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1. はじめに

昨年の欧州の猛暑、本年の日本の猛暑を引き金

として、「最近の地球はおかしくなったのでは？」

あるいは、「地球の温暖化が始まったの？」などの

質問が数多く寄せられるようになった。ほとんど

同じような猛暑であった1994年の夏には、地球温

暖化に言及した質問はあまり無かったように思わ

れる。この10年の間に、地球温暖化に関する懸念

が広く社会に広がっていったことが見て取れる。

地球温暖化問題が日本における社会的意識となっ

て登場した年として、2004年は後世から見たとき

に特筆されることであろう。

このような世間の関心は、マスコミや政治、行

政にも飛び火した。数多くの質問が筆者達に寄せ

られた。いうまでもなく、地球温暖化問題とは科

学が提起した問題である。多くの人は、時間がな

くとも科学者が主張しているから大変な問題なの

であろうと考えていたはずである。その人々が、

「何か地球がおかしい」と感じ始めたのであるから、

何ゆえに、「地球温暖化が起きていると専門家は話

さないのか？」「社会に向けて、地球温暖化が始ま

っている、と発言すべきだ！」という意見が多く

寄せられた。政治的なセンスからは、大衆的に温

暖化に関する懸念が広がっている今年こそ好機で

あり、積極的に世の中の流れを進めるべきである

ということは理解できる。この機会を利用して、

次のステップにプロセスを進めようと考える人も

多くいるのである。しかし、科学の立場からは、

それほど簡単に結論を下すことはできない。なぜ

なら、データによる検証と、他人も追跡可能な論

理展開こそが科学の本質だからである。

このことは、現在の科学と政治が融合した諸問題

の特徴を浮かびあがらせる。すなわち、科学と政治

が密接に関連していても、科学的な論理展開にした

がって政治的な決断が行われているわけではないと

いうことである。科学の論理とデータを利用しなが

ら、政治的判断が行われてくる、そこで、政治側が

必要とするのは、科学の論理をはみ出した政治的な

世界に有用な科学の側の発言である。このことは、

政治の側が科学の中で都合の良いところだけをつま

み食いしようとしているという懸念を科学の側に思

い起こさせる。一方、科学の側は、政治の側を利用

して資金を獲得しようとしていると政治の側から思

われている。結局、科学と政治が融合した問題とい

いながら、両者の間には大きな隙間があるのである。

研究と製品化の間の「死の谷」(注1)は有名である

が、政治と科学の間にも「死の谷」が存在する。こ

の間を埋めることこそ、真剣に考えなければならな

いことであろう。

本稿では、まず、今年の夏の特徴を述べ、地球

温暖化との関連を議論する。そして、我々は何を

なすべきかを考えて見よう。

2. 2004年の猛暑はどうであったか

まず、今年の夏の状況を概括してみよう。今年

の最初の真夏日は、東京では5月11日である。7月6

日から8月14日まで連続40日、真夏日を記録した。

これを詳しく見ると、5月は3日間(平年0.2日)、6

月は8日間(平年2.2日)、7月は26日間(平年14.8日)、

8月は21日間(平年21.4日)ということになる。6月、

7月が多かったことがわかる。しかし、暖かかった

のはこの時期だけではない。図1を見てもらいたい。

これは、昨年の9月から本年の8月までの東京の毎

日の最高気温、最低気温の図である。上の線は平

年の最高気温、下の線は平年の最低気温である。

昨年からの気温を見てみれば、年を通して温暖な

日が続いたことが見て取れる。また、6～7月の高

温が目立つ。

そこで、6月の日本付近の気象場の状況を見てみ

よう。地上気圧の状況を見てみると、日本付近か

ら東にかけて高気圧偏差が目立つ。つまり、普通

の年には日本の南側にある亜熱帯高気圧が北東に

ズレ、日本の東から広く日本を覆ったことが特徴

的である。この理由の一つとしては、日本の南の

最近の異常気象と地球温暖化問題

東京大学気候システム研究センター

教授　　住 明正
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海面水温が上昇していたことがあげられよう。こ

の温度上昇は、今年の始めから続いていたし、そ

れに伴い、積雲対流の分布も太平洋中央部に移動

していたことがわかる。もう一つは、オホーツク

高気圧が発達しなかったことである。これには、

ユーラシア大陸高緯度の温度上昇が大きくなかっ

たことも一因ではないか、とも言われるが、今後

の研究課題である。具体的には、沿海州の500 hPa

のブロッキングリッジが目立たないことである。

3. 地球温暖化との関連

それでは、地球温暖化との関係はどうだろう

か？地球温暖化とは、将来の気候の問題であり、

それがどのようになるか、という点に関しては、

数値モデルに基づくシミュレーションの結果を参

照して考えるしか方法がない。数値モデルは正し

いのか？予測結果には不確かさがあるのでは？と

いう疑問が出されている。もちろん、我々の科学

的知識には不十分な点が多々ある。しかしながら、

人間の行動の全ては、不確実な情報に基づいてな

されている。ただ、注意すべき点は、自分にとっ

て都合の良いこと、やりたいことに関しては、不

確実であっても確実のように思うし、やりたくな

いこと、不利益なことは、相当に確実であっても

不確実性が大きく見えてくるのである。したがっ

て、「温暖化予測の結果が不確実であるから、もっ

と待つべきだ」と主張する人は、「行動を先送りし、

現状維持のまま生きたい」と主張しているのに過

ぎない。現在のIPCC(気候変動に関する政府間パ

ネル)で得られている結果は、現在までの科学の結

果であり、この結果に基づいて準備するのが最も

理性的な判断と考えられる。

そこで、東京大学気候システム研究センター

(CCSR)が、国立環境研究所(NIES)や地球環境フ

ロンティア研究センター(FRCGC)と共同して行っ

ている地球温暖化予測の結果を紹介しよう。我々

の計算結果によると、温暖化を通して日本の南の

地上気圧偏差が強くなる結果が得られている。少

なくとも、日本の南側の高気圧は強くなり、梅雨

前線などの降水は増加すると考えられる(図2)。ま

た、温度が上昇するので、真夏日は増加すると考

えられるし、集中豪雨などの激しい現象は増加す

ると考えられる。ただ、我々の結果では、オホー

ツク高気圧が強くなることが示唆されている。す

なわち、温暖化したときに今年のような猛暑ばか

りが起きるわけではなく、オホーツク高気圧が発

達したときには、雲が多い蒸し暑い夏になること

が予測される。

 

図1 2003年9月～2004年8月の東京の毎日の最高気温、最低気温。緑線は平年値、ピンクは平年に比べて高温、
水色は平年に比べて低温であることを意味する。この図からわかることとして、年を通して暖かい日が頻発して
いたことが挙げられよう。特に、6月、7月の高温が特徴である。

2003 2004
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さて、今年の夏の猛暑が、地球温暖化の直接の

結果であるということは難しい。しかし、今年の

ように6月、7月の時期に温度が高くなるというこ

とは、地球の温暖化に基づき、海洋が暖まること

によるのではないかと推測できる(太陽高度が一番

高いのは、夏至のときである。しかし、気温が高

いのは8月上旬である。これは、海洋を暖めるのに

太陽エネルギーが使われるからである。海洋が暖

まってくれば、それほど多くのエネルギーが海洋

を暖める必要がなくなるので、温度の上昇は早く

なるはずである)。今年の夏は、地球が温暖化した

ときの状況を想像するには十分である。また、温

暖化シミュレーションによれば、春先の日本の南

における地上気圧の高気圧偏差が強まることが示

されており、今年観測された状況と整合性がある。

また、ヒートアイランドの効果について触れて

おきたい。東京などの都市域では、ヒートアイラ

ンドの影響は確実に存在する。しかし、湾岸にビ

ルができたから都心が暖まったということはない。

風は、ビルを迂回して都心に入ってくるからであ

る。データで見れば、海岸と都心部と比べると、2

度程度の上昇が見られる。このためにますます暑

く感じるのである。

最後に、地球が温暖化したからといって、異常

気象が頻発するわけではない。現在の気候でも異

常気象は頻発している。気象の社会的な影響は、

気象の側が同じであっても、社会の側が変化すれ

ば変化してくる。したがって、社会的な影響から

異常気象を考えるときには注意が必要である。し

かし、温暖化に伴い今までと違った気候になるの

で、その場所では、異常に感じられるような気象

が起きることは容易に想像できる。たとえば、東

京でバンコクのようなスコールが起きれば、やは

り、異常と感じるであろう。

4. さいごに

現在の地球温暖化問題の対応には、科学的知見

が不可欠である。しかし、科学的知見があれば政

治的な決断ができるわけではない。政治の世界に

は、また、固有の能力が必要となる。そうすると、

この両者を結び付けてゆく努力が必要となる。一

見同じ言葉を話しながら、両者の間には意思が通

じないことがしばしばである。このような、科学

と政治の間を埋めてゆく人材が今後は求められて

くることであろう。

------------------------------------------------------------------------

(注1)死の谷：企業が研究開発に投資しても、最終製

品に結びつかずに先端技術や研究成果が埋もれてしま

うこと。(事務局注)

