大きさの年々の変動がある 。

現在の海洋と陸域の炭素吸収の主要なメカニズ

年々変動は化石燃料使用量の変化では説明できな
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い｡大規模の気象や気候パターンの変化による主と
して陸域生態系の変化を反映したものである。

大きなギャップを埋めるために新しい技術が急
ぎ必要とされている。その中で最も重要なのは全

将来の二酸化炭素レベルの予測を改良するには、

球の大気中二酸化炭素分布の衛星観測である。大

現在の全球炭素循環の状態をより定量的に把握し、

気中二酸化炭素を高密度で測定し、発生源・吸収

そのプロセスレベルでの理解が必要である。しか

源地域の二酸化炭素濃度勾配を把握することがで

しながら現在の科学の状態は二酸化炭素の増加速

きよう。グローバルな観測は地表面フラックスや

度も年次変動も確信をもって説明できていない 。

その背後のプロセスのモデルを本質的に独立に束

こうした炭素循環の時間変動のパターンは重要で

縛するものとなる｡これは炭素の発生源・吸収源の

あるが、それらを駆動する重要な要素の理解は限

時空間的変動性に関する問いに答える重要な要素

られている。

であり、総合的観測戦略の決定的な要石となる。

現在のところ、どこで吸収・放出が起きている

全球二酸化炭素フラックスの空間分解能の究極

かも、同様に良く分かっていない。二酸化炭素の

のターゲットは、地上では10 km、海上では50 km

空間的時間的パターンに関する独立の情報は、プ

であり、時間分解能は1週間である。これは将来実

ロセスに基づいた陸域や海洋の炭素循環モデルに

現すべき全炭素観測システムにより達成され、デ

挑戦するにも、また、将来の二酸化炭素濃度変動

ータ同化、大気輸送モデル、現場でのプロセスモ

を予測する上でも極めて価値のあるものである。

デルなどをおおいに改善するだろう。フラックス

今日の炭素の発生・吸収の定量化や、その下に

を月単位で、陸域では100 km、海洋では500 kmで

ある炭素メカニズムを理解することが、詳しい情

測定するという短期的な目標はここ10年で可能に

報に基づいた政策決定をするために必要である 。

なろう(5節)。しかしながらもっと細かい10 kmの

各国にとって炭素排出の管理や炭素隔離の実施の

空間分解能はメカニズム研究や政治的な正当化の

戦略を展開するのに、この限界は根源的なもので

ためという情況でしか、短期的には達成できない

ある。

だろう。

炭素研究とその観測の基礎は、炭素フラックス

結論としては、定常的なGCOSは科学的に重要

の分布とそれを支配するプロセスに関して、しっ

な研究課題に答えることに貢献するだろう。この

かりした推量をするために十分なものでなくては

研究課題は以下のとおり；

ならない。この知識は既存のあるいは発展しつつ

○現在の陸域や海洋の炭素収支の大きさ、場所、

ある観測の方法論に基づくものでなくてはならな
い。例えば、土地利用変化による陸域フラックス
は、ストックの変化(森林から非森林への変換)か
ら推定される。また、一次生産指標の遠隔観測は、
プロセスや現象に基づくモデルの案内人となる 。

支配要因は何であるか？
○良く練られた炭素隔離の有効性はどうか？

こ

うした活動の大気循環に対する意味合いは何で
あるか？
○二酸化炭素濃度が高くなった時や、気候・植生・

現地観測は本質的に重要な校正や定量化の情報を

海洋循環などのパターンが変わった時の炭素収

提供する。

支のふるまいはどうなるのか？

二酸化炭素の大気濃度の測定は炭素ストックの
変化やプロセスレベルの活動の指標を実証する有

3. 国際的な筋書き

効な要素となる。それは大気が空間的時間的に変

炭素循環の理解や管理への挑戦は、国際的な活

化する地表面フラックスの迅速だが不完全な混合

動の調整された研究・観測・予測のセットによっ

器であり、積分器でもあるからである 。従って 、

てのみ達成される。この三つは本質的であり、強

大気中の二酸化炭素の分布や時間変動を観測する

くリンクした活動である。これらが相互に依存し

ことは、地表面フラックスの有力な秤になる。し

て全体的な理解や知識ベースを達成できる(図1)。

かしながら、現在では、大気の実測ネットワーク
は疎らすぎて発生や吸収のパターンを十分に決め

＊次号以降の目次

るものになっていない。ネットワークの密度や被

4. 全球炭素観測システムに向けて

覆を増せば、フラックス推定を改良することがで

5. GCOS実現のための挑戦

きよう。

6. 統合の課題
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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７)
生物圏環境研究領域
領域長

