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外来種の来た道、行く道
環境リスク研究センター
1. 国際生物多様性の日シンポジウム開催

主席研究員

五箇 公一

の博物館館長の岩槻邦男氏より、日本人と生物多

2009 年 5 月 22 日の国際生物多様性の日に、東

様性の共生の歴史に関する基調講演が行われ、続

京青山の国連大学において、記念イベントとして

いて、国際自然保護連合（IUCN）
・外来種専門家グ

国際シンポジウム「外来種の来た道、行く道」が、

ループ（ISSG）の Wojtek Solarz 氏より、ISSG の主

国立環境研究所、国連大学および環境省の主催で

要な国際活動、
特に世界外来種データベース（GISD）

「国際生物多様性の日」（International
開催された。

の管理と世界外来種情報ネットワーク（GISIN）の

Day for Biological Diversity）とは、生物の多様性が

将来構想についての基調講演が行われた。

失われつつあること、また、それにまつわる諸問

「外来種問題の現状と将来」という
午後からは、

題に対する人々の認知を広めるために、国際連合

テーマで、3 人の外国人講演者と 4 人の日本人講演

（United Nations）が制定した国際祝日である。毎

者による発表が行われた。特に今回は研究者だけ

年、この祝日で議論すべきテーマを生物多様性条

でなく、外来種駆除の現場にたつ NPO 法人関係者

約事務局（Secretariat of the Convention on Biological

（生物多様性ジャパン・金田正人氏）や、外来種そ

Diversity）が決めており、本年のテーマは「侵略的

のものを商品として扱っている企業関係者（アリ

外来種と生物多様性」とされることから、外来種

スタライフサイエンス株式会社・光畑雅宏氏）も

問題に以前より取り組んできた国立環境研究所が、

招いて、外来種問題をさまざまな角度からとらえ

シンポジウムの企画を担当することとなった。

た発表がラインアップされた。さらに発表終了後
には、パネルディスカッションが行われた。講演

2. 地球環境問題としての外来種

者一同に加えて、国立環境研究所より、現在はカ

当日は、午前の部として、吉野正芳環境副大臣

ナダ・モントリオールの生物多様性条約事務局に

および Konrad Osterwalder 国連大学学長の挨拶から

勤務している志村純子氏、および、同じく国立環

始まり、Ahmed Djoghlaf 生物多様性条約事務局長

境研究所出身で、企業を対象として生物多様性に

の基調講演が行われた。Djoghlaf 氏は、環境破壊、

関する普及活動を行う会社レスポンスアビリティ

経済崩壊、社会不安など、人類史上かつてない劇

を設立した足立直樹氏が加わり、外来種の管理と

的な脅威が過去 50 年間に起こっていると訴え、そ

生物多様性の保全に対して市民や企業はどのよう

うした脅威の中で外来種は在来の生態系のバラン

な取り組みをしていく必要があるのか、また研究

スを崩し、生物多様性のレベルを低下させている

者はそれに対してどのような支援をすればいいの

と強調した。そして、2010 年に名古屋で開催され

か、会場の聴衆を交えて議論が行われた。

る生物多様性条約
第 10 回 締 約 国 会

3. なぜ外来種は生み出されるのか？

議に向けて、外来

企画者の一人である筆者としては、今回のシン

種をはじめとする

ポジウムは、このテーマでよくみかける従来の「外

生物多様性への

来種」イコール「有害生物」という一元的なリス

脅威に対して地球

クの紹介に留まるのではなく、なぜ外来種が生み

規模での恊働が必

出されるのかという根源的テーマに対して、生物

要であると締めく

学的視点からだけでなく、社会学的、経済学的、

く っ た。 そ の 後、

あるいは倫理学的視点からも切り込んで議論する

写真 1 Djoghlaf 生物多様性条
兵庫県立人と自然
約事務局長の基調講演

ことを目指した。筆者自身も、講演者として、「な
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ぜ外来種は生み出されるのか」というタイトル

そのものも危ぶまれたが、このウィルスの侵入と

で、世界貿易機関（WTO）や経済開発協力機構

いうイベントもまた関心を呼び起こすきっかけと

（OECD）を含めて国際的な経済枠組みも、外来種

なったのか、当日は参加定員の 300 名を上回る 340

抑制の障 碍になっていることを解説した。企画の

名の参加が記録され、講演要旨集が不足してクレー

目論見は功を奏して、パネルディスカッションで

ムが出るというアクシデントが起こるほどだった。

は、特に海外の研究者から貴重で示唆に富む発言

参加者に答えていただいたアンケートでも、外来

を得ることができた。外来種問題に長きにわたり

種問題に自分も含めた人間の生活というものが深

取り組んできたハワイ・ビショップ博物館の Fred

く関わっていることが理解できた、という意見が

Kraus 氏から、外来種問題はすべての人が関わる問

多数見受けられたことから、シンポジウムの目的

題であるにも関わらず、多くの人が知識を持たず、

がある程度は達成できたと、企画者としては考え

無関心で、ごく一部の研究者や有識者の間でしか

ている。ただし、今回のシンポジウムに参加され

議論されていないことが、解決を難しくしている、

た聴衆の多くは、やはり最初から外来種問題や生

という発言があったが、これはパネリストのみな

物多様性に関心の高い方々である。外来種問題の

らず、会場の聴衆たちにも強く訴えかける言葉で

解決に向けて、われわれ研究者に課せられた課題

あったと思う。

は、このようなシンポジウムに参加することのな

しょうがい

また、会場からは、アライグマ駆除を例に挙げて、

い、外来種問題に無関心な人たちに対して、いか

外来種といえども人間の都合で生物の命を奪うと

にして情報とメッセージを発信して届けるかとい

いう行為には問題がある、という発言もあった。こ

うことである。生物多様性条約第 10 回締約国会議

れは至極真っ当な意見である。もともとかわいい

開催年で、国際生物多様性年でもある 2010 年が、

動物を飼いたいという人間の身勝手な欲求がアラ

問題提起と問題認識の大きな契機となることを期

イグマという外来種を生み出したのであり、アライ

待したい。

グマそのものには何の非もない。アライグマに食

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

害される日本の在来種の命の痛みも考えなくては

（注１）ビニルハウスやガラスハウスなどで栽培され

ならないという意見も出たが、実際には、アライグ

る農作物は、果実を実らせるために人為的に授粉さ

マが現在、積極的に駆除される最大の理由はむし
ろ農業被害という人間の都合にあると言っていい。
同様に人間の都合で入れられながら、有害な外来
種として規制されることとなった種として、農業
用花粉媒介昆虫セイヨウオオマルハナバチ（注１）

せなくてはならず、こうした授粉作業の担い手とし
て、商業生産されたミツバチなどの花粉媒介昆虫が
多用されている。セイヨウオオマルハナバチは、ハ
ウス栽培トマトの花粉媒介昆虫としてヨーロッパで
商品化され、日本でも 1992 年から導入が開始され
ている。現在、市場に出荷されるトマトの半数以上

の事例も講演で紹介されたが、セイヨウオオマル

が、このハチの授粉によって生産された「マルハナ

ハナバチと同じヨーロッパ原産の外来種で、さら

トマト」である。外来種対策の先進国とされるオー

に利用目的も同じく農業用花粉媒介昆虫でありな

ストラリアでも近年、施設栽培強化のため、本種の

がら、セイヨウミツバチのほうは昨今、供給不足

導入を決定している。

が社会問題となっており、アルゼンチンから追加
輸入をすることまで検討されているという、外来
種としての扱いの差も話題として取り上げられた。
外来種問題の背景に人間の恣意性が大きく横たわ
ること、駆除の複雑性、予防原則の重要性、を浮
き彫りにもするシンポジウムであったと思う。
4. 外来種問題の今後の課題
シンポジウム当日の 3 日前に新型インフルエン
ザの患者が関東でも初めて確認され、一時は開催

－3－

写真 2

会場風景
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日本への温暖化の影響に関する新しい知見（7）

温暖化による砂浜・ブナ林・熱ストレスへの影響の経済評価
名城大学 都市情報学部
1. はじめに

教授

大野 栄治

シ ナ リ オ 別 の 2090 年 に お け る 海 面 上 昇 量 は、

温暖化による影響は多方面にわたるが、本稿で

0.15m（450s）、0.19m（550s）、0.24m（BaU） と 見

はそのうちの「砂浜」「ブナ林」「熱ストレス」に

積もられている。GHG 安定化濃度が最も低い 450s

焦点を当て、以下の 3 つの温室効果ガス（GHG）

シナリオにおいても、海面上昇による砂浜の喪失

濃度安定化シナリオにおけるそれぞれの被害コス

面積は今世紀末頃（2090 年代）まで増加し続け、

トを推計した。

29％の砂浜が喪失すると見込まれる。一方、550s

① 450s シナリオ：GHG 濃度 450ppm（二酸化炭素

および BaU シナリオでは、同時期までに 37％およ

等価濃度）安定化シナリオ。2100 年の平均気温

び 47% の砂浜が喪失すると見込まれる。

が産業革命前に比べて約 2.1℃上昇。

まず、TCM により砂浜のレクリエーション価値を

② 550s シナリオ：GHG 濃度 550ppm（二酸化炭素

推計した結果、
砂浜利用一回あたりでは 2,179 円 / 回、

等価濃度）安定化シナリオ。2100 年の平均気温

また日本全国では 922 億円 / 年（現在価値：2 兆 3,046

が産業革命前に比べて約 2.7℃上昇。

億円）となった。そして、全国の砂浜価値を全国

③ BaU シナリオ：なりゆきシナリオ。2100 年の平

の砂浜面積（191km2）で割ることにより、砂浜の
貨幣評価原単位は全国平均で 12,058 円 /m2 となる。

均気温が産業革命前に比べて約 3.8℃上昇。

次に、各シナリオにおける砂浜喪失被害コスト
2. 砂浜への影響の経済評価

を図 1 に示す。図 1 のグラフは、2100 年まで毎年

日本の海岸線総延長は 35,236km であり、そのう

の砂浜喪失面積割合（累積値）に対する砂浜価値

ちの約 20%（7,060km）が砂浜海岸である。そこは

の減少分を意味する。ここで、今世紀末頃（2090

古くから海上交通の拠点であったり、水産業や農

年代）の砂浜喪失被害コストは、273 億円 / 年（450s）、

業の場であったりして、人々の暮らしを支えてき
熱ストレス（熱中症）死亡被害コスト（億円/年）

500

すなわち、砂浜には市場価値のみならず、非市場
価値も広く認識されている。本稿では、砂浜のも
つ非市場価値のうち、海水浴の場としての利用価
値（レクリエーション価値）に焦点を当て、旅行
費用法（Travel Cost Method: TCM）（注 1）により
その価値を推計した。