 

図2 CCSR/NIES/FRCGCの気候モデルに基づく日本付近の夏の温暖化予測。青色は降水量の増加を、赤色は減少を

示す。矢印は850ｈPaの風の変化、等値線は500ｈPaの高度場の偏差を示す。中国南部から日本にかけての梅雨前

線に対応する降水量が増加する傾向が示されている。
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ＩＰＣＣ第22回総会出席報告

環境省地球環境局研究調査室

室長　　高橋 康夫

1. はじめに

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、温室

効果ガスによる気候変動の見通し、自然、社会経

済への影響評価及び対応策の評価を実施しており、

国連気候変動枠組条約(以下、条約)、京都議定書

という国際的枠組みの構築及び実施に重要な科学

的基盤を供してきた。IPCCではほぼ5年ごとに包

括的な評価報告書を作成してきており、2001年に

公表された第3次評価報告書(TAR)に続いて、2007

年に第4次評価報告書(AR4)を公表すべく取組が始

まっている。

第4次評価報告書

の執筆者は、2004

年4月のIPCCビュ

ーロー会合で決定

され、わが国から

は第3次評価報告書

の時を上回る約30

名の科学者が選ば

れた。国立環境研

究所からも、野尻

幸宏(WG1)、西岡

秀三、原沢英夫、

高 橋 潔 ( 以 上

WG2)、甲斐沼美

紀子、橋本征二(以上WG3)の計6名が選出されて

いる。ちなみに、一機関からの執筆者数としては、

国内では東京大学と並んで最大である。IPCCの執

筆者に選ばれることは温暖化研究者としては大変

名誉なことと思われるが、作業はボランティアで

あり、その負担は並大抵のものではない。環境省

としても、IPCCに貢献する研究者の支援に努めて

いきたい。

さて、2004年11月9日～11日、パチャウリIPCC

議長の地元であるインドのニューデリーで、IPCC

第22回総会が開催された。日本からは、IPCCのビ

ューローメンバーである平石IGES((財)地球環境

戦略研究機関)上級コンサルタント及び環境省、経

済産業省、気象庁、地球環境フロンティア研究セ

ンター他が出席した。今回の総会の最大の成果は、

第4次評価報告書の統合報告書(Synthesis Report)の

作成について合意されたことであるので、これを

中心に会議の概要をご紹介する。

2. IPCC第4次評価報告書統合報告書の作成

(1)背景

2007年作成予定のAR4の主たる成果物は、これ

までと同様に三つ

のワーキンググル

ープごとの報告書

(WG1：物理科学

的根拠、WG2：影

響、適応及び脆弱

性、WG3：緩和措

置)であり、これに

ついては、上記の

とおり、既に執筆

者が決定し作業が

開始されている。

ただし、各ワーキ

ンググループの成

果を政策決定者向

けに横断的にとりまとめた統合報告書を作成する

かどうかについては、これまで結論が出ていなか

った。統合報告書は、政策決定者の疑問に分かり

易く応えるものとして、第3次評価報告書でも広く

読まれており、大多数の国がその作成を支持して

いたが、一部の国(米国、中国、サウジアラビア)

が、その必要性について疑義を呈していたためで

あった。

2004年7月には、ジュネーブで、統合報告書を作

成するとした場合の構成や手続きを検討するため

のスコーピング会合が世界中から100名近い専門家

を集めて開催(わが国からは西岡国立環境研究所理

会議の様子

（写真提供：山岸規子氏（財団法人地球・人間環境フォーラム））
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事他が出席)され、今回の総会はその成果を踏まえ

て、パチャウリ議長から統合報告書の作成に関す

る提案が改めて行われた。

(2)統合報告書の作成スケジュール

活発な討議が行われた結果、統合報告書の作成

自体についてはコンセンサスが得られたが、最後

まで議論が残ったのはスケジュールであった。す

なわち、パチャウリ議長は、当初の予定どおり

2007年のCOP13(国連気候変動枠組条約第13回締約

国会議)までに統合報告書を作成することを提案し

たが、これに対して、米国、中国等は、統合報告

書は各ワーキンググループ報告書の作成がすべて

完了してから作成を開始すべきであり、COP13ま

でに完成することは困難であるとの意見を述べた。

しかしながら、英国を始めとする欧州、カナダ、

日本及び多くの途上国は、IPCC報告書は条約にお

ける議論に貢献することが最大の目的であり、こ

の観点からは、政策決定者にとって有益な統合報

告書は、各ワーキンググループ報告書と同様に

COP13に間に合わせることが極めて重要であると

の主張を行って議長提案を支持し、意見が対立し

た。最終的には、パチャウリ議長が各ワーキング

グループの共同議長と協議し、WG2及びWG3の報

告書作成スケジュールを2～3週間早めることで、

統合報告書の作成をその質を落とすことなく

COP13に間に合わせるが可能であるとの報告を行

い承認された。また、COP13の開催時期を一カ月

遅らせることを検討するよう、パチャウリ議長か

ら条約事務局に要請することとなった。

(3)統合報告書の内容

統合報告書の構成や章立てについても時間をか

けて議論が行われた。統合報告書はできるだけコ

ンパクトなものとすることで合意され、図表を含

めて30頁程度とすること、さらに短い(5頁程度の)

政策決定者用要約(SPM: Summary for Policy Maker）

を作成すること、SPMについてはIPCC総会におい

てライン・バイ・ラインで採択することなどが決

められた。

統合報告書の章立てについても7月のスコーピン

グ会合の結果を踏まえて議論され、①観測された

気候変化及びその影響、②変化の要因、③種々の

シナリオの下での短期・長期の気候変化とその影

響、④地球規模及び地域レベルにおける適応及び

緩和のオプションと対応、及び持続可能な開発と

の相互関係、⑤長期的な展望：適応及び緩和に関

する科学的・社会経済的側面、条約の目的・条項

との整合性、持続可能な開発との関連、⑥堅固な

知見と主要な不確実性、との構成が合意された。

このうち、⑤については、条約の究極目標(第2条)

である温室効果ガス濃度の安定化に関する記述を

明示することについて、欧州、カナダ等が強く主

張したが、中国が強硬に反対し、結局盛り込まれ

なかった経緯がある。ただし、第4次評価報告書に

おいては、条約第2条に関する事項は横断的事項の

ひとつとして主要なテーマとなっており、統合報

告書においても当然記述されるものと考えられる。

3. その他作業の進捗状況の報告

(1)第4次評価報告書

各ワーキンググループの第1回執筆者会合が2004

年9月～10月にかけて開催され、本格的な執筆作業

が開始されている。

(2)成層圏オゾン層及び地球規模気候システムに関

する特別報告書

本件は、IPCCとTEAP(モントリオール議定書)

の共同作業で進められているが、2005年4月にエチ

オピアで開催されるIPCC総会で採択される予定。

(3)二酸化炭素回収･隔離に関する特別報告書

本件報告書については、当初予定を延期し2005

年9月完成に向け作成中。

(4)国別GHGインベントリに関する1996年IPCCガ

イドラインの改定

本件については、わが国がIGESにホストしてい

る技術支援ユニット(TSU)において作業が行われ

ており、平石氏がタスクフォースの共同議長を務

めている。以前から議論になっているエアロゾル

の扱いについては、2005年に少人数のワークショ

ップを開催することとなった。

(5)次回会合

次回会合は、2005年4月8日、アジスアベバ(エチ

オピア)において開催される予定である。

(なお、IPCCに関する詳細な情報は、IPCCのホー

ムページ(http://www.ipcc.ch)を参照されたい。)
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メタンパートナーシップ