渡邉 信

4-5. 平成14年度重点課題におけるイニシャティブ

うしても独自で説明したいという態度を変えず 、

研究体制構築を目指した各省の連携

いろいろと調整を行ったが、最終的には次ページ

平成14年度の科学技術に関する予算、人材等の

に示すような議事次第とせざるをえなかった。

資源配分の方針が平成13年7月11日に開催された第

地球温暖化にいたっては、共同提案に名をつら

8回総合科学技術会議本会議で決定されたが、各省

ねつつ、独自でも提案するというゆがんだ状況と

の14年度概算要求がでそろい、財務省説明が始ま

なった。このようなゆがみは推進戦略策定後に行

る前に、各分野の推進戦略を策定しておかないと、

われた別会合でもあらわれたが、その時は議員や

14年度の資源配分方針の根拠が明確にならない。

事務局幹部から批判されることとなり、表面上は

したがって、当初12月末の策定を目指していた分

解決されることとなる。ゆがみの原因はイニシャ

野別推進戦略は急遽9月末の策定と変更になった。

ティブ研究にまっこうから反対することからでは

1月から手探りの状況のままに、4月に各分野で推

なく、各課題のまとめ役をどの省が受け持つのか

進戦略策定のためのプロジェクトを動かし、その

というところから起こったものであり、総合科学

過程で14年度資源配分方針策定という大仕事を終

技術会議がさらに総合調整能力をつけていけば 、

え、
「つゆのひぬま」の憩いを楽しむ間もなく、再

解決していくものと判断される。いずれにせよ、7

び誰も経験したことのない大仕事を短期間で仕上

月17日の段階で各省が連携したイニシャティブ研

げなくてはいけないこととなった。しかし、環境

究の枠組みが示されたことで、総合科学技術会議

分野ではその大仕事の前にもう一つの大仕事をか

の意図を各省が十分に理解したうえで、各省の14

たづけておかねばならなかった。環境プロジェク

年度概算要求が検討できるようになった。第5回環

ト第2回会合から第4回会合にかけて議論してきて、

境プロジェクト会合では吉川議員、石井議員、プ

大筋で委員の合意を得た省際的に組織された研究

ロジェクト委員のほかに重点分野推進戦略専門調

体制(イニシャティブ)の構築を、14年度の重点課

査会会長を務める井村議員も参加し、環境分野の

題とされた3つの課題で実現していくためには、各

イニシャティブ研究が各省の概算要求でどのよう

省の概算要求が通常8月10日ごろには決まってしま

に実現されようとしているのか、肌で感じていた

うことから、7月中には各省で具体的にどのような

だいたと思う。その意味で、この会合は若干のゆ

連携をとるのかを早急に環境プロジェクトで明ら

がみはあったとしても、イニシャティブ研究の実

かにしておく必要があった。そのための第5回環境

現を可能とした重要な会合であった。ご理解いた

プロジェクト会合が7月17日にホテルフロラシオン

だき、実現に向けてご尽力いただいた文部科学省

青山で開催された。会合では重点課題3課題につい

花岡氏(当時)、農林水産省安中氏、国土交通省吉

て各省のヒヤリングを行うこととしたが、プロジ

川氏(当時)、環境省木村氏(当時)に深く、御礼申

ェクト会合に先立ち関係各省とのラウンドテーブ

しあげたい。各課題の提案内容については、総合

ルを設定し、各省がばらばらに研究課題を説明す

科学技術会議のホームページで見ることができる

るのではなく、どのようなイニシャティブ研究の

ので、是非参照されたい。環境プロジェクトの各

枠組みでもって連携するのかを説明してほしいこ
とを依頼した。ラウンドテーブルの席ではすべて
の省が理解を示し、第5回会合に向けて各省が主体
的に調整を行った。しかし、経済産業省だけがど
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総合科学技術会議重点戦略専門調査会