400

300

200

100

三村ら（1994）は、日本の砂浜（総面積 191km2）

450S

について、30cm、65cm、100cm の海面上昇によっ
173km2（90.3%）が喪失すると予測した。このとき、

2090s

2080s

2070s

2060s

2050s

300

0

年代

基準年（1990 年）における砂浜喪失面積をゼロと

砂浜喪失被害コスト
図図1
1 砂浜喪失被害コスト
（基準年：1990
年）
（基準年：1990年）

している。

（億円/年）

2500
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2040s

て、 そ れ ぞ れ 108km （56.6%）、156km （81.7%）、

2030s

2

600

BaU

0
2020s

2

550S

900

2030s

として、精神的・文化的価値も認められている。

砂浜喪失被害コスト（億円/年）

チング、散歩などのようなレクリエーションの場

1200

2020s

た。また、現代では海水浴、キャンプ、バードウォッ

2000

図3

熱ストレス（

（基準年：1
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338 億円 / 年（550s）、430 億円 / 年（BaU）に達す

億円 / 年となる。今世紀末頃（2090 年代）にはシ

ると見込まれる。BaU シナリオと比較して 450s シ

ナリオ間で大きな差が生じ、それぞれ 1,325 億円 /

ナリオには大幅な被害低減効果が期待できるが、

年、1,811 億円 / 年、2,324 億円 / 年に達すると見込

海面上昇による被害が長期間にわたると予想され

まれる。最も厳しい安定化レベル（450s）の場合

るため、450s シナリオにおいても長期的な視点か

には、被害コストの増加に歯止めがかかるものの、

らの適応策が重要となる。

大きな損失は免れないと見込まれる。

3. ブナ林への影響の経済評価

4. 熱ストレス（熱中症）への影響の経済評価
熱ストレスによる死亡とは、暑いことが有害な

林では長い年月をかけて土壌の層が厚くなってい

刺激となって起こる生体反応の結果死亡すること

る。そこに雨水や雪水をたくさん蓄えることがで

を意味する。具体的には、熱中症（熱疲労、熱痙攣、

きるので、ブナ林は「緑のダム」と呼ばれる。また、

熱射病）による死亡、また発汗による脱水により
500

土砂の流出を防止する機能もある。さらに、大型

循環系・呼吸系の疾病を持っている人や循環系・

鳥獣から小さな土壌動物までの動物、樹木から草

呼吸系の予備力の低下した高齢者の心機能が破綻
400

やコケまでの植物、キノコなどの菌類など、多様

に至ることなどを指す。温暖化がこのまま進行し

な生物が生息し、食物連鎖や物質循環によって密

て、高温が続くようになると、熱ストレスによる
300

接に関係しながら生態系を形作っている。温暖化

死亡リスクは高くなると予測されている。本稿で

によってブナ林が衰退した後、別の高木林（カシ

は、熱ストレスの中で主要な要因である熱中症に
200

類やナラ類）にスムーズに置き換わらないと、低

よる死亡リスクに焦点を当て、CVM によりその被

木林やササ原に変化して、上述の公益機能や生物

害コストを推計した。
100

砂浜喪失被害コスト（億円/年）

熱ストレス（熱中症）死亡被害コスト（億円/年）

「ブナの木」の寿命は 200 〜 400 年であり、ブナ

1200

900

600

300

まず、熱中症による死亡者数が人口
10 万人あた
450S
550S
BaU

60% 衰退、100% 衰退）を回避するための支払意思

円 / 年 / 人、2,849

額は、それぞれ 307 円 / 年 / 人、750 円 / 年 / 人、1,266

これらの支払意思額に対してそれぞれの死亡リス

円 / 年 / 人、2,446 円 / 年 / 人と推計された。また、

コ ス ト を 図 2 に 示 す。 図 2 の グ ラ フ は、2100 年
まで毎年のブナ林適域衰退面積割合（累積値）に

1000

500

対するブナ林価値の減少分を意味する。ここで、

減すると見込まれる。450s、550s、BaU シナリオに
おける被害コストは、今世紀中頃（2050 年代）ま
でにそれぞれ 1,034 億円 / 年、1,273 億円 / 年、1,381

550S

BaU

2040s

0
2030s

では、ブナ林適域衰退被害コストの増加速度が低

450S

2020s

GHG 濃度が安定化する 450s および 550s シナリオ

2090s

次に、各シナリオにおけるブナ林適域衰退被害

1500

2080s

となる。

2070s

円 /m2 となる。なお、現在価値の総額は約 7.8 兆円

2000

2060s

ブナ林単位面積あたりの環境経済価値は 213 〜 340

2050s

人を掛け、社会的割引率 4% で現在価値化すると、

2500
ブナ林の適域衰退被害コスト（億円/年）

この支払意思額に対して、日本の総人口 12,774 万

円 （基準年：1990年）
/ 年 / 人と推計された。また、

年代

ブナ林適域衰退被害コスト
図 2図2ブナ林適域衰退被害コスト
（基準年：1990年）
（基準年：1990 年）

1
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図3

2040s

0
2030s

2090s

思額は、それぞれ図1
271砂浜喪失被害コスト
円 / 年 / 人、569 円 / 年 / 人、1,195

2080s

まず、ブナ林適域衰退（20% 衰退、40% 衰退、

2070s

年代
する（すなわち現状値を維持する）ための支払意

2060s

Method: CVM）（注 2）によりその価値を推計した。

2050s

人、3.0 人（将来の仮想値）に増加することを回避

2040s

点 を 当 て、 仮 想 市 場 評 価 法（Contingent Valuation

2030s

り年間 0.3 人（現状値）から年間
0.6 人、0.9 人、1.5
0
2020s

本稿では、ブナ林のもつ生物多様性維持機能に焦

2020s

多様性機能が著しく低下することが心配される。

熱ストレス（

（基準年：19
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クの変化分で割ることにより、熱中症に関する統

501 億円 / 年、775 億円 / 年、1,192 億円 / 年に達す

計的生命価値（Value of Statistical Life: VSL）（注 3）

ると見込まれる。

は 0.902 〜 1.055 億円 / 人となる。ここには医療費
5. まとめ

は含まれていない。
次に、現状の熱中症による年間死亡者数（約 400

本稿では、温暖化による砂浜・ブナ林・熱スト

人 / 年）に熱ストレス超過死亡推計モデルで推計

レスの被害コストを推計した。これらの被害コス

された将来リスク変化を掛け合わせて熱中症死亡

トは、一方で温暖化対策としての「砂浜喪失回避」

者数の変化を予測し、さらに VSL を掛け合わせて

「ブナ林適域衰退回避」「熱ストレス死亡回避」の

将来の熱ストレス（熱中症）死亡被害コストを推

便益として捉えられる。しかし、本稿では推計対

計した。図 3 に各シナリオにおける被害コストを

象をそれらの非市場価値に限定しているので、正

示す。図 3 のグラフは、2100 年まで毎年の熱中症

確な費用便益分析のためにはそれらの市場価値も

死亡者数に対する被害コストを意味する。ここで、

計上する必要がある。

低い GHG 濃度で安定化させるほど熱中症死亡被害
コストを低く押さえることができる。特に、最も

参考文献

厳しい安定化レベル（450s）の場合には、被害コ

三村信男 , 井上馨子 , 幾世橋慎 , 泉宮尊司 , 信岡尚道

普段の生活で使われるコトバが、科学の国ではちょっと違う
（1994）砂浜に対する海面上昇の影響評価 (2) −
ストが 500 億円 / 年でほぼ頭打ちになると見込まれ
意味になることがあります。このコーナーでは、そうした
予測モデルの妥当性の検証と全国規模の評価− .
る。450s、550s、BaU シナリオにおける被害コス
コトバをご紹介していきます。
海岸工学論文集 , 41, 1161-1165
トの全国平均は、今世紀中頃（2050 年代）にはそ

れ ぞ れ 373 億 円 / 年、480 億 円 / 年、529 億 円 / 年

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

となる。今世紀末（2090 年代）には安定化レベル

（注 1）旅行費用法：「評価対象となる非市場財と密接

によって被害コストに大きな差が現れ、それぞれ

に関係する私的財の市場（代理市場）を見つけるこ

第 3 回：シナリオ

普段の生活で使われるコトバが、科学の国ではちょっと違う
意味になることがあります。このコーナーでは、そうした
コトバをご紹介していきます。

第 3 回：シナリオ

将来を正確に予測することは、不確実な要因が多く、不可能です。そうした状況でも、環境問題の解決
に向けた対策の実施など、さまざまな意思決定を行う必要があります。シナリオは、こうした不確実性
を前提に多様な将来像を描くことで意思決定を支援するツールのひとつです。環境問題の分野では、叙
述的なストーリーラインと定量的なモデル分析を併用したアプローチが現在の主流となっています。こ
れは、シナリオで想定されている状況をモデルに入力し、結果をチェックすることで、シナリオによっ
て描かれた将来像がまったくの空想ではないことを示すためです。
シナリオの作成には 2 つの方法があります。なりゆき的に将来の道筋を探索するフォアキャストと、将
来における目標を明確に定め、それを実現するような対策や社会のあり方そのものを検討するバックキ
ャストの 2 つです。
（編集局）
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とができれば、当該市場における消費者余剰の変化
分が非市場財の変化の評価値を示す」という理論に