地球環境研究センター　総括研究管理官　　井上 元

米国EPA(環境保護庁)の提唱で、温室効果ガス

であるメタンの無駄な発生を抑制し、これをエネ

ルギーとして有効利用しようという、「メタンを市

場に」という政府レベルの会合が、11月15日～17

日にワシントンDCで開催された。私は他の会議の

予定もあり、初日の専門家会議にのみ出席した。

限られた参加なので全体を正確に把握できたとは

いえないので、その個人的・部分的な理解ではあ

るが、米国が何を考え行動しようとしているかを

理解する一助になればと、紹介する。

言うまでもなく、米国は京都議定書から離脱し

た。Kerryが大統領に選ばれても、上院は批准を拒

否するので、民主党でも批准はしないだろうとい

うのが、一般的見方であった。ましてやBush大統

領が再選されたので批准する可能性は全く無い。

それでは米国は温室効果ガス対策を全くやらない

のかというと、そうではない。昨年の年頭教書で

の水素イニシャティブや新たな原発開発、電気自

動車、今回の「メタンを市場」になど様々な政策

を打ち出している。「加速する気候変動と欧米の水

素化社会への移行戦略」(地球環境研究センターニ

ュース Vol.15 No.4 (2004年7月))で新日本製鐵㈱の

大橋氏も述べているが、米国はエネルギー安全保

障を中心に温暖化対策を着実に進めている。

メタンは二酸化炭素に比べ22倍の効果を持ち、

温室効果ガスのうち16%を占めるが、そのうち人

為的にはエネルギー、廃棄物、農業の三分野の排

出が多い。人為排出のうち20％はコスト的に有効

なエネルギーとして回収利用できるので、国際的

な共同事業として実現しようというのが、今回の

「メタンを市場に」の趣意である。EUからは英国

とイタリアから少数の参加者があるのみで、微妙

な国際関係が顕れていた。

米国は数年前からメタンの排出削減は二酸化炭

素に比べはるかに低コストで可能であり、それを

先行的に推進し、二酸化炭素は技術の進展を待っ

て実施するのが合理的であると主張してきた。米

国内では30％までの削減はほとんどコストがかか

らないと試算している。Jacoby氏は、MITの統合モ

デルではメタン削減のみで京都議定書と同様な効

果が挙げられるという研究結果を紹介した。しか

し、京都議定書は二酸化炭素換算での議論をして

いるが、決してメタンやその他の温室効果ガスの

排出削減を排除しているわけではなく、Kyoto＝二

酸化炭素削減のみ、というミスリーディングは品

がない。

石炭・石油天然ガス・埋立の三分野に分かれた

専門家会議では、石油天然ガスのセッションに出

席したが、3分の2が民間企業の参加者で、ここで

は米国ODA・輸出入銀行やWorld Bankが資金支援

をする仕組みが詳しく説明された。そして石油生

産や精製プロセスで不要なガスが燃やされている

(Flaring)現状を説明し、アルジェリアやナイジェ

リアでそれを回収しエネルギーとして利用され始

めたことが、成功例として紹介された。実際、衛

星から観測した夜間の光が大幅に減っている。ウ

クライナからは天然ガス輸送パイプラインでコン

プレッサーステーションでの漏洩防止事業の例で、

70％の漏洩削減(221万?)で10万ドルが節約できた

という報告があった。カナダでは漏洩とエネルギ

ー効率の向上で温室効果ガスの発生を1990に比べ

2003年には半減した。

私の個人的な理解と印象をまとめる。①米国は

京都議定書から離脱したが温室効果ガス排出削

減＝エネルギー安全保障という考えが強い。中国

の消費拡大と中東の不安定化で石油市場が逼迫し、

米国の安定的な大量消費が保証できない、石油確

保のため米国政府の行動が制限されるという点が

最大の関心である。②詭弁を使ってでも京都議定

書は欠陥があることを主張し、経済発展と温室効

果ガス排出削減を両立させる米国の方針の妥当性

を国際的にアピールし、その資金提供能力で味方

を増やす。③京都メカニズムのなかで米国がJI(共

同実施)・CDM(クリーン開発メカニズム)に参加

できないこと、EUでは、炭素税などで排出削減の

技術開発や事業が進むなかで、米国企業に資金提
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供メカニズムの根拠を与え、国際競争力をつける。

④温室効果ガスの削減をすべきと考える人たちが、

Bush政権の枠という制約の中で努力しているとい

う側面もある。

わが国としては、最大の温室効果ガス排出国で

ある米国の京都議定書復帰を働きかけ、第二約束

期間には米国(＋カナダ＋オーストラリア)だけで

なく、中国・インド・ブラジルなどの削減目標設

定と参加を促すことが、最も重要な戦略であろう。

また、第一約束期間の共同実施として、ロシアな

どの天然ガス漏洩削減に参画することも重要な課

題であろう。

現在、環境省・国立環境研究所・JAXA(宇宙航

空研究開発機構)が共同で推進しているGOSAT(温

室効果ガス観測技術衛星)プロジェクトで、宇宙か

ら二酸化炭素やメタン濃度を測定することは、上

記戦略上、重要な役割を果たすと考えている。今

回のメタンについて述べると、大気中1.7 ppmのメ

タン濃度を例えば精度0.3%で測定できると、5.1 ppb

のメタン濃度変化を測定することになる。大気が1

日に50 km移動すると仮定すると(風速約5 m/s)、

一日13トンのメタン漏洩の検出が可能と考えられ

る。これはロシアのパイプラインにある典型的な

コンプレッサーステーションからの漏洩を約10％

の精度で測定できることを意味する。パイプライ

ンからの漏洩も同様であり、定常的な漏れだけで

はなく、重大な事故につながる漏洩を数日以内に

検出できる。原野に敷設された数千kmのパイプラ

イン網では、概略の漏洩個所を検知することが重

要な第一歩である。漏洩が検知できると、詳細な

場所の確定はヘリコプター・地上調査になる。地

上調査ではわれわれの開発したポータブルの連続

メタン測定器(測定精度は3 ppb)が威力を発揮す

る。既にNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発

機構)やODAのFS(フィージビリティスタディ)で

メタン漏洩を調査した実績があり、新日鐵など民

間企業は漏洩防止のプログラムを既に準備してい

る。漏洩防止が温暖化対策・資源浪費防止・エネ

ルギーの安定供給という三つの利益を持っている

ことを、われわれは数年前から主張し続けており、

こうした国際プロジェクトが早期に実現すること

を願っている。

地方の時代

自治体は地球環境問題にどう取り組む？ 新潟県

酸性雨対策に関する新潟県の取組

新潟県県民生活・環境部環境対策課　副参事　　山下 研

1. はじめに

新潟県は日本海に面した恵み豊かな自然環境を

有していますが、反面、冬の豪雪災害や、2004年

に入ってからは大雨による水害や地震による災害

に見舞われた地域でもあり、現在も懸命な復興事

業が続けられています。また、こうした自然の猛

威とは別に、過去には有機水銀による新潟水俣病

や水溶性天然ガスの大量採取による激甚な地盤沈

下といった公害をも経験しています。これらの苦

難の経験を踏まえて、新潟県環境基本条例では、

現在及び将来の県民が良好な環境の中で暮らせる

ことを確保するべきであるという、環境保全に対

する目的を明確にしており、そのために、未然防

止の原則、人の活動の生態系との調和及び国際的

な環境協力といった基本理念を掲げています。

国境を越えて発生する酸性雨問題は、欧米地域

では1960年代頃から湖沼での魚の消滅や森林の衰

退といった被害が発生したことにより大問題とな

り、国際的な条約の制定など様々な対策がなされ

てきました。東アジア地域では、中国南部等にお

ける酸性雨被害が問題となっていますが、その実

態はまだ正確にはわかっておらず、手遅れになら
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ないうちに、将来の影響予測を含む科学的な知見

