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1. はじめに

生物多様性を守ることは自然環境の保全におけ

る大切な柱である。しかしながら、あまりにも多

様な生物種を目の当たりに認識することができな

い人類にとって、その全体像は謎である。なにし

ろ、たった1種のホモサピエンス(ヒト)に比べ、有

史以来(特にこの200年ほどの間に)記載された生物

種は圧倒的に多数で、約200万種と言われている。

さらに未記載ながら生息が推定されている生物種

は1億種にのぼる。文献によっては、顕微鏡下でし

か観察できない原生動物や微生物の場合それだけ

で1億種になるかもし

れないとされている。

ここで、なぜ、「言わ

れている」とか、「か

もしれない」としか書

けないのかというと、

これらの情報は世界の

生物学研究機関、生態

観測機関、博物館、大

学などに分散した貴重

な文献と標本台帳、国

や地域のチェックリス

ト(どのような生物種

が生息しているかを専

門家がチェックした

上、一覧表にまとめたもの)に分散していて、入手

がきわめて難しい。限られた情報を用いて統計的

手法により無理やり外挿するか、あるいは、専門

家が「イッセーノッセッ！」と言い切ってしまっ

た文献などに基づいているのが実際だからである。

生物種の情報はゲノム情報のようにデータベース

に登録される機構もなく、いまだに正確に統合さ

れたことがない。このような中で、生物種の目録

を作成するために国立環境研究所も支援を行いつ

つ、Species 2000などの国際プロジェクトを通して

既存のデータベースを統合して年に1回CD-ROMに

とりまとめてきた。しかしながら、Species 2000が

過去5年間の活動で網羅できた種情報は既知種とし

て推定される200万に対して、およそ20％の40万件

ほどに過ぎない。より多くの機関間協力、国際協

力、情報収集の仕組み、すなわちネットワーク活

動が必要であることが多くの関係者にとって次第

に共通の認識となってきた。

2. GBIFという国際機関

地球規模生物多様性情報ファシリティGlobal

Biodiversity Information Facilityを略して、GBIF、ジ

イビフと読む。GBIFは

現在までのところ生物

多様性情報について世

界でもっとも大量のイ

ンターネットアクセス

を提供するポータルサ

イト(http://www.gbif.net/)

を稼働している。ここ

でポータルサイト(入

り口という意味)と言

うのは、今や世界の標

準となっているWWW

の仕組みを使って、複

数の分散したデータベ

ースに対して検索をか

け、統一した画面に検索結果を表示する仕組みを

もったWWWサイトを指している。複数のデータ

ベースに共通するメタデータをGBIFに登録し、そ

れらをデータベース構造が異なっていても意味の

ある検索ができるように工夫している。このよう

に、インターネット上に分散した、独立のデータ

提供機関の公開情報について分散データベースと

して扱えるようにしているところが、GBIFがゲノ

ム情報のような他の巨大データベースプロジェク

トと異なっている点である。GBIFのポータルサイ

トでは、2005年3月現在、4900万件を超える生物種

生物多様性情報のネットワーク

環境研究基盤技術ラボラトリー 環境生物資源研究室

主任研究員　　志村 純子

写真　GBIF副事務局長 Hannu Saarenma (ICT担当)と
GBIFポータルサイトについて討論中の筆者

(写真提供：Meredith Lane氏, GBIF事務局広報部長)

http://www.gbif.net/
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情報がＷWWブラウザによりアクセス可能となっ

ている。推定される世界の生物標本数だけで少な

く見積もっても20億件以上あると言われている

(GBIF事務局プログラムオフィサー、ローレンス

スピアース博士 談)。しかし、多くの生態観測情

報は欧州の一部をのぞいて、いまだにGBIFのポー

タルサイトへの情報公開が実現してはいない。そ

こでデータの潜在的な網羅性に期待は集まってい

るが、実際にはこのような情報ネットワークが生

物多様性情報の統合計画として真に有効なのか予

測はつかない。現在はインターネット上の標準的

な手法となったXMLによるデータ交換方式を使っ

て壮大な地球規模の合意形成と、合意に基づいた

アクセス実験を行っているとも言える。

3. GBIFの役割

インターネット上には、多くの生物多様性情報

の提供サイトが情報を公開しているものの、それ

らを統合して地球規模とする試みはいくつか越え

なければならない障壁がある。たとえば、既存の

生物多様性情報を統合的に取り扱えるようにする

データ交換方式に関する合意、多岐にわたる分類

学情報に特有の複雑なデータ属性の取り扱い方、

学名の標準化、膨大な標本データの電子化、第3者

による電子情報の編集・再活用における知的財産

権の問題、発展途上国におけるデータ利用の促進

に関する問題などについては、個々のデータベー

ス開発者だけでは解決の限界を超えている。また、

インターネット上に公開されている既存のデータ

ベースだけでなく、電子化されていない生物多様

性情報が無数に存在する。そのほとんどが、生物

種が生息する国々に必要とされているにも関わら

ず、原産国の人々には閲覧不可能となっている。

分類学情報は大航海時代から採集・保存・管理さ

れた生物標本に担保された形で、文献、標本台帳、

カードインデックスなどが、主として欧州諸国と

米国などの先進国に集まっている。これらを紙媒

体の情報から電子化して世界のどの国からもアク

セス可能にしようとすると、既存の機関だけでは、

予算的、技術的な問題ならびに著作権のような社

会的ハードルが待ちかまえている。そこで、これ

らの問題について国際的な議論の場を設けて解決

し、生物多様性情報の公開と利用の促進をはかる

こと、それらの技術・手順における国際標準を設

定し、インターネット上で一般的に利用されてい

るWWWのブラウザを介して地球規模の生物多様

性情報の活用へ結びつけることが、GBIFの役割で

ある。これらのGBIFの役割と、現在の運営体制に

ついては、GBIFのWWWサイト(http://www.gbif.