（注 2）仮想市場評価法：等価余剰（環境改善がある
場合の効用水準を維持するという条件のもとで、そ
の改善をあきらめるために家計が補償してほしいと
考える最小補償額）や補償余剰（環境改善がない場
合の効用水準を維持するという条件のもとで、その
改善を獲得するために家計が支払うに値すると考え

砂浜喪失被害コスト（億円/年）

変化分を推計する方法。

熱ストレス（熱中症）死亡被害コスト（億円/年）

500

交通市場に着目し、当該市場における消費者余剰の

400

300

200

100

る最大支払額）という便益の定義に基づく。アンケー

450S

トにより直接受益者にその支払意思額あるいは受取

550S

図3

される。

2020s

2090s

2080s

2070s

2060s

300

0

図1

砂浜喪失被害コスト

図3

熱ストレス（熱中症）死亡被害コスト
（基準年：1990年）
（基準年：1990
年）

ブナ林の適域衰退被害コスト（億円/年）
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0

年代

図2

熱ストレス（

（基準年：1

2500

ブナ林適域衰退被害コスト
（基準年：1990年）

1
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600

年代

クを低減するために支払ってもよいと考える金額」
を「死亡リスクの低減分」で割った値によって定義

2050s

2040s

2030s

2020s

（注 3）統計的生命価値：「生きている個人が死亡リス

900

BaU

0

補償額をたずねる方法。

1200

2030s

基づく。環境財の代理市場として環境財利用目的の
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の文章が入っています。ここには、インタビュー本

インドネシアでの体験から国際政治を志す

蟹江：
「垣根が低い」と感じました。柔軟性があり、

江守：蟹江さんは国際政治や国際制度をご専門に

広範囲の科学者と政策担当者が一緒に考えていく

されていますが、まず、現在の研究テーマとそこ

シーンが多々ありました。日本ではあまり考えら

にいたる道筋についてお話ししていただけますか。

れませんが、専門の研究者が官僚になっているケー

蟹江：地球温暖化対策の国際的な将来枠組みの制

スもたくさんありました。

度設計が現在の研究テーマです。将来枠組みには、

江守：そもそも国際政治を志したきっかけは何だっ

各国政府だけではなく企業、NGO、科学者などさ

たのでしょうか。

まざまなアクター（行為主体）が関与しています。

蟹江：実は父の仕事の関係で小学 3・4 年生の頃イ

それらがどうやって問題解決を図るかという「環
が入っています。ここには、インタビュー本文が載

ンドネシアに行きました。インドネシアでは自分

境ガバナンス」の問題に最も関心を持っています。
ります。現在はダミーの文章が入っています。ここ
もともと国際政治が専攻でしたが、博士課程の学
には、インタビュー本文が載ります。現在はダミー

と同じ年くらいの子どもがいる親が道ばたで物乞
ンタビュー本文が載ります。現在はダミーの文章が

生だった
1997 年に京都で COP3 が開催され、大き
の文章が入っています。ここには、インタビュー本

いをしている姿を見ました。一方、先進国から来
入っています。ここには、インタビュー本文が載り

た私たちは友だちの家に行くにも車を使っていま
ます。現在はダミーの文章が入っています。ここには、

ダミーの文章が入っています。ここには、インタ

ビュー本文が載ります。現在はダミーの文章が入っ

ています。ここには、インタビュー本文が載ります。
現在はダミーの文章が入っています。ここには、イ
ンタビュー本文が載ります。現在はダミーの文章が

入っています。ここには、インタビュー本文が載り

ます。現在はダミーの文章が入っています。ここには、
インタビュー本文が載ります。現在はダミーの文章

文が載ります。現在はダミーの文章が入っています。
ここには、インタビュー本文が載ります。現在はダ
ミーの文章が入っています。ここには、インタビュー
本文が載ります。現在はダミーの文章が入っていま

す。ここには、インタビュー本文が載ります。現在
はダミーの文章が入っています。ここには、インタ
ビュー本文が載ります。現在はダミーの文章が入っ

ています。ここには、インタビュー本文が載ります。
現在はダミーの文章が入っています。ここには、イ

なことが決まりそうだなと関心を抱いたのがきっ
文が載ります。現在はダミーの文章が入っています。

したから、当時は非常に格差がありました。イン
インタビュー本文が載ります。現在はダミーの文章

かけで、気候変動（温暖化）問題に興味を持ちま
ここには、インタビュー本文が載ります。現在はダ

ドネシアでの経験から将来は国際的なことに従事
が入っています。ここには、インタビュー本文が載

した。また、当時留学していたオランダでは気候
ミーの文章が入っています。ここには、インタビュー

したいと考えました。
ります。現在はダミーの文章が入っています。ここ

変動問題が重要視されていたので、オランダを中
本文が載ります。現在はダミーの文章が入っていま

江守：現在共同で研究を行っているのはどんな人
には、インタビュー本文が載ります。現在はダミー

心とした
EU 外交と多国間外交が京都での COP3 で
す。ここには、インタビュー本文が載ります。現在

たちですか。
の文章が入っています。現在はダミーの文章が入っ

どうリンクしたかを見ていました。
はダミーの文章が入っています。ここには、インタ

蟹江：大学時代、西岡秀三先生（国立環境研究所
ています。ここには、インタビュー本文が載ります。

ビュー本文が載ります。現在はダミーの文章が入っ
江守：オランダでの研究生活で日本との違いを感

現在はダミーの文章が入っています。ここには、イ
特別客員研究員）は指導教官の一人でした。先生

ています。ここには、インタビュー本文が載ります。
じたことはありますか。

ンタビュー本文が載ります。
のお陰で、亀山康子さんをはじめとする国立環境
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研究所の研究者と共同で研究できる機会を持てた

ントがいて、それがさまざまな相互作用を繰り返

のは非常に幸運でした。大学は一人で研究するこ

して何らかの形になっていくものです。現実の問

とが多いのですが、私はみなで議論して研究する

題解決にどれだけ役立つかわかりませんが、理論

のが好きです。

上はとてもおもしろいものです。

文理融合した問題解決型の学問・研究を目指して

次期枠組み－先進国は国別目標を、途上国は全体

江守：ところで蟹江さんの所属する「価値システ

で数値目標を

ム専攻」というのはおもしろい名前ですね。「価値」

江守：京都議定書の第 1 約束期間が終わる 2013 年

というと科学から遠いところにあるものという感

以降の国際枠組みについてお話をうかがいたいと

じがします。価値そのものを科学的に扱うという

思います。衡平性についていくつかの考え方があ

ことがとても新鮮に思えます。

り、それに基づいて計算すると排出削減を国ごと

蟹江：価値システムというのは、文理融合した問

にどれくらい割り当てなければならないという蟹

題解決型の学問・研究です。価値は人文、システ

江さんの研究を拝見しましたが、最近、メインに

ム科学は理系で、その間に社会科学があると捉え

やってらっしゃるものですか。

ています。東京工業大学は理系がベースでしたが、

蟹江：私の研究はそのような計算よりも、本来は

文学、人文社会学など一

記述的なものが多いです

般教養があり、大学院に

ね。ある国がその国の政

改組されたときにできた

治的コンテクストのなか

ものです。なかなかユニー

で意思決定したからこう

クで著名な人がいておも

いう衡平性を望んでい

しろいですよ。

る、というようなもので

江守：私の出身の学科（東

す。 技 術 移 転 に つ い て、

京大学教養学部基礎科学

「クリーン開発と気候に

科 第 二、 現 広 域 科 学 科 ）

関するアジア太平洋パー

も同じように教養の先生

ト ナ ー シ ッ プ 」（Asia-

た ち が 作 っ た 学 科 で す。（江守室長は米国からの帰国後につき新型インフルエン Pacific Partnership on Clean
理系の学科ですが社会の ザ対策でマスクをして対談に臨みました。）

Development and Climate:

問題を取り扱えるようなシステムサイエンスを基

APP）のような国連外の枠組みと国連の枠組みを

盤にしていますから、割と早い時期に文理融合を

どうリンクするのかにも興味があります。環境ガ

目指した例です。お話を聞いていると私が学んで

バナンスの動向は国だけでコントロールできない

きた環境と似ているようですが、蟹江さんのとこ

ものなので、多様なアクターのネットワークを利

ろでは文理がうまくかみあっていますか。

用すべきでしょう。その場合の、アクター同士の

蟹江：はい。21 世紀 COE プログラム（注 1）に研

望ましい関係のあり方にも関心があります。

究プロジェクト「エージェントベース社会システ

江守：交渉プロセスを研究する研究者のなかでも、

ム科学の創出」が採用されたのがいいきっかけに

蟹江さんは特に多様なアクターに注目していると

なったと思います。私はエージェントベースとい

いうことですね。では、具体的に次期枠組みはど

うものを知らなかったのですが、勉強会などを開

うあるのが望ましいと個人的にお考えですか。

催して進めてきました。

蟹江：先進国は国別目標をもつべきだと思います。

江守：エージェントベースというのは、一人ひとり

そして、科学とリンクしながら、科学的結果によっ

のプレイヤーがどういう意思決定をするかをモデ

て目標も変わる柔軟性が必要です。また、長期的

リングして、その相互作用を見ていくものですか。

目標と中期的目標をしっかりもつべきです。途上国

蟹江：そうですね。分散的にいろいろなエージェ

は、なりゆき（ビジネス・アズ・ユージュアル）シ
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ナリオを基準にした削減目標という考え方もあり