を基にした有効な対策を講じることが必要です。

地球環境問題の一つである酸性雨問題に対して

は、東アジア地域などの地域内の国・地方自治体、

産業界、学術研究機関などが協力して取り組むこ

とが必要ですが、新潟県も早くからこの問題に取

り組んできています。

2. 東アジア酸性雨モニタリングネットワークへの

支援

東アジア地域で初めての広域的な国際環境取組

である「東アジア酸性雨モニタリングネットワー

ク(EANET)」は、日本政府の主導により、1998年

から試行稼働が開始されました。2000年に新潟で

開催された第2回政府間会合では、新潟に設置され

た酸性雨研究センター(ADORC)が、EANETの科

学・技術的事項を担当するネットワークセンター

に正式に指定されました。同時に、国連環境計

画・アジア太平洋地域資源センター(U N E P

RRC.AP)が事務局に指定されました。

現在では東アジアの12カ国がEANETに参加し、

参加各国によるモニタリング活動の実施(図参照)、

酸性雨研究センターによるモニタリングデータの

取りまとめとレポート作成に加えて、調査・研究、

研修、国際会議の開催などの活動が活発に行われ

ています。これらの活動は参加各国から高く評価

されており、今後は、これまでの活動により得ら

れたデータや研究成果を踏まえて、東アジア地域

での酸性雨の状況から環境への重大な影響のリス

クを科学的に評価し、地域としてどのように対策

をしていかなければならないのか、といった政策

面にも踏み込む次のステップが検討されています。

新潟県は、試行稼働の当初から、新潟市を始めと

する環境関係の各種団体とともに酸性雨研究セン

ターに対して様々な支援を行ってきており、

EANETの活動が円滑に行われる基礎となっていま

す。未だ参加していない国の参加も期待され、今

後はその活動範囲が広がっていくことが考えられ

ますので、活動の財政的基盤はますます重要とな

っています。また、各国の国内研修やモニタリン

グに要する経費は各国で負担していますが、その

他の国際会合開催などの様々なEANETの経費につ

図　EANET湿性沈着モニタリングサイト(2004年：12カ国47地点)

（酸性雨研究センター提供）
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いては、いままで日本がほぼ全額拠出していまし

た。しかし、2005年からは、任意拠出ではありま

すが、各国が事務局の支出する国際会合開催経費

などについては国力に応じた負担をすることにな

ったことから、経費支出に対する効率性と透明性

もますます求められるようになっています。

新潟県は、大陸からの影響を受けやすい地理上

の位置にあるということだけではなく、東アジア

地域の環境保全は地域の全ての主体が取り組んで

いかなければならない問題であるとの認識の下に、

今後とも酸性雨研究センターに対して支援を継続

していくことにしています。

3. 県としての調査・研究等

新潟県では、1983年から県内の湿性大気汚染調

査を実施するなど、早くから酸性雨の調査・研究

に取り組んできています。近年では、県内の湖沼

における酸性沈着の影響の研究、降雨・降雪中に

含まれる微量有機化合物の環境中での動きに関す

る研究などを、新潟県保健環境科学研究所で行っ

ています。

また、県内の酸性物質(湿性・乾性)沈着量の地

域特性及び経時特性を把握するための調査や、酸

性雨・雪の原因物質であり、また植物にも直接的

に大きな影響を与える県内のオゾン濃度及びオゾ

ン沈着量の地域分布図を作成し、森林衰退との関

係を解析する調査を、酸性雨研究センターに委託

して行っています。

4. 関係機関との連携

新潟県では、酸性雨研究センター、新潟大学及

びその他の関係機関、酸性雨関連の研究者を構成

員として新潟県酸性雨研究連絡協議会を設置し、

関係機関等の連携強化を図っており、講演会の開

催、ニュースレターの発行などの活動を行ってい

ます。

また、酸性雨研究センターでは、生態系に対す

る観測手法や解析手法の標準化のための基本情報

を得るために、集水域内での酸性物質の収支を調

査する研究を新潟県内で行っており、新潟大学と

新潟県はこの調査に協力しています。

これらの他に、新潟県は中国黒竜江省からの環

境研修員を保健環境科学研究所で受け入れて、酸

性雨を含む環境全般について研修を行い、また国

際協力機構(JICA)のプロジェクト技術協力で中国

に建設された日中友好環境センターに職員を派遣

して、中国の酸性雨を含む環境保全対策に貢献し

ています。

5. おわりに

2005年にはEANET第7回政府間会合等の会議が

新潟で開催されることが計画されています。新潟

県では5年ぶりの開催となるこの国際会議で、今後

のEANET活動がさらに発展していくことが期待さ

れており、県としては今後とも、東アジア地域を

視野に入れた酸性雨問題への継続的取組を行って

いくことにしています。

参考ホームページ

新潟県の環境 (http://www.pref.niigata.jp/kankyou/

index.html)

東アジア酸性雨モニタリングネットワーク (http://

www.eanet.cc/jpn/index.html)

＊地球環境研究センターニュースにこれまで掲載され

た「地方の時代：自治体は地球環境問題にどう取り組

む？」はホームページ(http://www-cger.nies.go.jp/cger-

j/c-news/series/series5/series5top.html)にまとめて掲載さ

れています。

http://www.pref.niigata.jp/kankyou/index.html
http://www.eanet.cc/jpn/index.html
http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/series/series5/series5top.html


－ 11 －

幅広い分野の知識をベースに

中根：この度はブループラネット賞(注1)受賞おめ

でとうございます。東京の授賞式は素晴しかった

ですね。長年の知り合いであるソロモン博士が、

南極のオゾン破壊のメカニズムの解明という業績

でこの賞を受賞されたのは、本当に喜ばしいこと

です。今年は、今回の受賞もあり、3度も来日して

いらっしゃるそうですが、日本、あるいは国立環

境研究所に対し、どのような印象をお持ちでしょ

うか。

ソロモン：日本に滞在するときは、いつも楽しく

過ごせます。日本の人たちは環境問題に対する関

心が高く、さまざまな面から問題を捉えようとし

ています。しっかりした社会組織基盤があり、う

まく機能していると思います。環境科学のあらゆ

る分野で、現在、日本で行われている研究は本当

にすばらしいと思います。数々の重要な分野で、

日本の科学者たちは、世界のリーダー・グループ

に入っています。科学の進歩のためには、科学者

間の協力が不可欠です。私は、日本での研究者の

努力をずっと見てきて、それが確かな成果をあげ

ているのを知り、とても嬉しく思っています。

国立環境研究所の研究は非常に多岐にわたり、

感銘を受けています。一部の研究に関しては、も

ちろん、私も以前から知っていましたが、今日の

午前中に全体についての説明を受け、その研究活

動の層の厚さに驚かされました。大気分野では、

気候モデルの開発は特に印象的でしたし、温室効

果ガスや成層圏微量成分の継続的な測定、実験室

での化学動力学等の研究も非常に印象的でした。

中根：ありがとうございます。私が、初めてソロ

モン博士にお会いしたのは、1984年でした。京都

で開催された中層大気計画(MAP)シンポジウムに

出席なさった時ですが、ほとんど全部の発表で積

極的に質問をなさっていたのをよく覚えています。

ソロモン：（笑い）

中根：化学がご専門と聞いていましたが、力学な

ど他分野の知識も豊富にお持ちで驚きました。ど

のようにして、このような広いバックグラウンド

を得られたのでしょうか。幅広いバックグラウン

ドは、オゾンホールのメカニズム解明にも重要な

役割を果たしたのでしょうね。

ソロモン：私は化学者として専門的なトレーニン

グを受けましたが、オゾン層の化学だけでなく、

オゾンが成層圏でどのように運ばれるかというこ

とにとても興味があり、理解しようと努力しまし

た。運よく米国国立大気研究センター(NCAR)の

ローランド･ガルシア博士と一緒に研究する機会に

恵まれ、私たちは何年も、“化学－力学相互作用を

考慮した結合モデル”を開発するための共同研究

を続けました。博士号を取るための研究をすでに

終え、ある程度研究者としての経験を積んだあと

で、何か新しいことを始めたいと思っていたとき、

このような積極的な協力関係を持てる研究パート

ナーを得た意義は大きく、私はラッキーだったと

思います。こうして、私たちは、長い間、“大気力

学と化学が相互作用を持ちながら成層圏オゾンの

減少をコントロールする結合システム”を解明す

るための研究をしました。これは私のキャリアの

中で非常に有意義な経験となりました。同じよう

に、測定を担当する人たちとの協力も大変役立ち

ました。南極では、私自身もデータを収集し、コ

ンピュータ・モデリングのみの研究から、自分の

手で測定値を取ってくることができるようになり

ました。他分野の研究者とインタラクティブに協

力して研究をすると、本当にとてもたくさんのこ

とを学ぶことができ、新しい展望が開けます。

「個人戦」から「団体戦」へ移行したオゾン層研究

中根：オゾン層研究は、以前は、個々の研究者や

個々のグループによる研究によって行われていま

した。いわば個人戦ですね。しかし、1986年にソ

ロモン博士が南極での現地調査を実施された頃か

ら、個別の研究から分野を越えた研究グループの

広範な協力による研究への移行、言わば「個人戦」

から「団体戦」への移行があったように思います。

米国海洋大気庁 高層大気研究所 上級研究員：スーザン・ソロモン博士

インタビュアー：中根英昭(大気圏環境研究領域上席研究官)
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一般的に、このような研究体制の移行の時期にそ