org/GBIF_org/what_is_gbif)を参照するとよい。ま

た、Global Biodiversity Information Facility Strategic

Planという表題でGBIF事務局から英語版の小冊子

が入手可能である。

4. GBIFの歴史

GBIFが正式に世界にデビューしたのは2001年の

生物多様性条約第7回科学技術助言補助機関会合の

ときであった。モントリオールで同会合の前日に

開催された第1回GBIF理事会で、GBIFは独立した

国際機関として正式に発足した。デビューに至る

道のりは、1996年から1999年までのOECDメガサ

イエンスフォーラムの生物多様性情報に関するワ

ーキンググループにはじまり、ここで生物多様性

情報に関する広域分散型データベースGBIFの構想

が生まれた。同グループにより起草された勧告は

OECD大臣級会合の承認を受けて、GBIFという名

の生物多様性情報を取り扱う独立した新しい国際

組織を設立することになった。その後、関係国と

機関はGBIFへの参加覚書(http://www.gbif.org/

GBIF_org/documents/mou_html)を起草した。GBIF

参加にはユニークな点がある。参加国は国内総生

産(GDP)応分の参加拠出金を提供し、理事会にお

ける投票権のある参加国となるか、拠出金を支払

わず投票権を持たないが、生物多様性に関するデ

ータまたは安定的なゲートウェイを提供するとい

う形式の参加とするか、そのどちらかを自由に選

択することができる。後者の参加形態では、国だ

けでなく、経済機構や機関などにも参加の機会が

開かれている。GBIFは構想においてOECD諸国の

強いリーダーシップによって設立に漕ぎ着けた。

しかし、設立後は既存のどの国際機関からも制約

のないユニークな国際機関として独り立ちをした。

2003年からは、データ交換方式として、Webサー

ビスを共有する際の登録のやり方として現在は標

http://www.gbif.org/GBIF_org/what_is_gbif
http://www.gbif.org/GBIF_org/documents/mou_html
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準的なものとなっているU D D I ( U n i v e r s a l