います。科学で決まるのであれば科学者が話し合

ますが、なりゆきシナリオの作り方で目標が変わる

えばいいのですが、そういうことではありません。

ので、難しいと思います。途上国全体でどのくらい

江守：日本国内でも産業よりと環境よりの研究者

緩和すべきという数値目標を作成するべきでしょ

がいて、グループも立場も違っていて、中期目標

う。努力の評価システムを作れば、実現が難しい

検討ワーキングチームでの作業中もいろいろと難

数字であってもいいと思っています。環境問題の

しいことがあったかと思います。

解決には政策も含めたモニタリングが必要です。

蟹江：江守さんがおっしゃる二つの立場は、産業

江守：原単位目標（注 2）についてはどうでしょう。

構造を変えることを前提とするかどうかが大きな

蟹江：原単位目標を用いる場合、経済活動量と排

違いですね。日本はあまりにも省庁主導で動いて

出量という 2 つの数値を組み合わせる必要がある

いることが問題でしょう。

ので、数字の信憑性という意味からあまり好まし

江守：立場の違いを研究者コミュニティの対話で

くないのではないでしょうか。先進国と同じよう

越えていくことができるとお考えですか。

な指標を使って、よりゆるいターゲットを設定し、

蟹江：省庁が入ることで与えられる情報や考え方

排出削減を達成できたらインセンティブを与える

が違うなど、不必要な対立が生じているような気

のがいいと思います。

がします。研究として不幸なことですね。また、

江守：ムチなしでアメだけということでしょうか。

中期目標の検討については、大学の研究者がほと
んどかかわっていません。大学を交えて共同研究

中期目標の衡平性は一人当たりの排出量を指標に

できると省庁を越えた中立性も出やすくなると思

江守：中期目標の衡平性の指標についてはどうお

います。

考えですか。
蟹江：最もシンプルでよいと思うのは、一人当た

政策と科学の境界は「価値」？

りの排出量をどこかで収斂することですね。しか

江守：政策と科学の境界線をどうひくか。政治そ

し国際的合意は難しいので時間がかかりますから、

のものとそれを科学として扱う境界線はどこにあ

コンセンサスをとる必要はないと思います。

るとお考えですか。

江守：いま、各国が宣言している数字と国際交渉

蟹江：科学的論理性、科学的蓄積に則った視点で

で最終的に決まる数字とはどんな関係があるので

第三者の立場で政治を見ることです。

しょうか。

江守：だんだん実際のプロセスに巻き込まれてい

蟹江：たとえばアメリカが宣言している数字と EU

くことがあるかと思いますが、どこにラインを引

がアメリカに望む数字には隔たりがあります。そ

いていますか。

の差をどうやって埋めるかは、交渉の余地があり

蟹江：ラインを越えたところは逆に科学的根拠が

ます。2005 年からの削減の割合で考えるとある程

頼りになります。ある一線を越えたら、科学的な

度同じ数字になっていきますから、見方をかえれ

根拠に自分なりに依拠しながら考えを進めます。

ば落としどころはあります。

江守：自然科学者にとっては、価値が入るところ

江守：基準年を変えて数字を換算しても、数学的

が一つのラインになると思います。その先に価値

には等価です。日本も基準年にこだわっています

を社会科学的に分析する領域があるということで

し、今のお話でも基準年を変えれば合意できるか

しょうか。

もしれないというのは、実体と違うところでそう

蟹江：たとえば 2020 年までの排出削減量が日本は

いうものが合意形成に効果をもたらすということ

どれくらい必要だという話で発言を求められたら、

でしょうか。

「こういう仮定に基づいて、あるいはこういう世界

蟹江：おっしゃるとおり合意形成は政治的に行われ、

になると想定して計算したものだが、実際にはそ

科学と離れてしまう場合もあります。しかし、科学

うなるとは限りません」といった根拠を含めて言

の提示する数字の役割は目安を与えるものだと思

います。それを言わないで、
「日本はこうすべきだ」
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という言い方をすると政治的発言になります。そ

江さんの分野の研究者はどのように処理している

う言うことを望んでいる人もいますが、私は興味

のでしょうか。

ありません。

蟹江：たとえば、国際政治の理論に、主流となる

江守：前提条件を明示すれば、社会的な分析をし

考え方が 3 つくらいあります。①国主流、国単位

たということであり、政治的な主張ではないとい

で動いていると考えるものと、②国際機関、国際

うことですね。価値を分析のターゲットにしてい

制度が影響を及ぼすので、国は一つのアクターに

るが、政治的なところには踏み込まないというの

すぎないというもの、そして③考え方、規範が国

が今の説明で理解できました。

際政治を動かしているという 3 パターンです。そ

ところで、IPCC の評価報告書で論文が引用され

の違いは哲学的な基盤をどこに置いているか、つ

るのは蟹江さんの専門分野では大事なことなので

まり価値観です。

しょうか。

江守：そのうちのどれが正しいとも言えないし言

蟹江：IPCC の報告書には国際政治学的分析はあま

う必要もないというわけですね。

り載っていませんね。もっと載ってもいいのかな
と思いますが、科学と政治の境界線が見づらいこ

興味がつきない温暖化問題

とと、IPCC は政府間パネルであり「純粋な」科学

江守：最後に、蟹江さんの 5 年後、10 年後の将来

者の集まりではありませんから、そこに国際政治

構想についてうかがいたいと思います。お話です

的要素がのってくると政治的に利用される心配が

と、成り行き上地球環境問題、そのなかでも温暖

あります。もし第 5 次評価報告書（AR5）で考慮

化がメインテーマになっているそうですが、これ

されるとしてもあまり踏み込んだものでない方が

からも温暖化をメインテーマに続けていくと思わ

いいと思っています。

れますか。

江守：やはり政治的になる可能性を恐れていらっ

蟹江：博士論文が終了したら別のテーマを見つけ

しゃるんですね。

たかったのですが、ご縁もあり、知れば知るほど
おもしろいと思いました。また、これまで受けて

価値と論理性の関係

きた教育や私自身の専門にあっているテーマなの

江守：ご自分の主張や意見を多くの人に受け入れ

で、今後も継続していきたいと思っています。と

てもらうための戦略は何ですか。

はいえ、発言も研究も自由にしたいので、どこか

蟹江：人間を見る洞察力、社会を見る洞察力です。

でつぶされたら別のテーマを探します。

江守：では、洞察力をどうやって表現するのでしょ

江守：私もそんなふうに生きたいですね。今後も

うか。文科系の人が議論の説得力をどうやって示

国際的に活躍していただくと同時に国立環境研究

すのか興味があります。

所とも一緒に研究を続けていただきたいと思いま

蟹江：科学性です。もう少し言うと、論理性です。

す。今日はとても興味深いお話をいろいろお聞き

江守：論理性については理解できます。しかし最

することができました。ありがとうございます。

終的に論理からこぼれ落ちる部分が出てきたとき
に価値の問題になり、それまで構築してきた論理
がうまく説得に使えなくなるのではありませんか。
最終的に価値の問題になったときに、社会科学的
な説得力はどこに落ち着くのでしょう。
蟹江：そうですね。最終的には価値は科学で解決
できません。ただ、社会科学の場合には、理論自
体がある価値観に基づいて構築されていることに

＊このインタビューは 2009 年 5 月 29 日東京都内
で行われました。
-------------------------------------------------------------------（注 1）21 世紀 COE（世界的研究教育拠点：Center of
Excellence）プログラム：世界的な研究教育拠点の
形成を重点的に支援し、国際競争力のある世界最高
水準の大学づくりを推進するため、文部科学省が平
成 14 年度から実施している。
（注 2）原単位目標：経済活動量 1 単位当たりの温室

も配慮が必要です。
江守：論理性・客観性と価値の関係について、蟹

効果ガス排出量を計算して、その削減を目指すもの。
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「科学技術週間に伴う一般公開」開催報告
地球環境研究センター 温暖化リスク評価研究室
（国立環境研究所

主任研究員

一般公開実行委員）

小倉 知夫

｢ 科学技術週間 ｣ は、科学技術について広く一

温室効果ガスを広い範囲で長期間、正確に測るこ

般の方々に理解と関心を深めていただき、日本の

とは決して容易ではありません。この課題に研究

科学技術の振興を図ることを目的として昭和 35 年

者がどのように挑戦し、どの程度の成功を収めて

に制定されたもので、全国の研究機関で科学技術

いるのでしょうか？

に関するイベントが催されます。その一環として、

球温暖化研究棟１階ロビーでは実際に使用されて

国立環境研究所では「春の環境プチ講座」と題し

いる観測機器を前にして研究者が説明しました。

た一般公開を 4 月 18 日（土）に実施しました。公

また、今年は温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」

一般公開の会場となった地

開当日は天気にも恵まれ、昨年度を 140 人余り上

（GOSAT）が 1 月 23 日に打ち上げられ、地球全体

回る 562 名の来場者が研究所を訪れました。当日

を覆う衛星データが入手可能となりました。「いぶ

ご来場いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

き」から送られた画像を表示したモニターは大変

今回、研究所の中で公開の対象となったのは循
環型社会・廃棄物研究センター、アジア自然共生

印象的で、多くの来場者の注目を集めていました
（写真 1）。

研究グループ、化学環境研究領域、環境健康研究

一方、地球温暖化という言葉からは温室効果ガス

領域、環境情報センター、そして地球環境研究セ

削減目標について思い浮かべる方が最近は多いかも

ンターです。地球環境研究センターは国立環境研

しれません。6 月 10 日に記者会見で発表された日

究所における地球温暖化研究の中心的組織として、

本の温室効果ガス削減の中期目標「2005 年比 15％

地上ステーションや民間の定期貨物船・航空機な

減」はどのようにして決まったのでしょうか？ 中

どを用いて、広域的かつ長期的に温室効果ガスの

期目標の策定にあたっては地球環境研究センター

水平・鉛直分布やフラックスを測る努力を重ねて

の研究者も議論に参加しています。一般公開では

きました。二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガ

「ココが知りたい温暖化」講演会と題して、日本の

スの状態を正確に知ることは、温暖化の予測や対

温室効果ガス削減の中期目標がどのように検討さ

策のためにとても重要です。しかし目に見えない

れてきたのか、現場の声をお届けしました。また、
同講演会では森林による二酸化炭素の吸収・排出、

写真 1 模型を前にして人工衛星「いぶき」を紹介し
ます。

写真 2 講演会の締めくくりは質疑応答。日頃の疑問
に研究者が答えます。
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公開当日は地球環境研究センター以外にもさま