の研究分野で得られる成果が飛躍的に大きくなる

ように思います。様々な分野の研究者が国を挙げ

ての、あるいは国際的な研究グループを作り、有

益な議論の場を持ち、それを有効に機能させ、研

究成果をあげるためには、どうしたらいいのでし

ょう。米国はそのようなグループによる研究のコ

ーディネーションが得意だと思いますが。

ソロモン：大変良い質問です。初期のオゾン層研

究の場では、限られたひとつの問題に取り組む方

が、より高い研究成果が得られたという背景があ

りました。単にオゾンを測定しただけでも、興味

深い発見をすることができました。1920年代、オ

ゾン層研究の先駆けで、ドブソンが行ったオゾン

の変動性の研究がその例です。しかし、ここ20年

くらいの間に明らかになった科学では、本当にご

指摘どおり、問題はひとつではなく、つながって

いることがはっきりしました。化学面の研究だけ

では駄目で、大気力学と関連付ける必要があるこ

とがわかりました。そこで、研究を成功させるた

めには、両者の協力、意見交換が不可欠になりま

した。化学の分野だけを見ても、オゾンを測定す

るだけでは不十分で、どんな現象が起こっている

のかを物理的に理解したければ、塩素化合物、窒

素化合物、また、力学を理解するためのトレーサ

ーもあった方がよく、エアロゾルや極域成層圏雲

などの測定も必要になります。問題の複雑さに対

応し全体像を解明しようとするためには、測定を

続けると同時に、あらゆる分野の成果を持ち寄る

必要がありました。このような展開は、政策サイ

ドをも大きく引き込みました。南極にオゾンの穴

があるなんて、世界中に衝撃が走りましたからね。

科学者だけでなく、産業界でも政治の世界でも、

誰もがオゾンホールが人間活動と関係があるのな

ら、これは大問題になるであろうと理解したので

す。ですから、オゾン層減少のメカニズム解明を

短時間で成し遂げようとする勢いがありました。

このために、それ以前にはあり得なかった、総合

的なアプローチが取られるようになったのです。

中根：なるほど。

ソロモン：気候変動分野を研究している科学者た

ちは、ある程度、オゾン層研究のような協力体制

を持っているようです。世界各国のモデルの研究

者たちがコミュニケーションを確立し、研究を進

めていくためには、各自の研究について話し合う

しかないことに気づき、広範囲な情報交換を行っ

ています。しかし、オゾン研究分野がそうだった

ように、気候変動分野でも、測定とモデルづくり

の間でもっと協力する必要があると思います。そ

うは言っても、気候変動の場合、変数も変動性も

膨大で、変化が非常に小さいため、こちらの方が

難しくなります。

オゾン層研究と気候変動研究との相違点

中根：ソロモン博士は、オゾン層破壊に関する科

学的アセスメントで活躍していらっしゃいますし、

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第1作業

部会の共同議長としても参加していらっしゃいま

す。この二つの場でのアセスメントの共通点と相

違点は何でしょう。

ソロモン：この二つの分野の違いは、それぞれの

問題の背景にある歴史と関係していると思います。

両者の“幅”の違いもあります。

オゾン層破壊の場合は、科学パネルが報告書を

Susan Solomon(スーザン ソロモン)博士プロフィール xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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作成し、それをモントリオール議定書事務局に提

出するのが基本です。気候変動のように、政策決

定者からの同意を必要とするプロセスはなく、彼

らが直接に関わることもありません。IPCCとの類

似点はたくさんあります。オゾンも気候変動も、

科学者たちが、それぞれにオゾン・アセスメント

報告書、気候変動アセスメント報告書を作成しま

す。そして、世界中のそれぞれの専門家が報告書

のレビューを行います。そういう意味では、両方

とも似たプロセスですが、レビューのプロセスの

様子は全く違います。もしIPCC報告書の執筆者と

してレビューに参加することになったとすると、

数百、時には何千ものコメントが来て、びっくり

仰天したり、途方にくれてしまうかもしれません。

一方、オゾン層破壊の報告書に対しては、50以上

のコメントが寄せられることはまずありません。

この事実が、グローバルなレベルでの関心の高さ

がまるで違う、つまり、先ほど申しましたように、

問題の“幅”が違うことを示しています。気候変

動では、この分野を専門にする科学者だけでなく、

関連分野の研究者、また科学者でない人のコメン

トも入り、どれだけ関心が高いかがわかります。

中根：そうですか。

ソロモン：しかし、大きな違いは、報告書がどの

ようにして作成されるかです。オゾン・アセスメ

ントの場合は、科学者が最終的な仕上げを行いま

す。私も中根さんも科学者会合に出ましたが、報

告書の文章表現は科学者だけで議論され、決定さ

れ、コンセンサスに到達した後、“科学的声明”が

出されます。気候変動の場合のプロセスは、よく

知られているように、科学者のコンセンサスの後

で、さらに政策決定者との会合があります。政策

決定者向けサマリーの文章表現をめぐり、180あま

りの政府の代表者と議論を重ねます。このような

会合に出席した私の経験から言うと、政策サイド

のコメントは、一般的に非常に役に立ち、建設的

です。彼らは専門家ではない人たちに対しても明

確な表現を心がけます。私のような科学者にとっ

てこういうコメントは有益です。このプロセスは

要求度の高い仕事となりますが、政策決定者に、

より直接的に報告書作成過程に関わってもらうと

いうことが狙いでしょう。私たち科学者がレポー

トを書き、彼らがそれを聞き、適切な表現を提案

し、議論の手助けをします。どちらのプロセスで

も、報告書の基本部分と一致しないことを言って

はいけないことになっています。ですから、IPCC

プロセスにおいて科学が冒されることはありませ

ん。ただし、文言は改善される余地があります。

これが、政策決定者の直接参加がもたらす大きな

違いで、チャレンジングな作業です。

問題のひとつには、彼らと我々科学者の間のコ

ミュニケーションがあります。科学者の中には専

門的すぎる表現を使う人もいます。科学者が政治

家にとってのキーポイントを見逃すこともあるし、

彼らが本当に関心を持っている、科学の政治への

応用は何かを知ることも有益です。反面、困るこ

ともあります。理解不足や自分の政府の方針など

何らかの理由で、彼らが、私たち科学者サイドが

支持できない議論を追及しようとするケースです。

私の経験では、このような事が発生しても、たい

ていは早い段階で科学的事実の裏づけにより軌道

修正が行われて来ました。

IPCCプロセスの長所は、科学の知見、明確さ、

客観性を、気候変動をめぐる政治の舞台に投入し

たことだと思います。世界がこのような問題に取

り組もうとするなら、科学が最も有力なツールと

なるので、IPCCは科学を大いに必要としています。

現状を理解し、何がわかっていて、何がわかって

いないか、何が可能か、不可能かをフェアに判断

するための情報を科学が提供するのです。ところ

で、私が今週、ブループラネット賞に関連した機

会で何度も申し上げたことですが、科学は、プロ

セスへの重要なインプットになりますが、科学だ

けがそうなのではなく、外交、文化的価値観、社

会問題、経済問題なども、気候変動問題に非常に

深く関わっています。これらは、オゾン問題には

気候変動ほど強く影響しません。問題の規模が違

うためです。

中根：つまり、オゾン問題はどちらかというと直

接的に理解し易いという事ですか。気候変動には

様々な要因が関わりあって複雑ですが、オゾンの

場合は、もう少しシンプルということでしょうか。

ですから、効率的にコンセンサスに達することが

出来たのでしょうか。

ソロモン：科学の視点からみると、オゾン問題は

決して簡単な問題でも単純な問題でもありません

が、南極オゾンホールの場合は証明がしやすかっ

たと言えるでしょう。大きな反応が観察できるか

らです。気候変動の場合は、現在の議論では、こ

の100年間の気温変化が 0.6℃、将来予測では、
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2100年までに1.5℃から5.5℃の間上昇すると言われ

ています。しかし、これは、全体量で50％の差と

いう南極オゾンホールの中のオゾン層の変化と比

べると、とても小さな変化です。(注；地球規模の

オゾンの減少は20年で3%程度であるため、検出は容

易ではない。)