Description, Discovery, and Integration)レジストリに

各データ提供者が提供するサービスの内容を登録

して、データはXMLの形でやり取りをするWWW

サーバ間のデータ共有を開始した。日本でも、

2003年10月につくば市で第7回GBIF理事会が生物

多様性情報に関する国際ワークショップ開催に伴

って行われ、その期間中1日をGBIFデータ交換ト

レーニングに充てた。日本の生物種標本データは、

国立環境研究所 環境研究基盤技術ラボラトリーに

設置した世界分類学イニシャティブ日本(GTI-

Japan)サーバから、国内研究者の協力により、東

京大学、京都大学の植物標本データ、国立科学博

物館の淡水魚標本データが提供されているほか、

Species 2000(http://www.sp2000. nies.go.jp)を介し

て、細菌・古細菌の学名情報(BIOS：Bacteriology

Insight Orienting System (http://www.bios.nies.go.jp/

english/bios/index.html)も学名索引としてGBIFネッ

トワークで活用されている。わが国には多数の地

方博物館や大学博物館において、生物種標本の情

報が電子化されており、今後のGBIFへの公開が期

待されている。

5. 生物多様性情報ネットワークの将来

現在GBIFのポータルサイトでは、生物種の分類

階層インターフェースを用いて生物種の学名を用

いた検索を可能としている。生物種の観測・採取

された地点の情報がGBIFに参加しているデータベ

ースに登録されている場合にはこれらの地点が地

図上に表示されるようになっている(表紙参照)。

インターネット上には新しい検索エンジンや複

数人が共同でＷＷＷサイトを構築していくコンテ

ンツ管理システムWikiなどが続々と現れている。

GBIFの特徴はこれらの機関がサービス維持のため

に利用している広告料などに依存せず、参加国の

拠出金によって事務局運営がなされている点にあ

る。コンテンツの正確さや網羅性については現在

のところ各国・各機関のクオリティコントロール

に任されている。データの正確性を保持するため

に分類学の専門家の参加が不可欠であり、このよ

うな分野に対して国の支援が手厚い欧州や米国で

盛んである。生物の多様性は国や地域によっても

捉え方が異なる場合があるので、このような専門

家の参加機会が多いGBIFに日本と世界が協力して

いくべきであろう。

また、研究者もGBIFを用いて、研究活用可能な

情報を一層的確に収集整理していくことが重要で

ある。情報科学を用いた生物多様性の研究には生

物の生息状況を予測する個体群存続可能性分析な

ども含まれる。このような研究には生物の種情報

はもちろんのこと、個体数生存率、繁殖率、空間

分布などの情報が必要となってくる。これらは観

測サイトで長期間モニタリングされた結果を用い

て算出されている。たとえばGBIFの情報交換方式

によって世界に点々と存在する生物種モニタリン

グサイトの情報が共有されるようになると、現在

よりも一層正確な侵入種の生息地拡大予測や、生

息生物種の絶滅リスク予測が可能となる。地球環

境の研究は衛星画像や気象情報統合などによって

飛躍的に進められてきた歴史がある。地球環境の

研究にこれまでは取り込みきれなかった生物種の

分布情報や生息に関する計量的な情報を加えてい

くために、GBIFは大切な地球規模の情報インフラ

のひとつと考えてよいだろう。

表紙の図：GBIFポータルサイトでは4900万件の生物

種観測・採取情報について検索可能なインデックスを

構築している。分散したデータベース提供者のサイト

から得られた観測地点の緯度と経度を用いて、WWW

ブラウザを介して利用者に検索結果を地図上へ自動表

示できる。図中の赤い点がPrunus属の植物が観測され

た地点を示している。検索結果は、データが第一次デ

ータ提供者に帰属するものについてGBIFを介して表

示した。

http://www.sp2000.nies.go.jp
http://www.bios.nies.go.jp/english/bios/index.html
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世界フラックス観測ネットワーク(FLUXNET)

創立10周年記念ワークショップに参加して

地球環境研究センター　NIESフェロー　　梁 乃申

1995年にヨーロッパや北アメリカのフラックス

観測ネットワーク(EUROFLUX, AmeriFLUX)の研

究者がイタリアのラ・トゥールに参集して、陸域

炭素収支のモデリングとモニタリングを話題とし

たワークショップを開催した。その会合を受けて、

世界のフラックス観測のネットワーク化を図ろう

という機運が生じ、既存のフラックス観測グルー

プの合意を得て、Dennis Baldocchi教授(米国)、

Steve Running教授(米国)、Riccardo Valentini教授

(イタリア)、David Hollinger博士(米国)および

Richard Olson博士(米国)が中心となって、アメリ

カ航空宇宙局(NASA)から研究費を得て「世界フ

ラックス観測ネットワーク(FLUXNET)」というプ

ロジェクトが始まった。FLUXNETの目的は、現地

観測に基づき、生態系レベルでの炭素、水、熱の

フラックスデータの集積、フラックスデータと植

物生態学的調査の統合によるCO2の交換、炭素収

支の素過程の定式化を図ることにある。さらに世

界の研究者の協力により、種々の緯度、気候、樹

種条件下でのフラックス観測のデータベースを構

築し、グローバルスケールでの炭素、水、熱のフ

ラックスの分布を定量的に解明する。その後、特

に京都議定書の採択に伴い、南半球のオーストラ

リアとニュージーランド(OzFlux)、北半球のカナ

ダ(Fluxnet-Canada)および日本を中心としたアジア

(AsiaFlux)で地域的なフラックス観測ネットワー

クが構築された。現在世界で観測が行われており、

FLUXNETに加入している測定地点は280箇所以上

にのぼる。

このFLUXNETの創立10周年記念ワークショップ

が、米国のDennis BaldocchiとイタリアのRiccardo

Valentini両教授がオーガナイザーとなり、2004年

12月13日～15日にイタリアのフィレンツェで開催

され、約130名の参加があった。米国地球物理連合

(AGU)の秋期大会と重なったためAmeriFLUXや

Fluxnet-Canadaからの参加者は少なかったが、盛大

なワークショップとなった。AsiaFluxからは私を

含め8人が参加した。

本ワークショップの目的は、次の5項目である。

(1)世界のフラックス観測研究者の中で情報や知見

の交換の場を作ること。なお、本会合は1997年の

モンタナ会議以来第一回目の公開会議である。(2)

最近の動向を評価すること。(3)FLUXNETと生物

科学の新しいエマージング・アクティビティ(new

and emerging activities)をリンクさせること。すな

わち、FLUXNETとリモートセンシング、生態水文

学、生態生理学、生態学、生物多様性や気候・天

気予報をリンクさせる。(4)FLUXNETの運営のた

めに戦略を立て、実行計画を作ること。例えば、

ネットワークに組み入れることができる新技術と

測定方法について議論する。(5)主題講演に基づく

Global Change Biologyの特集号を作ること。

会議の初日に、Dennis Baldocchi氏がFLUXNETの

現状や今までの成果と課題、または新たな知見な

どについて紹介した後、Steve Running氏らは

FLUXNETのウェブページとデータベースの利用方

法、FLUXNETにて観測されたフラックスの年々変

動、リモートセンシングと地域レベルおよび地球

レベルの炭素循環モデルとの関係について発表し

た。フラックス研究は欧米などの先進国から始ま

り、今まで十数年間の経験や観測データが蓄積さ

れているため、エディンバラ大学出身のYing-ping

Wang氏、Yadvinder Malhi氏およびGohn Grace氏らは

主に自ら観測したデータに基づいてFLUXNETにお

ける生理生態学、生物地理学、生態系動態および

生態水文学分野からの評価解析について講演した。

以下に、本ワークショップで注目された発表に

ついて簡単に紹介する。

① 著しい途上国の発展

各地域ネットワークの代表が、それぞれのネッ

トワークの現状について報告した。歴史がある
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EUROFLUXとAmeriFLUXでは、温帯と北方地域の