飛行機や衛星による温室効果ガス観測について、
研究者がわかりやすく紹介しました（写真 2）。そ

ざまな催しが実施されています。国立環境研究所

れぞれの講演の内容についてはつくば市のコミュ

の構内を徒歩で回ると、電動自転車の試乗体験、

ニティ放送「ラヂオつくば」で収録・放送された

生活排水処理設備の模型展示、環境汚染が健康に

ほか、地球環境研究センターニュース 5 月号およ

及ぼす影響に関する講演会など、知的好奇心を刺

び 7 月号でも紹介されています。関心をお持ちの

激するイベントに出会います。一般公開はこれか

方はぜひご覧下さい。

らも 4 月と 7 月に予定されていますので、興味を

一般公開ではこのほかにも、地球シミュレータ

お持ちの方はぜひ足をお運び下さい。昨今は環境

で計算された温暖化予測シミュレーションの動画

問題について情報が多く出回っている状況ですが、

や、ポスターによる研究活動の紹介が行われまし

そのことでかえって、どの情報が正しいのかわか

た。それぞれの展示の前には担当の研究者が立ち、

りにくいという感想をお持ちになるかもしれませ

来場者に内容を説明し、質問に答えました。また、

ん。その場合、研究者と直接対話できる一般公開

体験型の催しとしては、日常使っているエネルギー

は疑問を解消するまたとない機会となるはずです。

の大切さを身をもって体験できる「自転車発電」

ここがわからない、腑に落ちない、という疑問を

や子ども向けの「ぱらぱらマンガ」作りが人気を

ぶつけてみてはいかがでしょうか。スタッフ一同、

集めました。

お待ちしています。

平成 21 年度科学技術週間に伴う一般公開
「ココが知りたい温暖化」講演会報告 (2)
国立環境研究所は、科学技術週間中の 4 月 18 日（土）に主な施設を公開しました。地球環境研究センター
では、
「ココが知りたい温暖化」と題する講演会を行いましたので、講演内容（要約）をご紹介します。なお、
午前中に行われました伊藤昭彦氏と花岡達也氏の講演内容は地球環境研究センターニュース 5 月号に掲載
しています。

CO2 濃度って世界のどこでも増えてるの？
地球環境研究センター

大気・海洋モニタリング推進室長

町田 敏暢

1. 二酸化炭素（CO2）濃度は 1 年に一度上下しな

かとも言われています。私も生前一度だけお会い

がら増えている

したことがあります。
C.D. キーリングが 1957 年から 2004 年まで観測

世界で初めて二酸化炭素（CO2）濃度を正確に測
定したのはアメリカの C.D. キーリング博士です。

した結果、植物の呼吸と光合成により、CO2 濃度

国際地球観測年である 1957 年から 1958 年に南極

は春先にもっとも高くなり、9 月頃にもっとも低く

点とハワイのマウナロア山で観測を開始しました。

なるという季節変化を繰り返しながらだんだんと

残念ながら 2005 年に亡くなりましたが、ご存命で

上がっているのがわかりました。CO2 濃度の上昇

したらノーベル賞の候補になっていたのではない

は、ご存知のとおり石油などの化石燃料の燃焼に
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国立環境研究所が行っている CO2 濃度観測
①地上観測ステーション（落石岬・波照間島）での観測：一定点の観測だが、時間的に密な観測が可能。
②船舶による観測：民間船舶に大気採取装置を設置して CO2 濃度の季節変動の緯度による違いを観測。
採水し海洋による CO2 濃度の吸収と放出も観測。
③飛行機による観測（シベリア上空 3 地点）：大気を採取し、研究室で分析。高度による CO2 濃度の鉛
直分布がわかる。
よります。ところで CO2 は目に見えませんが、間

のようにして昔の空気を測った結果、大気中の CO2

接的に変化を実感することができます。身近にあ

濃度は西暦 1700 年代はほぼ一定の濃度（280ppm）

る落葉樹をみると、冬から春先には葉がありませ

でしたが、産業革命の後、現在までの 250 年間で

んが、葉が出てくると光合成をして葉を大きくし

380ppm に上昇していることがわかりました。人間

ていきます。葉を構成する炭素の原料は大気中の

の活動で大気中の濃度が 100ppm も増えてしまっ

CO2 です。ですから葉が大きくなったら CO2 を吸

たわけです。しかしこの 250 年間にわたって一定

収していると実感できます。

の速さで上昇したわけではありません。最初の

マウナロア山と南極の CO2 濃度はどちらも増え

50ppm 上昇するのに 200 年以上も要したのに、残

ていますが、マウナロア

りの 50ppm の上昇にはわ

山と南極では季節が逆な

ずか 30 年間しかかかって

ので濃度が最小と最大に

い ま せ ん。250 年 間 の 歴

なる時期が違います。ま

史を身近な例に例えると、

た、南半球は陸地面積も

今の小学 6 年生が生まれ

森 林 面 積 も 小 さ い の で、

た 1997 年は 360ppm でし

季節変動の幅も小さくな

た。わずか 10 年ほどです

ります。陸上植物の働き

が、今よりも 20ppm も低

は大気中の CO2 濃度に大

かったのです。私が生ま

きな影響を与えているこ

れ た 1965 年 に は 320ppm

とが観測結果からわかり

だったので、四十数年で
60ppm も上昇してしまったことがわかります。自分

ます。

の人生のいとなみがこの 60ppm の上昇に多かれ少
2. CO2 濃度は最近 30 年間で急激に増えている

なかれ荷担してきた事実に 愕然とします。

C.D. キーリングが観測を開始した 1958 年、すで
に CO2 濃度は上昇しています。では、いつから増

3. CO2 濃度は世界中で増えている

えているのでしょうか？ 人間の活動で増え始める

私たちが行っているシベリア上空における航空

前の濃度はどれくらいだったのでしょうか？ 1958

機観測により、冬季の 1 月〜 5 月頃までは CO2 濃

年以前の記録は残っているのでしょうか？

大昔

度は高く、シベリアに遅い春が訪れる 6 月から減

の空気がどこかに残っていないのでしょうか？ こ

少を始め、7 月頃に CO2 濃度が最も低くなること

んな疑問がわいてきます。実は南極やグリーンラ

がわかりました。また、CO2 濃度の増加量はハワ

ンドの雪は夏になっても融けないので自重で押しつ

イのマウナロア山も南極もシベリアもほぼ同じで

ぶされ、氷になります。そして氷のすき間にあった

あることもわかりました。工業活動の盛んな地域

空気は気泡となって閉じこめられたまま残っていま

だけではなく、そこからずっと離れた南極やシベ

す。ですから、南極の氷を掘って気泡の中の空気を

リアでも CO2 濃度は増えているということから、

測れば過去の CO2 濃度を知ることができます。こ

CO2 濃度の上昇は地球規模の問題であることが実
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わかりません。ですから、炭素循環のメカニズム

現在、私たちは日本航空の協力を得て新しい航
空機観測（CONTRAIL プロジェクト）を行ってい

の解明のため CO2 観測データがさらに必要となり
ます。

ます。飛行機の貨物室のなかに、飛行中に CO2 濃
度を連続測定できる装置と大気を採取する装置を

4. 航空機観測と衛星観測の長所を生かした観測で

積んでいます。これにより世界中の CO2 濃度が測

世界をリード
最後に衛星観測との関連についてお話します。

定できるようになりました。世界で初めて実現し

2009 年 1 月に温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」

ました。

成田空港などで飛行機を見る機会があったら、 （GOSAT）が打ち上がり、まもなく全球の CO2 濃
ぜひ機体後部の水平尾翼付近に書いてある「機番」

度観測を行います。今後、私たちの航空機観測は

を見てください。JA8917, JA8921, JA703J, JA705J,

GOSAT 観測に重要な検証データを提供していきま

JA707J と書いてあれば、その飛行機は CO2 濃度を

す。衛星観測と航空機観測はそれぞれ長所を持っ

測定する機器を積んでいる可能性があります。

ています。衛星は飛行機より広い範囲を観測でき

これまでお話ししましたとおり、CO2 濃度は世

ますが観測精度は航空機観測の方が高いので、お

界のどこでも増えています。CO2 濃度は化石燃料

互いを補完しあっています。航空機観測による検

の燃焼で増加し、陸上の植物の活動や海洋の働き

証で衛星観測の誤差を補い、検証済みの衛星で全

に影響されます。人為起源により大気中に排出さ

球を観測できます。こうして日本が衛星、飛行機

れた CO2 の半分は植物と海洋が吸収して、残り半

を利用した CO2 の観測で、さらに世界をリードし

分が大気中に蓄積されています。しかし陸上植物

ていかねばならないと考えています。

と海洋が将来も CO2 を吸収してくれるかどうかは

衛星からどうやって温室効果ガスを測るの？
地球環境研究センター

衛星観測研究室長

横田 達也

本 日 は 1 月 23 日 に 種 子 島 宇 宙 セ ン タ ー か ら

れてサイのような堅いものと思い、ある子はお腹

打ち上げが成功した温室効果ガス観測技術衛星

に触れてカバみたいだと想像しました。またある

（Greenhouse gases Observing SATellite: GOSAT） に

子はしっぽに触って牛のようなものだと考え、あ

ついて簡単にご紹介いたします。2008 年の夏の国

る子は大きな足を抱えて丸い柱のようなものだと

立環境研究所大公開などで GOSAT の愛称を募集

言いました。温室効果ガス濃度についても似たよ

し、「いぶき」と決まりました。「息吹」という言

うなことが起こっています。つまり、いろいろな

葉には呼吸する、また、活動の気配という意味が

ところで観測していますが、全体が見えていない

あります。そこで、活気があり、地球の息づかい

かもしれないのです。ですから、本当の状態を知

を測るという意味で「いぶき」になりました。

ることが重要です。人工衛星は、地球上の二酸化
炭素（CO2）やメタン（CH4）の濃度の分布状態と

1. 何のために温室効果ガスを観測するのか

その変化を知るために観測を行います。

象を見たことのない子どもたちがあるゲームを

次に観測結果をもとに、温室効果ガス削減に向

しました。目隠しをして大きな象に触り、それが

けた適切な対策を考えます。そして、その対策の

何であるかを当てるゲームです。ある子は牙に触

効果が出ているのか、対策が正しいかを知るため
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にもう一度観測します。それを繰り返し行い、理