また、気候変動には季節変化がありません。特

にオゾンホール研究にとってラッキーなのは、変

化がとても早く起こることでした。毎年9月、オゾ

ン量は、高度によっては通常の数値から事実上ゼ

ロまで下がります。地上から大気上端までの気柱

全量が3分の2弱に減るというものすごい反応で、

これが、わずか数週間の間に起こるのです。また、

二酸化塩素は100倍位に増加しますから、見るべき

ターゲットが大きいのです。ですから、遠い過去

にさかのぼって蓄積されたオゾン全量のデータに

頼る必要はありません。1950年代のハリーベイの

データを参考にする必要などないのです。これま

で全くオゾンに関する研究をしたことがなくても、

今年、南極に出かけて今年のオゾンホールを観察

し、一酸化塩素や二酸化塩素を観測すれば、これ

がオゾンを破壊していることを証明することがで

きるのです。

中根：そうですね。

ソロモン：一方、気候変動では、変化が小さいた

め、歴史データに頼らざるを得ません。計器測定

された120年間分のデータ記録以前にまでさかのぼ

り、年輪やアイスコアを調査しなければなりませ

ん。つまり、長い時間スケールで、不確かかもし

れないありとあらゆる測定値を集める必要があり

ます。あるデータをもう一回取り直すことはでき

ません。年輪やアイスコアなどの古気候のデータ

をより正しく解釈することは可能ですが、もし、

解釈すべき対象がなければどうしようもないので

す。これはプレッシャーのかかる問題だと思いま

す。また、気候変動では、観測をモデルで表すこ

とは非常に重要ですが、いくつかの要因を突き止

めるために、幅広く、正確に、地球上の多くの地

点で観測し、モデル化することはとても困難です。

例えば、雲です。雲の解明、つまりcloudinessのト

レンドが一体どういうことなのかを解明すること

が必要なことは誰の眼にも明らかです。でも、こ

の測定は容易ではありません。

本日、国立環境研究所での講演でも申し上げま

したが、オゾン層破壊の問題では、かなりの部分

まで明快な説明が可能です。この現象を高度、緯

度、季節との関係で解説することができます。し

かし、温暖化の場合は問題が山積です。例えば、

高度分布は様々な議論がありますが、あまりはっ

きり解明されていません。地表面から例えば対流

圏までの縦の気温分布の全貌を明らかにすること

は容易ではありません。緯度方向の変化について

もわかっていません。このように、問題のフィン

ガープリントを明示するところまで行くには、ま

だまだという感じです。もちろんそこまで行かな

ければなりませんし、それが私たちの大きな目標

でしょう。

放射強制力のタイムスケールと気候変動の関係

中根：今年10月に横浜で開催されたIPCCワークシ

ョップでは、ソロモン博士は非常に興味ある発表

をなさいましたが、その中で温室効果ガスの放射

強制力をそのガスの寿命のタイムスケールに対し

てプロットした図がありました。それについて伺

いたいと思います。CO2、メタン、HFC(ハイドロ

フルオロカーボン)、PFC(パーフルオロカーボン)

やエアロゾルの放射強制力を縦軸に、これらの物

質の寿命のタイムスケールを横軸にとった図です。

例えば、PFCは数千年以上の寿命があり、対流圏

オゾンの寿命は1年以下です。このことが何を示唆

しているのでしょうか。私たちは地球温暖化係数

(GWP)を、放射強制力を100年積分することによ

って計算します。寿命を考慮すると、たとえ100年

GWPが小さくても、我々は、数千年以上の寿命を

持つPFC等を排出すべきではありません。しかし、

だからと言って寿命の短い物質が重要ではないと

考えてはならないでしょう。以前、ソロモン博士

が、寿命が数年のHCFC(ハイドロクロロフルオロ

カーボン)について、長時間積分によって求めたオ

ゾン破壊係数(ODP)ではなく、短時間積分した

ODP、あるいは積分時間に依存したODPで考える

べきであるという主旨の論文を発表されました。

短寿命のHCFCが、20世紀末に短期間ですが高いオ

ゾン層破壊のピークを作ることの危険性を指摘し

たものでした。オゾン層破壊が非線形なシステム

であることも一つの理由でしたね。同様に、気候

変動において、対流圏オゾンのような放射強制力

を持つ寿命の短い物質が、オゾン層破壊における

HCFCのような問題を持つ可能性があるような気が

するのですが。

地球環境研究センターニュース Vol.15 No.9 (2004年12月)
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ソロモン：その考えは100％正しいと思います。こ