生態系に関して豊富なデータの蓄積があり、観測

したデータを生かしてどうやって地域の炭素動態

を解明するかが今後の重要な課題となっている。

また、山火事や虫害などの自然撹乱および間伐に

よる人為的な撹乱に伴い、温帯林や北方林森林生

態系の炭素収支はどう変わるか解明することが、

フラックス研究者の新たな挑戦となる。一方、欧

米のフラックス研究者は、熱帯雨林の炭素収支に

関して非常に高い関心を持っている。アマゾンの

熱帯雨林に比べて、パソ(マレーシア)の熱帯雨林

は国際生物圏研究計画(IBP)時代から研究された歴

史もあり、報告された生産力(NPP)は極めて高か

ったため、世界の熱帯雨林の中で最も研究価値が

ある森林であることが示唆された。

一方、この数年に発展途上国でのフラックス観

測サイトは著しく増加し、発展途上国からの参加

者が多かったことも本会合の一つの特徴である。

中国科学院生態系研究ネットワーク(CERN)を主

体として、2003年にChinaFLUXが創立され、現在

全国の10数箇所でフラックスの測定を行っている。

中国林野庁では、2005年から全国の代表的な6箇所

の森林で、また、中国気象庁でも数箇所の農地や

草地でフラックスを観測する計画がある。諸外国

がアジアの炭素収支を議論する上で、中国を抜き

にして炭素の議論ができないと考えていることか

ら、中国がAsiaFluxに積極的に参加していない現

状にどのように対処するかが現在のAsiaFluxの重

要な課題となっている。AsiaFlux運営委員会の前

委員長山本氏はこの対応策について、日本も

JapanFluxを組織し、JapanFlux、KoFlux、ChinaFLUX

を軸とし、さらにOzFluxの協力を得て、AsiaFlux

を地域連合体として位置付け、もしくはCarbon-

Asiaとして新たな大きな枠組みにすることを提案

した。

今まで、EUROFLUXとAmeriFLUXはアマゾンな

どの南米地域で微気象タワーを設置し、現地の研

究機関や大学との協力で森林のフラックスを観測

することが一般的な方法であった。ところが、ブ

ラジルなどのラテンアメリカ諸国は近年地域の炭

素収支を重視し、LatinFluxを構築してアマゾンを

中心とした森林フラックスの観測計画も発表した。

また、欧米の研究者を中心に、現地の研究機関の

協力を得て、AfriFluxが組織され、アフリカのサバ

ンナなどの数箇所でフラックスの観測が始まった。

② 土壌呼吸の連続測定システムの提案

陸域生態系におけるCO2の動態の解明を行う際、

土壌呼吸は最も重要なソースの一つである。森林

生態系のCO2収支の中で土壌呼吸の果たす役割が

大きいとされているが、土壌呼吸速度は時空間的

に大きく変動しており、定量的には把握されてい

ない。現在、FLUXNETの280以上の観測サイトか

らは土壌呼吸の一年以上に亘る連続測定は、ほと

んど報告されていない。土壌呼吸が森林生態系の

年間の炭素収支に及ぼす影響は大きいため、連続

かつ高精度の測定が求められている。また、土壌

呼吸には、微生物・土壌小動物による有機物分解

(微生物呼吸)と植物根呼吸によるものがあり、森

林の炭素収支や気候変化に対する応答を明らかに

するためには、両者を分離して測定した上でモデ

ル化する必要がある。

筆者らは、地球環境研究センターが推進する森林

生態系の二酸化炭素フラックス観測プロジェクトに

おいて、土壌炭素収支におけるプロセスの相互作用

と時空間変動、および土壌呼吸に対する微生物呼吸

と根呼吸の寄与を明らかにすることを目的として、

土壌呼吸と微生物呼吸を多地点で連続自動測定でき

る「マルチ自動開閉チャンバー式土壌呼吸測定シス

テム」(写真1)の開発を進めている。

開発したシステムはすでに熱帯多雨林(マレーシ

ア)、熱帯季節林(タイ)、温帯広葉樹林(韓国)、冷

温帯針葉樹林(日本)、ツンドラ(シベリア)および

地球環境研究センターニュース Vol.15 No.12 (2005年3月)