環境プロジェクト第五回会合

議事次第

日時：平成13年7月17日（火）17:30〜19:30
場所：ホテルフロラシオン青山 はごろも
（議事次第）
１．開会
２．議事
（１）平成14年度の資源配分の方針について
（２）環境分野の推進戦略に向けた今後の検討課題について
（３）環境分野における重点課題の進め方について
（４）その他
３．閉会
（配布資料）
資料１ 第4回環境PJ会合(5 June)以降の経緯と今後の予定について
資料２−１ 地球温暖化研究について
◆総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省共同提案
◆経済産業省提案
資料２−２ ゴミゼロ型・資源循環型技術研究について
◆農林水産省、国土交通省、環境省共同提案
◆経済産業省提案
資料２−３ 自然共生型流域圏・都市再生技術研究について
◆文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省共同提案
以下略
総合科学技術会議ホームページより抜粋

委員からも貴重な意見が出された。そ の 中 で、

ニシャティブ研究システムをどのように作り上げ

佐々木恵彦委員からイニシャティブを実施すると

るかを考える際に、大きく影響することとなる。

きの研究システムをどうするか今後検討すること
が必要であるとの意見があったが、その意見は14
年度概算要求政府案決定後のイニシャティブの実

＊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。

施体制の構築に向けての第一歩となるものであっ
た。しめくくりとして、環境プロジェクトの吉川
リーダーが下記のような注目される発言を行った。
「各省の努力はあるが、どうもテーマの羅列型にな
っているのが残念。譲り合うかたちで協力する(よ

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 目次
1. プロローグ/Vol.13 No.12
2. 総合科学技術会議/Vol.14 No.1

うになっている)。細かいテーマを決めても仕方が

3. 第2期科学技術基本計画/Vol.14 No.3

ない。テーマを決めるのは基礎研究者にまかせる。

4. 環境分野の研究推進戦略/Vol.14 No.4

譲ずる形でテーマを決めるのは基礎研究者にまか
せる。・・・途中略・・・

4‑1. 重点分野推進戦略専門調査会環境プロジェ

省間の協力のシステ

クトの設置にあたって/Vol.14 No.4

ムをもう一歩、踏み込んでもらいたい。
」(総合科学

4‑2. 環境推進グループ/Vol.14 No.4

技術会議ホームページより抜粋。(

4‑3. 環境プロジェクト/Vol.14 No.5

)は筆者加筆)

これは、枠組みの設定までは行政が関与していく
のはいいとしても、研究者が主体的にテーマを調

4‑4. 平成14年度の科学技術に関する予算、人材
等の資源配分の方針/Vol.14 No.6
4‑5. 平成14年度重点課題におけるイニシャティ

整し、決めていくような構造にしていかねばなら

ブ研究体制構築を目指した各省の連携/

ないことを示唆した意見であった。この意見はイ

Vol.14 No.7
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国立環境研究所で研究するフェロー：長浜 智生
(地球環境研究センター NIESポスドクフェロー)
今年度より地球環