れは、実は、非常に複雑な科学的問題なので、今

ここで詳しくは説明できませんが、できるだけ手

短にお答えしてみたいと思います。

中根：気候システムが非線形性を持つために、短

寿命の温室効果ガスの増加による急激な気温の上

昇がどういう問題をもたらすか、長期的にも影響

が残るのではないかというような問題についてで

すね・・・。

ソロモン：気候システムが応答する時間は、多く

の場合長いということがわかっています。オゾン

層破壊物質は、成層圏に達するとその反応は比較

的短時間で起こりますので、ここが違う点です。

オゾン層破壊物質は、3年から5年の間成層圏に存

在し、その間に減少していきます。これが成層圏

オゾンと地上で排出されたオゾン層破壊物質との

関係を示し、その関係が密接であることがわかり

ます。ところが、気候システムの中では、何かが

非常にゆっくりと変化しています。ですから、長

いタイムスケールで、寿命の長い気体を扱わなけ

ればなりません。同時に、特に最近、人間がすで

に気候を変えつつあるのではないか、思いがけな

い気候変化が起こるかもしれないと懸念されてい

ます。例えば、急速に融けつつあるグリーンラン

ドの大氷原などは、おそらくスロー・プロセスな

ので違うと思いますが、干ばつが特定地域で多発

していることは、ファスト・プロセスかもしれま

せん。干ばつと土地表面がどのようにして乾燥す

るかという問題と関連しているかもしれませんから。

100年積分したGWPを議論した時、その時点で

は、気候変動が十分に考慮されていなかったよう

な気がします。気候変動が起こるかもしれないと

いう可能性に対し、そうなればどう対応すべきか、

という話をしていました。しかし、現在、実際に

気候変動が存在することを示す有力な証拠が出て

きているのですから、短期変化にも目を向け、悪

い影響を及ぼすかもしれない大規模な気候変動を

避けることを考え始めるべきでしょう。気候は、

本質的に非常にゆっくり反応する変数を用いるこ

とになるので、気候変動研究では、短いタイムス

ケールと長いタイムスケールの両方、つまりダブ

ル・タイム･スケールで考えなければなりません。

女性科学者へ、チャンスを生かして！

中根：最後に、すばらしい業績をお持ちの女性科

学者として、日本の女性研究者へメッセージを頂

ければと思います。

ソロモン：そうですね。今は、世界中で女性の科

学者が非常に多くなり、すばらしいことだと思い

ます。ですから、今、私が女性たちを特に激励す

る必要はありません。彼女たちはすぐれた研究者

です。私に言えることは、“Keep going”というこ

とくらいです。ひとつだけコメントするとしたら、

今は女性にもたくさんの道が開けています。もし、

女性だからチャンスに恵まれないと感じていらっ

しゃる人がいたら、もっと回りを見回し、チャレ

ンジ精神を持って欲しいと思います。現代は、世

界中に、いろいろなチャンスがあり、女性科学者

として生きて行くにはすばらしい時代なのです。

中根：興味深く、エキサイティングなお話をあり

がとうございました。

＊このインタビューは2004年11月12日

に行われたものです。同日行われた記

念講演会の概要は次号に掲載されます。

----------------------------------------------------

(注1)ブループラネット賞：地球環境

問題の解決に向けて、科学技術の面で

著しい貢献をした個人または組織に対

して、財団法人旭硝子財団が毎年その

業績を称えて贈る地球環境国際賞。

(財団法人旭硝子財団ホームページよ

り引用)
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「GEMS/Water摩周湖調査シンポジウム

－摩周湖が守る地球環境－」開催報告

地球環境研究センター　観測第一係長　　五十嵐 聖貴

2004年10月25日(月)に北見工業大学(北海道北見

市)において「GEMS/Water摩周湖調査シンポジウ

ム －摩周湖が守る地球環境－」を開催しました。

北海道東部の阿寒国立公園内に位置する摩周湖は、

国立環境研究所が調査を開始してから 2 5年、

UNEP(国連環境計画)のGEMS/Water(地球環境監視

システム／陸水環境監視計画)のベースラインステ

ーションに登録されてから10年が経過し、継続的

な調査によって多くのデータが蓄積しています。

また、国内の大学や研究所、地元の団体等によっ

ても様々な視点から調査研究がなされてきました。

本シンポジウムは、摩周湖の特徴や調査結果、調

査の実施状況などを広く一般の方々に紹介するこ

とを目的として、これまで摩周湖調査に深く携わ

ってきた国立環境研究所、北見工業大学、北海道

環境科学研究センターの三者によって開催されま

した。

シンポジウムの来場者は約200名でした。プログ

ラムは、前半に摩周湖調査の背景と概要、後半に

研究分野ごとの研究成果紹介という構成の全10講

演で、約3時間にわたって行われました。摩周湖は、

水質が極めて清澄な極貧栄養湖(ultraoligotrophic

lake)であり、集水域が狭くて流入河川もありませ

ん。そのため、摩周湖の水質は降水の影響を比較

的強く受けており、高精度の分析手法を用いると

大陸スケールの大気拡散の影響をも検出できると

いう特徴があります。また、国立公園の特別保護

地区として保護されていることや、春と秋の循環

期に湖水が完全混合するなど、地球環境のベース

ラインモニタリングに適した条件を備える世界的

に見ても数少ない湖です。今回のシンポジウムで

は、そのような摩周湖の特性と、その特性を生か

した摩周湖ならではの調査内容が丁寧に紹介され

ました。摩周湖は急峻なカルデラ壁に取り囲まれ

ており、調査の実施が非常に困難なことから、水

質調査は基本的に1年に1回(夏の成層期の終盤)と

なっています。調査頻度は少ないものの、時期を

揃えて長期間モニタリングを続けることによって

水質の微少かつ長期的な変化が明らかになってき

ました。今回のシンポジウムでは、湖水中の有機

農薬成分の濃度が大陸での使用中止とともに低下

していることや、1931年当時に世界最高を記録し

た湖水の透明度が徐々に低下傾向にあることなど

が紹介されました。

限られた時間ではありましたが、今回のシンポ

ジウムを通じ、摩周湖を調査することの意義と重

要性について多くの方に理解を深めて頂くことが

できたと思います。シンポジウムのプログラムと

講演要旨集は地球環境研究センターのホームペー

ジ(http://www-cger.nies.go.jp/index-j/topics/work-

shop/w041105/w041105.html)をご参照下さい。

なお、地球環境研究センターでは、シンポジウ

ム開催と同時に、摩周湖に関する広範な情報を収

集・整理した「GEMS/Water摩周湖モニタリングデ

ータブック」を発行しております。詳細について

は、地球環境研究センターニュース Vol.15 No.8

(2004年11月)、またはホームページ(http://www-

cger.nies.go.jp/publication/M016/M016.html)をご参照

下さい。
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台風18号による苫小牧フラックスリサーチサイトの

被害状況把握のための航空機レーザ観測結果について

地球環境研究センター　主任研究員　　小熊 宏之

地球環境研究センターニュースVol.15 No.6(2004

年9月)において報告を行ったが、2004年9月に日本

に上陸した台風18号の影響により、地球環境研究

センターが運営している苫小牧フラックスリサー

チサイトにおいて、二酸化炭素収支を計測するた

めの観測塔2本(40ｍ、27ｍ)及び森林内のカラマツ

などがなぎ倒されるという甚大な被害が発生した。

林内の作業道も倒木で通行が一時不可能となるな

ど被害範囲が大きく、全体的な状況の確認が困難

であったことから、地球環境研究センターでは被

害状況と残存植生の定量的な把握を目的として、

2004年9月23日に航空機によるレーザ樹高計と近赤

外カラーカメラを用いた観測を行った。

レーザ樹高計とは、レーザ距離計の一種であり、

センサから発射されたレーザ光が測定対象物(樹木

や地表等)に反射してセンサに戻るまでの時間を測

定することによってセンサと対象物との距離を計

測する技術である。航空機にこのセンサを搭載す

ることで、樹冠の表面と地表面の標高をそれぞれ

計測し、さらに両者の差を取ることで樹高として

算出することを可能としている。写真は、フラッ

クス計測サイト(1197林班)の200ｍ×200ｍの範囲

における、風倒1年前の2003年9月に取得したレー

ザ樹高画像と、今回の観測で得られた画像である。

樹高の高低を白から黒のグレースケールで表示し、

画像範囲や縮尺は同一で、同じ視点から観測した

状態を再現している。風倒前の画像では、40ｍの

観測塔が中央に確認できるほか、整然としたカラ

マツの植列を確認することができる。一方、風倒

後の画像からは、カラマツの大半は倒木し、僅か

のカラマツだけが残存していることが分かる。

今後はこれらのデータを用いて、倒木した全バ

イオマス量の推定や、樹高別に見た被害状況の把

握、さらに残存植生のバイオマス量の把握を行っ

ていく予定である。

左側；2003年9月9日、右側；2004年9月23日(風倒後)に取得した苫小牧フラックスリサーチサイト(1197林班)

の樹高画像

 

 

樹高 (m)

> 20

 

0  

樹高 (m)

> 20

 

0  
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GCP(グローバル・カーボン・プロジェクト)

つくば国際オフィス紹介

GCPつくば国際オフィス　事務局長　　 ペネロピ・キャナン

GCPつくば国際オフィス　フェロー研究員　　メラニー・ハートマン

炭素循環は地球システムの中でも重要

で、気候、水循環、栄養循環、陸上や海

洋における光合成によるバイオマス生産

と密接に関連しています。産業革命以降

の人間活動により、化石燃料の燃焼や都

市化、森林伐採が進み、二酸化炭素濃度

を増加させ、地球温暖化やそれに関連す

る気候変化を引き起こしています 。

GCP(グローバル・カーボン・プロジェク

ト)の目的は、自然、人為的側面、および

それらの相互作用である地球全体の炭素循環を理

解し、政策策定に役立つ知見を提示していくこと

です。GCPは、持続可能な開発のための地球シス

テム科学パートナーシップとして、4つの国際研究

計画(地球圏－生物圏国際協同研究計画、世界気候

研究計画、地球環境変化の人間社会側面に関する

国際研究計画、生物多様性科学国際協同プログラ

ム)によって設立されました。炭素循環に関する現

在および将来の研究に、社会学的、心理学的、組

織的変数を統合する方法を検討しています。私た

ちは、社会科学者として、従来主に自然科学に焦

点があてられていた炭素循環研究にこれらの必要

とされている変数を統合する研究を進めています。

◆GCPつくば国際オフィスメンバープロフィール◆

Penelope Canan (ペネロピ・キャナン)：事務局長

(写真 中央)

米国コロラド州デンバー大学の環境社会学教授。

主な研究業績としては、統合化された社会影響評

価、エネルギーとコミュニティの開発、民主的な

ガバナンス、専門家間の知識共有ネットワーク構

築などがあります。また、コロラドエネルギーサ

ービスセンター評議員でもあります。

これまでに、米国環境保護庁のオゾン層保護賞

や、太平洋社会学会の特別功労賞、デンバー大学

ドリスコル・マスターティーチャー賞(最優秀教育

者賞)を受賞しています。最近の著書「Ozone

Connections: Expert Networks in Global Environmental

Governance」は、日本評論社から近々日本語版が

発行される予定です。

Melanie Hartman (メラニー・ハートマン)：フェ

ロー研究員(写真 右)

GCPつくば国際オフィスでフェロー研究員とし

て研究を続けるためカリフォルニアから来ました。

オムニ リサーチアンドトレーニング㈱の研究員

で、デンバーのオムニ研究所の共同所有者でもあ

ります。これまで、若者のリスクや保護要因、地

域問題、チームワーク、インターパーソナルコミ

ュニケーション、多様性について研究してきまし

た。また、営利企業や非営利団体のガバナンスと

マネージメントに携わり、予算や生産性分析、デ

ータベース管理を担当しました。

研究職につく前は、コロラドにあるU.S.Westと

いう電話会社に20年間勤務し、7つの州の計画と予

算を担当するほか、書類作成、トレーニング、手

続きマニュアルを作成したり、州政府機関に技術

的な援助やコンピュータ支援を行っていました。
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石垣空港を離陸して10分もすると、大海原にぽつんと浮かぶ波照間が見
えてきます。この島の北東端、海岸から数十m、2方向を海に面した地点に