写真1 自動開閉式土壌呼吸測定チャンバー
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1. 経緯

気候変動に関する国際連合枠組条約(The United

Nations Framework on Convention on Climate

Change；以下、気候変動枠組条約)の究極の目的は、

人為的干渉が気候システムに対し危険な影響を及

ぼさないよう、あるレベルにおいて大気中の温室

効果ガスの濃度を安定化させることである(条約2

条)。目的達成のためには、大気中の温室効果ガス

の濃度の推移を正確に把握し、安定化への対策を

打ち出していくことが必要である。

人為的活動に伴う温室効果ガスの排出・吸収量

を把握するため、気候変動枠組条約は、締約国に、

国や地域の開発の重要性、目的、及び事情を考慮

した上で、自国のある年の温室効果ガスの排出・

吸収量をまとめた温室効果ガスインベントリ(以

下、インベントリ)を作成し、定期的に更新し、公

表するよう求めており(条約4条1項(a)、12条1項

(a))、日本では、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(以下、GIO)が作成し

ている。先進国を中心とする附属書Ⅰ国と非附属

書Ⅰ国ではインベントリの報告の方法、内容、時

期が異なっており、違いの一つとして、非附属書

Ⅰ国がインベントリの概要を含んだ国別報告書を

作成するのに対し、附属書Ⅰ国は国別報告書以外

にも詳細なインベントリを毎年作成することが義

務づけられている。

インベントリは、気候変動に関する政府間パネ

ル(Intergovernmental Panel on Climate Change；以

下、IPCC)が作成するガイドラインに基づき作成

される。ガイドラインはさまざまな人為的活動に

よる温室効果ガスの排出・吸収量の算定方法や各

種係数を報告している一方、国ごとの事情を正確

にとらえたインベントリの作成には各国独自の工

夫が必要であるとしている。インベントリの作成

に関する各国の取り組みの中身や進展はさまざま

であるため、情報や経験を他国と共有し、将来の

「第2回アジア地域の温室効果ガスインベントリ整備に関するワー

クショップ」の報告

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

NIESアシスタントフェロー　　梅宮 知佐

 国／機関名（ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順） 人数 

①カンボジア 2 

②中国 6 

③インド 2 

④インドネシア 2 

⑤日本 7 

⑥韓国 2 

⑦ラオス 1 

⑧フィリピン 2 

⑨タイ 3 

ｱｼ
ﾞｱ
地
域
の
国
々

 

⑩ベトナム 1 

①ｱｼﾞｱ太平洋地球変動 

研究ﾈｯﾄﾜｰｸ 

2 

②IPCC国別温室効果ｶﾞｽ 

ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

1 

国
際
機
関

 

③国連気候変動枠組条約 

事務局 

1 

 合計 32 

表1 第2回WGIAの参加者

ア

ジ

ア

地

域

の

国

々

国

際

機

関

都市フラックスネットの構築の計画も紹介した。

一方、日本では東京工業大学の神田氏と森脇氏が

この分野の先駆的役割を担って、東京都久が原の

住宅街において、気象観測タワーを用いたフラッ

クスの長期連続計測が行われており(写真2, 3)、フ

ラックスの年間収支や都市境界層の乱流輸送特性

について研究が進められている。しかしながら、

森林生態系と比べて、都市域はより複雑な構造を

持ち、貯留フラックス量をどのように正確に評価

するかということが都市フラックス分野の今後の

重要な課題となっている。
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取り組みの参考とすることは有効である。