づいて固有の波長帯の光だけを吸収します。その

想的な世界を実現します。

吸収の強さは、空気中にある CO2 分子の数に関係
し、CO2 分子が多いほど（つまり濃度が高いほど）

2. なぜ衛星で観測するのか

吸収が強くなります。
大気中の CO2 分子は特定の波長帯で光をエネル

衛星観測は精度がそれほど高くありませんが、
一つの装置で繰り返し測定できるということと、

ギーとして吸収しますが、放出もします。つまり、

全球をくまなく測定できるメリットがあります。

衛星からどうやって測るのかという問いへの回答

一つの装置で測定するということは測定が平等と

は、気体が固有の波長の光を吸収する性質を利用

いうことです。また、地上の測定局のないところ（ア

して、その吸収の強さから濃度を測るということ

フリカ中央部分、南アメリカ、オーストラリアの

になります。ただし、太陽から地面に届くまでの

砂漠地帯など）は観測データがないのですが、衛

光ではなく、地表面で反射される太陽光を測るこ

星は雲がない状態なら、そういう地域でも観測で

とで大気中の CO2 濃度を測定します。

き、相対差を把握しやすいことも大きな特徴です。
温室効果ガス濃度の変化がわかると、いつ頃、ど

4. なぜ 1％の精度が必要なのか

の地域で炭素の吸収や放出が起こっていたか（フ

「いぶき」に搭載しているセンサは 2 つありま

ラックスが存在するか）が理解できます。地上観

す。温室効果ガス観測センサ（TANSO-FTS）と雲

測 局 の 観 測 デ ー タ か ら、

とエアロゾルを測るセン

北半球でも南半球でもそ

サ（TANSO-CAI） で す。

れぞれの夏に CO2 を吸収

大気はだいたい地表面か

することはわかっていま

ら 120km くらいまでに存

すが、衛星観測ができる

在 し ま す。TANSO-FTS

とそれがより高精度に理

の近赤外波長帯で測れる

解できます。濃度分布が

のは、いわば、地表面か

精度よくわかると、地上

ら立てた「大気の柱」の

測定局のデータが少ない

中にある CO2 の総量（カ

地域でのフラックスの推

ラム量）なのです。また、

定誤差が減少します。ま

TANSO-FTS の 熱 赤 外 線

た、炭素循環モデルがより正確になり、将来の気

波長帯を用いると、高さおよそ 2km から 12km の

候予測モデルの精度が上がりますから、長い目で

対流圏上部 CO2 の高度分布を測れます。つまり、
「い

見た対策を考えるのに有効です。

ぶき」はこの両方の機能を備えていますから、カ
ラム量と対流圏上部の高度分布を測れます。

3. 衛星からどうやって温室効果ガスを測るのか

空気は 8 割が窒素、2 割が酸素で、CO2 は 100 万

小学校の理科の時間で学習したと思いますが、

分 の 390（390ppm） く ら い で す し、CH4 は 1.6 〜

太陽光をプリズムにあてると虹の七色に分かれま

1.9ppm です。このように大気中の温室効果ガスの

す。光は電磁波でできていて、波長が長いものに

量は微々たるものですし、地球上での変動量は時

は電波、マイクロ波、赤外線があり、短い波長の

間的にも空間的にも小さくなるので、衛星観測は

ものには紫外線、X 線、ガンマ線があります。赤

非常に難しいのです。2002 年のある月の CO2 の

外線には CO2 や CH4 を吸収する波長帯がありま

平均濃度をみると、北半球で 364ppm、南半球で

す。大気を通ってきた太陽光を地上で測ると、あ

356ppm ですから、南北差はわずか 8ppm です。北

る波長帯の光だけ吸収されていることがわかりま

緯 32 度のところにある地上測定局で測った濃度を

す。気体は分子構造の違いにより、原子と原子の

みると、年間で 8 〜 10ppm の変動があります。人

間がどのように振動したり回転したりするかに基

工衛星で測れるのはカラム量ですから、上空で濃
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害因子となるからです。

4 〜 5ppm となります。つまり 390ppm の 1％（4ppm）
の精度で測ってやっと南北差、年間の変動を理解

5. どうやってデータを検証するのか
「いぶき」は 1 月 23 日に打ち上がり、3 カ月後に

することができます。
１％の精度を理解していただくためにわかりや

は校正・検証が始まります。宇宙航空研究開発機

すい例をご紹介しましょう。みなさんが毎日入る

構（JAXA）では、2 月 7 日の初観測データを 2 月

お風呂のバスタブにはだいたい 200ℓのお湯が入り

9 日にホームページ上で発表しました。国立環境研

ます。目薬 1 瓶は 15mℓですので、お湯の中にある

究所がシミュレーションで計算したスペクトルと

CO2（375ppm）は目薬の瓶 5 本分です。目薬 1 滴

比較したところ、JAXA のデータとおおむね一致し

が 0.05mℓだとすると、1％（4ppm）を区別するこ

ましたので、「いぶき」のセンサが正常に機能して

とは、お風呂にいっぱいお湯をはって 15 滴以内の

いることが確認できました。
この後、衛星データを検証することが重要にな

確からしさで目薬の成分の濃さを測ることに相当

ります。国立環境研究所などで行っている JAL 観

します。
では、どうやって測るのでしょうか。人工衛星

測データや地上高分解能 FTS で太陽の光を直接測

で測っているものをコンピュータ上でモデル化し、

ることによって、人工衛星から測定したカラム量

理論的に観測されるスペクトルを計算します。そ

との比較ができます。地上高分解能 FTS 観測地点

して実際に観測したスペクトルとシミュレーショ

は日本を含め、世界に 12 カ所ほどあります。そう

ンで計算したスペクトルを比較して差がある場合、

いうところにお願いして「いぶき」が上空にきた

仮定した大気の状態を調整します。これを繰り返

とき同期して測定をお願いし、データの検証デー

し、ノイズのレベルしか差がなくなった状態で

タを取得します。それらのデータを用いて衛星デー

CO2 や CH4 の量を求めます。これは決して簡単な

タのばらつきやずれを評価し、データ質を保証す

ことではありません。地表面反射率の場所による

るという検証作業の後、一般にデータを公開して

違い（地表面の状態が明るくなったり暗くなった

いきます。

りする）、巻雲やエアロゾルからの散乱光などが妨

最近の発表論文から
＊地球環境研究センター職員および地球温暖化研究プログラムメンバーの最近の発表論文を紹介します。
Extended averaged learning subspace method for hyperspectral data classification （拡張した平均学習
部分空間法によるハイパースペクトル画像分類）
Bagan H., 竹内渉 , 山形与志樹 , Wang X., 安岡善文（2009）Sensors, 9(6), 4247-4270; doi:10.3390/
s90604247.
ハイパースペクトル画像を用いた土地被覆分類に対し、平均学習部分空間法は適用が容易かつ高精度と
いう特徴を有する。本研究では、次元選択とデータの規格化が分類精度に与える影響を詳しく解析した。
その結果、次元固定化と［0, 1］規格化の二つの手法を組み合わせることで分類精度が向上することを明
らかにした。
地球環境研究センターのウェブサイト (
には、この他の論文情報も掲載されています。
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エコライフ・フェア 2009 報告
地球環境研究センター