リ波分光計を使って、成層圏・中間圏のオゾンの

境研究センターの所

高度分布を24時間連続して観測しています。これ

属となりましたNIES

らの装置には、電波望遠鏡で使用されている非常

( 国立環境研究所) ポ

に感度の高い超伝導受信器が用いられており、オ

スドクフェローの 長

ゾンの高度分布を5〜10分程度の時間間隔で観測す

浜智生です 。国 立 環

ることができます。観測で得られた高度ごとのオ

境研究所にお世話に

ゾンの時系列データは、オゾン層の現状を監視す

なって 3年目ですが、

る基礎的なデータであり、今後、関連する研究者

以前にも一度、科学技術特別研究員として3年間お

に利用してもらえるよう準備を進めています。ま

世話になっており、今回が二度目で通算6年目とな

た、最近では赤外線分光装置(FTIR)を使ったCO 2

ります。出身大学と大学院は名古屋大学理学部で、

の高度分布や平均濃度の測定手法の研究にも取り

大学院時代には電波天文学を専攻し、大学の電波

組んでいます。

望遠鏡を使った星間空間の分子ガスの観測から、
星の誕生についての研究を行っていました。

つくばでの生活も通算で6年目となりますが、初
めて来たころと比べると研究所の周辺にも店がで

大学院を修了してからこれまで、電波観測の経

き、西大通りを頻繁にバスが通うようになり、車

験を生かして、波長の短いミリ波帯の電波を使っ

がなくても大きな支障なく生活できるようになっ

たオゾンやオゾン破壊物質などの大気微量成分の

てきたと感じます。一方で、街のあちこちに公園

高度分布計測装置(ミリ波分光計)の開発とデータ

があり、緑にあふれている様子は大きく変わるこ

の解析手法の研究、および観測データを用いたオ

となく残っていて、週末にふらふらと歩き回って

ゾン変動機構についての研究に取り組んでいます。

は微妙な自然の変化を楽しんでいます。

現在、つくば市と北海道陸別町に設置した2台のミ

一年に一度の摩周湖調査
摩周湖は国連の主導する地球規模での淡水環境モニタリングプログラムで
あるGEMS/Water (地球環境監視システム/陸水環境監視計画)における日本の
ベースラインステーションのひとつとして登録されており、例年8月下旬から
9月上旬にかけて水質調査を実施しています。こ
の時期の摩周湖は夏の暑さのピークも過ぎ、朝夕
は肌寒さを感じる季節となります。この時期に調
査をすることには実は理由があります。
温帯や亜寒帯の多くの湖と同様に、摩周湖は複循環湖と呼ばれ、1年に2
回の循環期(春と秋)と1年に2回の成層期(夏と冬)があります。湖水の循環
や成層は水温の変化による水の密度の変化に起因します。春の循環期には
湖水全体が混合して均一になります。その後、秋の循環期までは水深約20
〜40 mの水温躍層を境にして湖水の上下混合が妨げられます。その間、深
層水の水質は安定に保たれ、その年の負荷は表層に蓄積すると考えられて
います。秋の循環期の直前に調査を行い、表層と深層の水質を比較するこ
とによって、その年の負荷が過去に比べてどのように変化したかが分かる
わけです。
地球環境研究センター 観測第一係長
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五十嵐 聖貴

カムイヌプリ(摩周岳)と
カムイシュ島

地球環境研究センター(CGER)活動報告(2003年9月)
地球環境研究センター(
CGER)活動報告(
2002 5年 月)
地球環境研究センター主催会議等
2003. 9.30
平成15年度地球環境モニタリング・データベース検討会有害紫外線モニタリング分科
会 データ検証ワーキンググループ会合(藤沼研究管理官/東京)
有害紫外線モニタリングネットワークで観測収集した平成14年度データについて検
証作業を行った。また、観測に係わる技術的課題についても検討した。
所外活動(会議出席)等
2003. 9. 8〜10 農業環境工学関連3学会2003年合同大会出席(藤沼研究管理官・犬飼環境専門員/岩手)
苫小牧フラックスリサーチサイト及び天塩CC-LaGサイトの二酸化炭素吸収量やリモ
ートセンシングを用いた森林機能の計測について発表を行うとともに、議論を行った。
8〜12 米国における水素化社会実現の動向調査(井上総括研究管理官/アメリカ)
ブッシュ政権が2003年2月の年頭教書で水素化社会を目指す方針を打ち出したが、そ
の計画についての動向調査を行った。(DOE：Department of Energy、アラスカ州上院
議員、Leighty Foundationなどを訪問)
15〜18 12th WMO/IAEA CO2 Experts Meeting 出席(向井研究管理官/カナダ)
WMO/IAEAが主催するCO2及び関連ガスの測定に関する専門家会議において、二酸
化炭素同位体の測定の相互比較に関する発表とともに、CO2参照物質(NARCIS)の配
布を行った。各国からは最近の観測の動向について発表があった。
24〜26 第44回大気環境学会年会出席(向井研究管理官・藤沼研究管理官・犬飼環境専門員/京都)
オゾン濃度の日本とNIST(米国)とのスケールの比較を行い、その差異について発表
し議論を行った。加えて、ワリガン(中国)の二酸化炭素の変動、及び苫小牧フラッ
クスリサーチサイトにおける森林への大気汚染物質の沈着量について発表した。
29〜30 GEMS/Water Technical Advisory Group Meeting(五十嵐係長/カナダ)
UNEP等の関係機関の参加のもと、GEMS/Waterプログラムの今後の活動内容につい
て検討を行った。詳細は、後日本誌に掲載。
見学等
2003. 9. 4
4
5
9
11
12
12
19
25
29

長崎大学環境科学部3年等一行(34名)
金砂郷町女性連絡協議会一行(50名)
NASDA地球観測センター一行(5名)
静岡大学農学部人間環境科学科一行(13名)
JICAインドネシア地方環境管理システム個別研修一行(4名)
香川県立三本松高等学校1年生一行(13名)
工学院大学応用化学科3年生一行(10名)
神戸大学発達科学部自然環境論コース2年生一行(20名)
清華大学公共管理学院修士学生(1名)
江戸川学園取手中学校2年生一行(11名)
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