アジア地域では、特に過去5年間、インベントリ

の作成に携わる政策担当者及び科学者のネットワ

ークが整備され、情報や経験の交換が行われてい

る。国立環境研究所は、2003年11月にタイ・プー

ケットで「アジア地域の温室効果ガスインベント

リ整備に関するワークショップ(WGIA)」を行っ

た。今回のワークショップは第2回WGIAであり、

2005年2月7日から8日にかけての一日半、中国・上

海にて行われた。参加者は表1の通りである。国立

環境研究所からは西岡秀三理事、中根英昭大気圏

環境研究領域上席研究官(GIOマネジャー併任)、

相沢智之GIOリサーチャー、森本高司GIO共同研究

員、筆者の計5名が出席した。

本会合の主な目的は、(1)アジア地域のインベン

トリに関する新しい情報の紹介、(2)インベントリ

の精度の向上に役立つ情報や経験の共有 、

(3)WGIAの活動などを通して形成したネットワー

クの将来の活動に関する意見交換である。以下目

的別に設けられたセッションごとに発表、議論の

概要を報告する。

2. 第2回WGIAの内容

(1)アジア地域のインベントリに関する新しい情報

の紹介

第1回WGIA以降、中国、インド、ベトナムの3

カ国が新規に国別報告書を作成しており、本ワー

クショップでは、各代表者がその国別報告書の中

の、特にインベントリについて報告した。

中国は、広大な国土のため地域差が大きいもの

の地域ごとにデータを収集することは容易ではな

く、実情をとらえたインベントリの作成にはデー

タの収集方法に工夫が必要とのことである。一方

ベトナムは、インベントリを活用した対策、特に

森林保護や植林の推進には積極的で、1994年時点

で排出源であった土地利用及び林業の部門を2010

年には吸収源に転換させたいとしている。インド

も独自の算定方法や排出係数の設定により力を入

れたいとしており、各国の取り組みや課題が多様

であるという点が印象的であった。

一方、インベントリを作成するための国内体制

の整備、より現実に近い排出係数の設定、算定方

法の一層の改善など、共通の課題もあり、今後こ

れら課題に焦点を当て、本ネットワークを継続的

に活用していくことが有効と思われる。

(2)インベントリの精度の向上に役立つ情報や経験

の共有

GIOは、2003年度より3年間、カンボジアの環境

省及びタイの大学との協力体制のもとA P N

CAPaBLEプロジェクト「アジア太平洋地域の途上

国における、温室効果ガスインベントリ開発のた

めのキャパシティ・ビルディング」を実施してお

り、その経過を中根GIOマネジャーがカンボジア、

タイの代表者とともに報告した。同プロジェクト

は、実測に基づいた排出係数を設定することによ

りインベントリの質を向上させることを目指して

おり、これまでに実測のための手法の設定、及び

トレーニングを行った。3カ国で取り組むというユ

ニークな試みの同プロジェクトへの参加者の関心

度は高く、今後の成果への期待の声も大きかった。

筆者も本セッションの最後に、キーカテゴリー

分析により特定した、地域の多くの国にとって重

要な排出・吸収分野及び区分について、アジア地

域と東欧を比較し発表した(表2)。ワークショップ

の目的でもある地域のネットワークの将来の活動

に関する意見交換を行う際の良い材料になるので

はないかという観点から、相沢リサーチャーの指

導の下、各国のインベントリのデータをもとに行

 アジア 東欧 

順位 排出・吸収区分 温室効果ガス 排出・吸収区分 温室効果ガス 

1 森林等ﾊﾞｲｵﾏｽの変化  二酸化炭素 固形廃棄物の陸上における処分（埋め立て） メタン 

2 ｴﾈﾙｷﾞｰ産業の燃料の燃焼 二酸化炭素 石油及び天然ガスからの漏出 メタン 

3 稲作 メタン 消化管内発酵 メタン 

4 森林草地の転換 二酸化炭素 道路輸送機関の燃料の燃焼 二酸化炭素 

 

表2 地域特有の、インベントリ精度に影響の大きい上位４つの排出・吸収区分
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った分析結果を報告した。

分析の結果、アジア地域では、森林面積が大き

いため土地利用及び林業分野が重要であった。ま

た、アジアでは稲作に伴うメタンの排出が重要で

あるが、東欧では、むしろ牛や羊などの家畜によ

るメタンの排出が重要である。これは、アジアで

米が多く食べられていることに対し、東欧では牛

肉などがよく食されていることを示唆している。

つまり、重要な分野や区分には気候、文化等の影

響による地域特性があり、地域でこれら重要な分

野や区分の算定方法の精度の向上について話し合

い、具体的な活動を実施していくことは有効であ

る。本発表は参加者全員に関係する話題であった

ということもあり、活発な議論を導くに至った。

「経験や情報の共有」から参加者が「共に考える」

段階に向かって少し前進できた気がした。

(3)アジア地域のネットワークの将来の活動に関す

る意見交換

最終セッションでは、地域のネットワークの将

来の活動について、前日の議論をもとに話しあっ

た。全員の一致した意見としては、ネットワーク

の連携をより強化し、経験や情報の交換を定期的

に行いつつ、具体的な活動を実施するということ

である。参加者より挙げられた提案としては、1)E

メールを活用して日ごろから頻繁に経験や情報の

交換を行う、2)蓄積されたアジア地域の排出係数

に関する情報を集約して他の国が参照できるよう

にし、IPCCの排出係数データベースへも提供する、

3)ネットワークのこれまでの活動をレポートにま

とめ、他の地域や国際社会に発信していく、など

があった。今後当GIOとしては、第3回WGIAを視

野に入れ、これら3点のフォローを中心にネットワ

ークの有効活用に積極的に努めたい。

追記：中国正月の上海

本ワークショップが開催された2月7日、8日は、

中国の旧暦の元旦「春節」の直前であった(2005年

の春節は2月9日)。筆者にとっては初めて訪ねる国、

中国。さらにお正月前ときては2倍得した気分にな

った。実際上海の街は実に華やかで、金色と赤色

の飾りが至る所に飾られていた。大晦日にあたる2

月8日の夜などは、爆竹・花火のはじける音が夜中

まで響いていた。ワークショップに参加していた

中国の代表者からは、中国のお正月にまつわる風

習をいろいろ教えて頂いた。急速な経済発展を遂

げている中国では、お正月の習慣が少しずつ変化

してきているそうである。時速431 kmにも達する

世界初の商業用リニアモーターカー、大通りに並

ぶ西洋風の豪華な建築物、競うように立ち並ぶ高

層ビルを有する町、上海。惜しくとも昔の習慣が

薄れつつあるのもうなずける。

写真　上海の街の様子

温室効果ガスインベントリ(GIO)関連データベースのURLが変更になりました

(旧) https://www-gio.nies.go.jp/gio/db-j.html

(新) http://www-gio.nies.go.jp/database/db-e.html

http://www-gio.nies.go.jp/database/db-e.html
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□■　 ホームページ公開のお知らせ ■□
■ ■