主幹

風間 千尋

6 月は環境月間です。全国で環境保全に関するさ

ことでした。ただ今年は、一昨年、昨年ほどには

まざまな行事が行われますが、東京では 6 月 6 日

温暖化に関する質問をされる方はいらっしゃらな

（土）、7 日（日）に代々木公園でエコライフ・フェ

かったようです。それでも何人か質問をしていっ

アが行われ、国立環境研究所は自転車発電体験コー

た方々は、地球温暖化問題をはじめとする環境問

ナー、地球温暖化シミュレーション映像の上映、

題を伝えることのむずかしさについてなど、スタッ

パネルやクワガタの展示等を出展しました（表紙

フと長い間話し込んでいたそうです。この日は自

写真）。

転車発電にトラブルが発生しましたが、スタッフ

6 日は雨のスタートとなり、自転車発電ではビ
ニール袋で雨を防ぎながらのセッティングを余儀

の尽力により無事復旧。クワガタとともに最後ま
で大人気でした。
私が参加した 6 日は、国立環境研究所のブース

なくされました。初めは来場者もまばらでしたが、
あいにくの天気にもかかわらず国立環境研究所の

を初めて訪れてくださった方が多いように感じま

ブースに足を運んでくださる方はいらっしゃり、

した。最初はぱらぱらマンガを「これは何？」と

熱心に質問されていきました。他ブースの方も時々

いぶかしげに眺めていた方も、実演しながら説明

おみえになりました。COP の話をしていて、「何か

すると、喜んで持ち帰ってくださいました。国立

違うな」と思っていると、生物多様性の方の COP

環境研究所の場所がつくばにあることがわかると

だったりして、環境問題の幅広さと自分の勉強不

「つくばは遠いねぇ…」という反応が何度も見られ

足を感じました。

ました。エコライフ・フェアで東京まで出ていく

午後になると雨も小降りとなり、斉藤環境大臣

ことは、東京の方に国立環境研究所を、そして私

がご視察される頃には上がりました。斉藤環境大

たちの研究を知っていただくよい機会であると感

臣は国立環境研究所のブースで足を止め、自転車

じました。

発電やクワガタを熱心にご視察されました（写真
1）。時間が経つに連れて来場者も増えていきまし
た。国立環境研究所のブースでは、他のブースの
ように景品に頼らなくても、自転車発電とクワガ
タが集客の威力を発揮していきました。6 日は出足
が遅かった分、終了時間を過ぎてもなかなか人が
途切れませんでした。
7 日は天気も回復し、時折夏のような日差しが
照りつけるなか、大勢の方にご来場いただきまし
た。環境リスク研究センターの五箇公一主席研究
員が外来の生物のイラストを立体的に表示するカ
ラフルな展示物を広げると、小さな子どもが思わ
ずその中に入って遊んでしまう姿も見られました。
主催者事務局によると、来場者数は 2 日間で、約
65,000 人（6 日：16,970 人、7 日：47,794 人）との

－ 18 －

写真 1

斉藤環境大臣自転車発電をご視察

地球環境研究センターニュース

Vol.20

No.4（2009年7月）

平成 21 年度エコスクール報告
in 落石岬地球環境モニタリングステーション
地球環境研究センター

炭素循環研究室長

向井 人史

根室市落石（おちいし）岬には日本ではここに

やってもらいました。これは、良い方法と、はじ

しか見られない “サカイツツジ” という背丈の低い、

め思いましたが、やってみると名前を覚えるとい

小さなかわいいつつじがあります。今年のエコス

うことの代わりにパネルを貼ることに作業を置き

クールは 6 月 10 日に行われ、ちょうど花の終わ

換えたために、頭を使うことを放棄した結果とな

りに間に合いました。この落石岬にある地球環境

り、教えたことにならないことがわかりました（次

モニタリングステーションは 1994 年に設置され、

回は、もっとうまくやりたいところです）。

2009 年で 15 年を迎えます。今回のエコスクールは

ステーションを訪れる小学生は毎年入れ替わる

そのような節目ということもあり、施設の公式写

ものの、エコスクールの内容は年々実験的に少し

真をとることと、環境教育の活動の記録として動

ずつ変化させています。これまで、パソコンで温

画の撮影などもそのミッションとなっており、そ

暖化や温室効果ガスの測定法の説明を加えたりし

のための担当者も同行しました。一方では、15 年

ていました。さらに二酸化炭素の測定実験をして、

を迎えたステーションは、施設も老朽化してきて

二酸化炭素の性質を勉強させたり、近年では自転

います。今回は、閉まりにくくなった入口ドアの

車発電実験装置を持ち込んで、家庭での電気エネ

修繕などを行いましたが、倉庫の屋根が腐食して

ルギーと二酸化炭素の関係を考えてもらったりし

かなり雨漏りがひどくなってきていることもわか

てきました。今回も二酸化炭素の測定実験を行い

りました。観測を長期に続ける上で、こういった

ましたが、加えて海水への二酸化炭素の吸収の様

施設の保守も大切な業務となっています。

子を BTB 試薬などで確認してもらいました。サン

エコスクールは 1997 年を初回とし、今年でもう

プル瓶に海水を入れて、これの上に呼気を吹き込

13 回目になります。主催は北海道根室支庁であり、

んで蓋をして振り混ぜます。呼気の二酸化炭素が

地元の方々との交流の場として近郊の小学 5, 6 年

海水に溶けて BTB の色が青から黄色に変化します。

生を対象に施設見学会などを行ってきました。今

これは、やってみるときれいに色が変わりますの

年は落石小学校 11 人がその対象者です。スクール

で、視覚的によくわかります。
今年は、温室効果ガス排出削減に関する政府の

は、落石小学校での１時間の講義から始まります。
地元の北海道地球温暖化防止活動推進員である千

中期目標も発表され、対策に対してもより大きな

葉精一さんが、DVD などを用いて温暖化の状況を

関心が寄せられる中で、昨年度ステーションに設

説明してくれました。その後、小学生たちはバス

置した 10kw の太陽光パネルを見てもらうのが大き

でゲートまで移動し、ステーションまでは岬を歩

な目玉でした。しかし当初は根室周辺は霧が多く、

いてやってきます。

うまく太陽光パネルが働くか心配でありました。

子どもたちはいつも思ったより早くやってきま

設置されたパネルは 56 枚、1 枚で定格約 180W の

すから、現場では準備でおおわらわなのです。施

発電をします。このうち 2 枚は予備のパネルとし

設では難しい観測機械の説明をするのですが、温

て系統電力にはつながっていないフリーのパネル

室効果ガスの名前でさえ難しいので、毎年どう説

になっています。この 1 枚にインバーターを接続

明しようかと迷うところです。今回は、11 名に 11

して、24V 直流から 100V 交流に変換して電球型蛍

種類の温室ガスなどの名前を書いたパネルを持た

光灯を点灯させてみました。昼間であれば霧が出

せて、対応する測定器に貼り付けるということを

ていたとしても十分明るく、パネルは発電してい
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ることが確認されました。実際に繋いでみて、灯

おかげもあり、小学生の皆さんもかなり打ち解け

りがともるとなんとなく不思議な感覚になります。

て電気の使用についての学習ができたと思います。
長期的な観測結果が二酸化炭素などの排出削減

外の明かりを部屋に持ち込んだ気分です。
このパネルは屋根に設置しておらず、地面に基

行動の大本であるという意味で、観測の重要性は

礎を打って鉄骨の枠組みに 45 度の角度に設置され

変わらず存在しています。地元の小学生や先生方

ています。雪が積もる分すこしだけ高くしてあり

にも自分たちの住む地域のすぐそばでそのような

ますが、表からは手で触れられる位置にあります

観測がなされているということを知っていただき、

し、裏からもよく見えます。まじかで見た子ども

より具体的な対策行動につなげてもらえることを

たちにもどんなものかよくわかってもらえたと思

期待しています。それに加えて、観測自身もエコ

います。54 枚のパネルは電灯線に接続されており、

にしていく活動を行っていこうと考えています。

発電量表示でしかその大きさはわかりませんが、
この時期の昼間 7kw 程度の発電をしていましたの

参加者：向井人史、尾高明彦、樽井義和、鈴木千那津、

で、昼間は相当量のステーションの電力を賄って
いることになります。平均して 10 〜 15% 程度の

吾妻洋、広兼克憲、村上功
写真：大東正巳

電力を賄おうと考えています。
この後、小学生の皆さんに根室の “太陽” となる
べく人力自転車発電に挑戦してもらいました。今
回根室支庁からお借りした自転車はシティバイク
であって、ちょっといつものいわゆる “ママチャリ”
よりギア比が重いことが難でありましたが、なん
とか小学生の力で、電球、ラジカセ、DVD、扇風
機などを動かすことができました。発電指導には、
企画部や環境情報センターからのベテラン部隊の

写真 1 二酸化炭素を測ってみましょうね。まずは息
を採取します。

写真 2 太陽電池のパネルは 56 枚。これで発電がで
きるなんて不思議。どうなってるんだろう？
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国立環境研究所で研究するフェロー：齊藤 誠
地球環境研究センター 衛星観測研究室