波照間ステーションは立っています。海辺のため少し歩くと珊瑚礁や雄大

な水平線を見る事ができ、休憩時間には気分転換に良い環境ですが、それ
ゆえに維持管理上の大きな問題があります。海水飛沫による塩害がそれで

す。

風が強い時期は、鉄塔に付いている海塩を拭き取ってから1日もすると、
再びびっしりと塩の結晶が付着してい

ます。エアコン熱交換器の放熱フィンなどは、南国の強力な紫外線

も加わり、3年もするとボロボロで耐用年数は本州の半分近くとの
ことです。特に今年のような大型の台風が相次いで通過した場合、

風で巻き上がった砂等のため、鉄塔の塗装が削られるとともに海塩

が付着し、錆など鉄塔本体の劣化が急速に進みます。
波照間では測定器など観測システムだけでなく、ステーション本

体についても毎月の細かい点検や適切な補修作業が重要になってい

ます。

(財)地球・人間環境フォーラム　調査研究主任　　織田伸和

海の近くがゆえに

塩害により劣化した
エアコン室外機の放熱フィン

尾島優雅子：秘書(写真 左)

つくばの研究機関で10年間秘書として勤務して

きました。プロ意識をもち、交渉や調整をこなし

ています。コンピュータスキルを有し、高い英語

能力は、GCPの日本での立ち上げに貢献しました。

加藤晴巳：招聘研究員

GCPつくば国際オフィス開設時に尽力してくれ

ましたが、現在は炭素循環に関するドキュメンタ

リーを制作中です。山形放送の特派員、また、山

形新聞のコラムニストでもあり、デンバーで活躍

しています。彼女の番組(テレビ・ラジオ)、「姉妹

局から」と「アメリカ便り」は、毎週、山形で放

送されています。また、デンバー大学Office of

Global Developmentで、「アメリカ・山形交流プロ

グラム」に携わっています。

私たち(ペネロピとメラニー)は、つくばの生活

になじんできました。つくばに来てから、研究機

関の研究者や私たちの住む二宮ハウスの人たちか

ら温かいもてなしを受けました。また、いろいろ

なことを教えていただき、さまざまな機会に参加

し、研究学園都市であるつくばという街で、仕事

とシングルライフを楽しんでいます。

＊GCPについての詳細は、地球環境研究センター

ニュースVol.15 No.3 (2004年6月) 山形与志樹

「GCP(グローバル・カーボン・プロジェクト)つく

ば国際オフィス開設」を参照してください。

＊本稿は、 Penelope Cananさん、Melanie Hartmanさん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。

http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/vol15-3/vol15-3.pdf
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地球環境研究センター主催会議等
2004.11.24 第7回グローバル・カーボン・プロジェクト(GCP)セミナー(つくば)

地球環境研究センターの井上元総括研究管理官を討論者とし、社会環境システム研
究領域の青柳みどり主任研究員が“The Impact of The Day After Tomorrow on
Audience's Perception for Climate Change”を発表した。

所外活動(会議出席)等
2004.11.14～17 メタンパートナーシップ会合出席(井上総括研究管理官/アメリカ)

詳細は、本誌7ページを参照
15～18 Regional Carbon Budgets Workshop出席(山形研究管理官・CananNIESフェロー/中国)

北京で開催された標記Workshopにおいて、GCPの地域炭素収支研究に関連して、主
要各国における最新の研究情報を収集すると共に、わが国における研究の進展状況
について報告を実施した。また、今後の地域炭素収支の対象分野別、手法別、目的
別の研究推進方向についての検討を行った。

21～22 第5回国連環境計画アジア太平洋地域資源センター協力アセスメントネットワーク会合
にて講演(一ノ瀬主任研究員/タイ)
当該地域の環境政策におけるキャパシティーの形成などについての現状を討論する
標記の会合において、北東アジア地区を代表して報告を行った。

30 地球温暖化研究イニシャティブシンポジウム「気候変動の現在と将来戦略」(井上総括
研究管理官・藤沼研究管理官・横田研究管理官・五十嵐係長・犬飼NIESアシスタント
フェロー/東京) 詳細は、後日 本誌に掲載。

見学等
2004.11. 2 茨城県立牛久栄進高等学校1年生(41名)

9 山形県立米沢興譲館高等学校2年生(32名)
11 山形県立山形南高等学校理数科1年生(43名)
16 日韓共同研修「淡水環境修復コース」一行(14名)
17 国立環境研究所友の会(11名)
19 山形県環境保全協議会一行(23名)
26 フォーラム環境塾(環境技術講座)一行(40名)

地球環境研究センター(CGER)活動報告(2004年11月)
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Global Carbon Project (GCP) Tsukuba International Office 
 

Melanie Hartman (Global Carbon Project, Tsukuba International Office) 
Penelope Canan (Global Carbon Project, Tsukuba International Office) 

 
Hello from Penelope Canan,  
Melanie Hartman, Yukako 
Ojima and Harumi Kato at 
the Global Carbon Project 
(GCP) of the National 
Institute for Environmental 
Studies in Tsukuba.   
 
The carbon cycle is central 
to the Earth system, being 
inextricably coupled with 
climate, the water cycle, nutrient cycles, and the production of biomass by 
photosynthesis on land and in the oceans.  Human activities since the industrial 
revolution, primarily fossil fuel combustion, urbanization, and deforestation, have 
led to increased carbon concentrations with global warming and associated 
climate change the result.  The goal of the GCP is to develop policy-relevant 
understanding of the global carbon cycle, encompassing its natural and human 
dimensions and their interactions.  The Global Carbon Project was created by 
four international scientific organizations (the International Geosphere/Biosphere 
Programme, the World Climate Research Programme, the International Human 
Dimensions Programme on Global Environmental Change, and DIVERSITAS) as 
an Earth System Science partnership for sustainable development.  We are 
working on ways to integrate sociological, psychological, and institutional 
variables into current and future research on the carbon cycle.  As social 
scientists we bring a needed perspective to research that has heretofore focused 
primarily on the natural sciences. 
 
So who are we?   
 
Penelope Canan, the Executive Director is a professor of environmental 
sociology on leave from the University of Denver, Colorado, USA.  She is known 
for her work on integrated social impact assessment, energy and community 
development, democratic governance, and the formation of knowledge sharing 
expert networks.  Penelope serves on the Board of the Colorado Energy Science 
Center. 
 
She is the recipient of the Ozone Layer Protection Award of the US EPA, the 
Distinguished Practice Award of the Pacific Sociological Association, and the 
Driscoll Master Teacher Award at the University of Denver.  Her latest book 
entitled Ozone Connections: Expert Networks in Global Environmental 



Governance (Greenleaf 2002) will soon be published in Japanese by Nippon 
Hyoronsha Co. Ltd. 
 
Melanie Hartman left California to serve as Senior Researcher with the Global 
Carbon Project.  As a researcher with OMNI Research and Training, Inc. and 
part owner of OMNI Institute in Denver, Colorado, USA she studied risk and 
protective factors in youth, community issues, team effectiveness, interpersonal 
communications, and diversity issues.  In addition to research she was active in 
the governance and management of both the for-profit and the non-profit social 
research companies with primary responsibility for budgets, productivity analysis 
and database management.   
 
Prior to her research career, Melanie spent 20 years with U. S. West, the local 
telephone company in Colorado, where she managed the forecasts and budgets 
for seven states; wrote documentation, training, and methods and procedures 
manuals; and provided technical and computer support to the state organizations.   
 
Yukako Ojima has been a secretary to the research community in Tsukuba for 10 
years.  Her consummate professionalism, contacts, knowledge of practices and 
procedures, computer skills, and English proficiency provides a solid base for the 
launch of the Global Carbon Project in Japan. 
 
Harumi Kato works as a Special Assignment Researcher for the Global Carbon 
Project.  She was integral to our transition team and is currently producing a 
documentary on the Carbon Cycle.  She is a correspondent for Yamagata 
Broadcasting Co. and columnist for Yamagata Newspapers in Yamagata, Japan 
based in Denver, Colorado, USA.  Her television and radio shows “Sister 
Stations Now” and “A Letter from America” air weekly in Yamagata, Japan.  In 
addition she is the Associate Director and Facilitator for the “Understanding 
America Yamagata Program” at the Office of Global Development at the 
University of Denver  
 
As single women in a foreign country Penelope and Melanie enjoy the sense of 
community and comradeship offered in Tsukuba.  Since arriving residents of 
Tsukuba, colleagues in the research community, and neighbors in Ninomiya 
House have welcomed them and kept them active, informed and involved in 
Tsukuba, Science City, global community. 
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