■見て、読んで、理解する地球温暖化資料集 http://www-cger.nies.go.jp/ws/opening.html

本資料は、地球温暖化に関する学習活動の推進を目的として作成されました。多くの方々に地球温暖

化問題を理解していただけるよう、図とテキストを用いて、分かりやすく解説されています。資料はす

べてこれまで明らかになっている自然科学的または社会科学的知見および情報に基づいており、高校・

大学における個人学習および授業の教材としても十分活用することができるでしょう。中にはやや専門

的な内容も含まれておりますが、分かりやすい部分を見るだけでも地球温暖化の全体像を把握すること

ができるものと期待されます。

■GOSAT(Greenhouse gases Observation SATellite) http://gosat.nies.go.jp

衛星から地球全体の二酸化炭素濃度をくまなく測定することを目的としたGOSATプロジェクト(環境

省・国立環境研究所・宇宙航空研究開発機構の共同)が本格化します。衛星からの観測は精度が劣るの

で役に立たないと考えられていましたが、地上や航空機の観測などと一緒に解析すれば、二酸化炭素の

地表面での収支を知る上で十分役立つことが、データ解析モデルの結果分ってきました。また、従来、

「衛星からこんなデータがとれるから、それを解析していろいろ使ってください」という進め方から、

「こういう目的のためにセンサを開発し衛星で観測をする」という、目的指向型に替わったことも、

GOSATを推進する力になりました。

そこで、このプロジェクトの本格化に合わせて、ホームページを開設することになりました。ここに

は、GOSATプロジェクトの背景・目的などを分りやすく詳しく説明してあります。もちろん、センサ

ーや衛星そのもの、プロジェクトの進め方の情報もあります。今後、GOSATプロジェクトの進行に合

わせて、専門的な内容も充実させ、プロジェクト進展のリアルタイムの情報も提供し、皆さんにその成

長をWatchし、楽しんでいただきたいと考えています。

現在は日本語のページだけですが、衛星から二酸化炭素を測ることは世界でも初めてのことであり、

世界の研究者も関心を持っておりますので、将来は英文のサイトも作成する予定です。

■Project CO2 http://co2.nies.go.jp

温室効果ガスの削減目標を決めた京都議定書が2月に発効しました。この目標は私たち科学者が必要

と考えている目標からは程遠いのですが、その控えめな目標すら達成することは容易ではありません。

その目標達成には一人ひとりが、削減に参加することが重要です。温室効果ガスの観測、気候変動予測

や影響評価の研究の成果を、より広範囲な人々に理解していただくことが、つまり「知」の力が、持続

的な努力の源の一つであると思います。そのためには、従来の研究者が「伝えたいこと」から、人々が

「知りたいこと」をという、発想の転換が必要ではないかと考えていました。地球環境研究センターニ

ュースの企画では、「分りやすく」「読みやすく」「知りたいことが書いてあるように」と様々な工夫を

してきましたし、パラパラ漫画、学校教材やサイエンスキャンプなどの企画、地球温暖化問題資料集の

作成など、いろいろ試みてきました。

㈱ティー・ジー・エイとの共同制作によるこのサイトは、Art, Science and Society の三者がインターラ

クティブに共同する場です。まだまだ、試行錯誤の段階ですが、新しいアウトリーチの試みとして、ま

た、目標としては、「高い感性と知の相互作用の場」として、地球環境研究センターニュースの読者の

皆様には関心を持っていただけるよう、このサイトを育てていきたいと考えています。

http://www-cger.nies.go.jp/ws/opening.html
http://gosat.nies.go.jp
http://co2.nies.go.jp
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緑を大切に！
来所された皆様に

ハーブやお好きな花の苗を

プレゼント！

国立環境研究所の施設公開
4月23日(土) 10:00～16:00

(入場無料：受付15:00まで)

地球が温暖化するとどうなるの？ ゴミやリサイクルの問題
にどう対応したら良いのか？ 自動車の排ガスは大丈夫？
研究所では最新の研究成果をわかりやすくご説明しますの
で是非ともお越し下さい。
特別ミニ講演「すぐ人に話したくなる環境講座」や「環境科学
者が皆さんの疑問に答えるコーナー」、「環境クイズ」、「体
験イベント」も数多く開設します！

循環・廃棄物研究棟 地球温暖化研究棟

交通：
JRひたち野うしく駅～
つくばセンター間
関鉄・JRバス
「環境研究所」下車すぐ

連絡先：
国立環境研究所
総務部業務係
029-850-2318
つくば市小野川16-2

高性能電気自動車
展示・試乗体験会

好評につき本年も実施

食堂営業中！
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にどう対応したら良いのか？ 自動車の排ガスは大丈夫？
研究所では最新の研究成果をわかりやすくご説明しますの
で是非ともお越し下さい。
特別ミニ講演「すぐ人に話したくなる環境講座」や「環境科学
者が皆さんの疑問に答えるコーナー」、「環境クイズ」、「体
験イベント」も数多く開設します！

循環・廃棄物研究棟 地球温暖化研究棟

交通：
JRひたち野うしく駅～
つくばセンター間
関鉄・JRバス
「環境研究所」下車すぐ

連絡先：
国立環境研究所
総務部業務係
029-850-2318
つくば市小野川16-2

高性能電気自動車
展示・試乗体験会

好評につき本年も実施

食堂営業中！

http://www.nies.go.jp/index-j.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2000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. 着払い宅配便をご希望の場合: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
2. 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
3. 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

◆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

【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
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タ イ ト ルC G E R No.