NIES ポスドクフェロー

2006 年 11 月から国

たりチベット高原での現地観測を通して、高山生

立環境研究所に在籍

態系と環境要因との関係について研究を行ってい

している齊藤誠と申

ました。そのため、遺伝マーカーを用いた生態系

し ま す。 博 士 課 程 で

構造や温暖化に対する高山植物の応答などを研究

は、 大 気 と 地 表 面 と

している方々に囲まれて日々を過ごすことになっ

の間における主に乱

たわけです。この突然の転機により、これまで自

流変動に伴う熱や水

分の視野にまったく入ってくることのなかった生

蒸気の輸送過程につ

態系についての研究に触れることになり、
「生態系」

いて研究をしていま

と一括りにしていたものが実は非常に複雑なシス

した。「乱流」「輸送過程」などの単語が並ぶと随

テムであることを知り、大きな刺激を受けました。

分と硬そうなイメージを思い浮かべるかもしれま

ここでの私の仕事は、「何故、チベット高原生態

せんが、実際には資材の運搬、観測タワーや観測

系の群落構造や物質循環は季節変動するんだろう

測器の設置、炎天下での観測作業、観測サイトで

ね？」という当時のボスからの素朴な質問に対し、

ある水田での田植えや収穫のお手伝いといった肉

気象要因に焦点を当てて生態系と環境要因の因果

体労働と、解析手法すら不明な状態の中で自分が

関係について考察するというものでした。わずか

知りたいと思う現象に一向に近づくことができず、

半年間の在籍でしたが、博士課程時の「普遍関数

日増しに高まる現実逃避願望との格闘（「心の旅」

こそすべて」的世界観に凝り固まったガチガチの

と称して何度か短期逃亡しています…）という精

思考回路も少しずつ柔らかくなり、「多様性、こん

神的重圧の毎日で、自分の中では研究よりもむし

にちは」へと変わり始めてきました。

ろ修行という認識でした。この博士課程を通して

そして 2007 年の春からは地球環境研究センター

指導教官から受け継いだ研究に対する考え方は今

の 温 室 効 果 ガ ス 観 測 技 術 衛 星（Greenhouse gases

の私の土台となっていますが、こうして振り返っ

Observing SATellite: GOSAT）プロジェクトで研究

てみると、ひたすら苦悩の連続だったなと思いま

をしています。衛星観測という言葉を聞いて私が

す。最近、酔っ払うと無意識のうちに「およげ！

最初に思い描いたのは「宇宙」です。思考回路の

たいやきくん」を口ずさんでしまうのも、きっと

スイッチも「そして宇宙へ」と切り替わり、宇宙

博士課程と関係しているんだろうと思います。こ

の神秘に心ときめかす純真な少年時代（自称）を

の悶々とした日々がそうさせたのか、はたまたも

思い出しながら GOSAT プロジェクトへ異動して

ともと視野が狭かったのか、当時の私の興味対象

きた私が担当することになった研究テーマは「モ

は大気変動にすべてが向いており、乱流ワッショ

デルによる全球陸域生態系炭素収支推定」。宇宙へ

イな状態であったため、水田を観測対象地としな

向けてのけ反るくらい上に向けた視線をもう一度

がらも植物は「乱流を引き起こす障害物」程度の

地表面へ向き直させるには少し時間が必要でした。

認識でした。

しかし、GOSAT プロジェクトの目的である温室効

そんな私ではありますが、博士課程の最後の半

果ガスの吸収・排出量の全球分布の高精度評価を

年間を国立環境研究所生物圏環境研究領域生理生

行う上で、陸域生態系の炭素収支量は非常に重要

態研究室でアシスタントフェローとして働く機会

な情報の一つであることや、これまで私が行って

をいただきました。在籍した研究室では長年にわ

きた観測に基づいた研究では不可能であった、よ
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り大きな時間・空間スケールの中で現象を議論す

送っています。2009 年 1 月、衛星打ち上げの実況

ることができるというモデル研究ならではの面白

生中継の上映会場で、「やっぱり宇宙とつながって

さを認識し、研究テーマに対しどのように自分の

るな〜」と興奮しながら大画面を見ていました。

味付けをして行こうか考えながら日々研究生活を

ホームページコンテンツ「地球温暖化観測資料」の新設
地球温暖化観測推進事務局／環境省・気象庁
地球環境研究センター 高度技能専門員
新明 雄

地球温暖化観測推進事務局／環境省・気象庁（以

4.「CO2 観測のあゆみ」: 1950 年代からの二酸化炭

下、事務局）の重要な仕事の一つとして地球温暖

素の観測の歴史を、関連する国内外の動きとと

化問題の啓発活動があります。事務局ではこの活

もに紹介。

動の一環として、市民の方々に対して地球温暖化

1 〜 3 については、科学的な内容はもちろんで

観測の最新情報を発信することを計画してきまし

すが、使いやすさ、更新頻度、視覚性なども考慮

た。市民の方々がインターネットを利用して必要

して選んだホームページを紹介しています。また、

な情報を簡単に見つけられる、いわゆる “ワンス

４は関係機関や研究者からの助言を受けながら作

トップサービス” を提供することを計画し、事務

成したオリジナルコンテンツです。

局ホームページに、関連情報が掲載されている各

事務局では今後も、地球温暖化観測に関連した

機関などのホームページにリンクする新コンテン

コンテンツを追加する予定です。皆様、是非、事

ツ「地球温暖化観測資料」を公開しました（

務局ホームページをクリックして見て下さい。

）（2009 年 3
月）。
図に示しましたように、新コンテンツは「地球
温暖化の基礎知識」
「グラフで見る地球温暖化」
「CO2
観測のあゆみ」「地球温暖化観測のデータベース」
の４つから構成されています。
1.「地球温暖化の基礎知識」： 地球温暖化を理解す
る上で役立つ基礎知識について解説するホーム
ページを紹介。
2.「グラフで見る地球温暖化」: グラフや画像など
を用いて地球環境の経年変化および現況を紹介
するホームページを紹介。
3.「地球温暖化観測のデータベース」: 国内および
海外機関の地球温暖化に関するデータベースを
紹介。

図
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地球環境研究センター (CGER) 活動報告 (2009 年 6 月 )
国立環境研究所主催・共催による会議・活動への参加
2009. 6. 6,13
国立環境研究所公開シンポジウム 2009「今そこにあるリスク − 環境リスクの真実を語
ろう −」（東京・京都）
6 月 6 日（土）メルパルクホール（東京）、6 月 13 日（土）シルクホール（京都）に
おいて、標記シンポジウムが開催された。地球環境研究センターからは、2009 年 1
月に打ち上げられた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき（GOSAT）」の初期観測状況
を紹介するポスター発表を行った。
所外活動（会議出席）等
2009. 6. 1 〜 12
気候変動枠組条約第 30 回補助機関会合
（SB30）
に参加
（野尻副センター長・花岡主任研究員・
尾田 NIES ポスドクフェロー・畠中高度技能専門員 / ドイツ） 詳細は、
本誌に掲載予定。
3
JAXA 環境月間イベント「地球温暖化は、本当に進んでいるのか？ CO2 が原因？」で講演
（江守室長 / つくば）
6〜7
エコライフ・フェア 2009 に出展（東京） 詳細は、本誌 18 ページを参照。
8 〜 10
気候変動政策に関するニューオーレスンシンポジウムで講演
（亀山主任研究員 /ノルウェー）
8 〜 12
NDACC IRWG およびTCCON Meetingに参加
（森野主任研究員・内野高度技能専門員/ドイツ）
9
第 30 回堺女性大学一般教養講座で講演（江守室長 / 堺）
10
平成 21 年度エコスクール・落石岬地球環境モニタリングステーション学習会（向井室長・
尾高課長補佐・樽井係長 / 北海道）
詳細は、本誌 19 ページを参照。
13
日本環境学会シンポジウム「地球温暖化防止〜危険な未来を迎えないために〜」で発表
（江守室長 / 京都）
14
環境パートナーシップくまもと市民会議平成 21 年度総会で基調講演（江守室長 / 熊本）
17
中央労働災害防止協会「安全健康快適フェア 2009」内セミナーで講演（江守室長 / 横浜）
17
ICLEI World Congress 2009 on Connecting Leaders: Local Governments for Sustainability で講演
（ダカール NIES フェロー / カナダ）
17 〜 19
国際エネルギーワークショップで発表（芦名 NIES ポスドクフェロー / イタリア）
18
ヨコハマ・エコ・スクール開校カウントダウンイベントで講演（江守室長 / 横浜）
20
なごや環境大学主催講座「環境スペシャリストに聞く！エコで美味しい暮らし方」で講演
（江守室長 / 名古屋）
21 〜 24
5th International Conference of the International Society for Industrial Ecology で発表（池上
NIES ポスドクフェロー / ポルトガル）
23
8th Scientific Steering Committee Meeting of the Global Carbon Project で講演（ダカール
NIES フェロー / 中国）
24 〜 26
第 4 回新エネルギー世界展示会に低炭素社会研究成果を出展（藤野主任研究員・芦名
NIES ポスドクフェロー・池上 NIES ポスドクフェロー・岩渕 NIES アシスタントフェロー /
千葉）
詳細は、本誌に掲載予定。
26 〜 27
持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（ISAP）および LCS-RNet シンポジ
ウムで講演（甲斐沼室長・藤野主任研究員／神奈川）
27
脱温暖化センターひろしま・生活協同組合ひろしま共催脱温暖化シンポジウムで講演
（江守室長 / 広島）
28
地球環境と大気汚染を考える全国市民会議シンポジウム「温暖化懐疑論を検証する」
で講演（江守室長 / 大阪）
30
5th Urban Research Symposium on Cities and Climate Change: Responding to an Urgent Agenda
で講演（ダカール NIES フェロー / フランス）
見学等
2009. 6.17
18

筑波大学環境科学実習（34 名）
早稲田大学アジア太平洋研究科学生（15 名）
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紫外分光放射計
有害紫外線モニタリングネットワークでは、A 領域（315 〜 400nm：1nm

観測現
場から

［ナノメートル］は 1m の 10 億分の 1）と B 領域（280 〜 315nm）の紫外線の
連続測定をしています。太陽光線の中から特殊なフィルターを使って紫外線
こ

だけを選択的に漉し分けて測定するやり方が特徴です（このような測定器を
et

UV n

帯域型紫外放射計と呼びます）
。この方式は構造が単純でメンテナンスが少
なくてすみますが、フィルターの微妙な違いが測定する紫外線量にわずかな
がら影響を及ぼします。わずかな影響といえども、長期間にわたって測定精

度を維持するためには無視することができません。この影響を評価するためにはフィルターを使わない紫
外放射計と比較をする必要があります。そこで活躍するのが、ここつくば局にある紫外分光放射計（MS701）です。測定原理は、太陽光線を回折格子で波長ごと（300nm 〜 400nm の範囲で波長分解能［半値幅］
3nm）に分離し、複数のフォトダイオードで記録するものです。ス
ペクトルの瞬時値（正確には 5 秒間の平均値）が得られるだけでな
く、A 領域・B 領域の紫外線量も同時に出力されます。ブリューワ
分光光度計（MK Ⅱ）ほど高精度ではありませんが、瞬間のスペク
トルが得られるのは大変魅力的です。ちなみに、ブリューワ分光光
度計ではスペクトル（290 〜 325nm）の測定に約 8 分かかります。
地上に到達する太陽光線は雲などの影響で時々刻々変化しますの
で、途中でスペクトルが変化してしまうと比較する時にズレが生じ
てしまいます。やはり帯域型紫外放射計の精度維持には MS-701 の

つくば局の紫外放射計。手前が MS701、左から順に B 領域紫外放射計、
A 領域紫外放射計、全天日射計。図
地球環境研究センター 大気・海洋モニタリング推進室 派遣職員
中のグラフはスペクトルの瞬時値
津田 憲次 （横軸：波長、縦軸：分光照度）。

ような紫外分光放射計が頼りになります。
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