日本における伐採木材のマテリアルフロー・炭素フローデータブックD034-2004
Data Book: Material and Carbon Flow of Harvested Wood in Japan

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 年 月I059-2004 2004 10
I058-2004 CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT Vol.11-2002
I057-2004 CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.9

Vortices, Waves and Turbulence in a Rotating Stratified Fluid
I056-2004* GLOBAL WARMING THE RESEARCH CHALLENGES

- A Report of Japan's Global Warming Research Initiative-
摩周湖モニタリングデータブックM016-2004 GEMS/Water

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

陸域生態系における二酸化炭素等のフラックス観測の実際M015-2003
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－

http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/report/r_index-j.html
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札幌から約350 km北上すると、北緯45度通過点の標識が道際に立っている。
夏には牧野の彼方になだらかな天塩山地が連なる風景が続く。冬には、北海
道の中でも豪雪地帯で150 cm前後の深さの雪に覆われ、見えるもの全てが雪
の中になる。この山中に天塩CC-LaGサイトがある。広大な針広混交林を皆伐
し、カラマツ苗を植林し、その生育過程を通して、森林生態系の物質循環機
能がどのように変遷するのか長期にわたり観測している。植林して2回目の冬
を迎えた観測サイトは、70～80 cmの高さに育った苗木もすっかり雪に埋もれ、
一面の雪原である。観測サイトの保守管理も大仕事だ。サイトに行くのにも

国内ではほとんど見ることができない雪上車が活躍する。観測システムも雪の中から掘り出すことから
始まる。この冬、待望の商用電源が引けた。観測開始以来、自家発電機で電源供給していたのがメンテ
ナンスフリーになった。酷寒の中での給油、エンジンの調整作業も不要になり、観測の信頼性が一段と
高まった。それ以上に、サイトの管理を担当する北海道大学天塩研究林のスタッフの肩の荷が大幅に軽
くなった。豪雪地の森林観測としては、世界的にも希な通年連続観
測だ。豪雪･極寒の中で管理をしていただいてる天塩研究林の皆様
のためにも、すばらしい成果を上げるのがわれわれの責務だ。

天塩CC-LaG：CC-LaGはCarbon Cycle and Larch Growthの略で、地球環境研究

センター、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーショ

ンおよび北海道電力(株)総合研究所の3機関が共同で、北海道天塩郡幌延町

問寒別に所在する北海道大学天塩研究林で、カラマツの生育過程を通した森

林生態系の炭素などの物質循環機能を長期観測している。

地球環境研究センター　研究管理官　　藤沼康実

まだ雪の中

大活躍する雪上車

四季折々

天塩

(＊は在庫なし)
I056「GLOBAL WARMING THE RESEARCH CHALLENGES」は、「地球温暖化研究の最前線(総合科学技術会議
環境担当議員、内閣府政策統括官(科学技術政策担当)共編)」の英語版で、内容についてはSpringer社から発行さ
れている“Global Warming The Research Challenges -A Report of Japan's Global Warming Initiative-”を参照下さい。
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タ イ ト ルC G E R No.

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

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
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地球環境研究センター主催会議等

2005. 2. 7～8 第2回アジア地域の温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ(西岡セン
ター長・中根GIOマネジャー・相沢リサーチャー・梅宮アシスタントフェロー/中国)

詳細は本誌8ページを参照。

13 平成16年度GEMS/Water摩周湖検討会開催(藤沼研究管理官・五十嵐係長/北海道)
北海道北見市にて平成16年度のモニタリング結果および次年度以降のモニタリング

計画について検討した。

23 第10回グローバル・カーボン・プロジェクト(GCP)セミナー(つくば)
国連大学高等研究所Niels Schulz氏を討論者とし、社会環境システム研究領域Rajesh
Nair EFフェローが、“South Asia, Towards Regional Energy and Environmental Security”
を発表した。

所外活動(会議出席)等

2005. 2. 2～4 CSIROにおける標準の相互比較実験参加(向井研究管理官・橋本NIESアシスタントフ
ェロー/オーストラリア)

CSIROにおいてLoflo training courseが開催され、CSIROが開発した大気中二酸化炭素

濃度測定装置(Loflo Analyser)操作の習得及び標準ガスの国際相互比較実験等に関す
る打ち合せを行った。

見学等
2005. 2. 1 東京理科大学生物学専攻2、3年生一行(16名)

7 総務省独立行政法人第一担当評価監視官室(4名)

8 日本経営技術懇話会一行(15名)
14 日本技術士会繊維部会一行(20名)

17 JICA湖沼環境保全政策コース一行(12名)

17 全国環境研究所交流シンポジウム参加者一行(29名)
18 地方環境研究所との検討会出席者一行(7名)

22 つくば市立真瀬小学校5年生一行(44名)

25 環境省実務研修生一行(20名)

地球環境研究センター(CGER)活動報告(2005年2月)

2005年(平成17年)3月発行
編集・発行　独立行政法人 国立環境研究所 〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2

地球環境研究センター　　　 TEL: 029-850-2347
ニュース編集局　　　　　　　 FAX: 029-858-2645

E-mail: cgercomm@nies.go.jp
発行部数：3150部 Homepage: http://www.nies.go.jp

http://www-cger.nies.go.jp
★送付先等の変更がございましたらご連絡願います

このニュースは、再生紙を利用しています。

発行者の許可なく本ニュースの内容等を転載することを禁じます。
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