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1. はじめに

　統合陸域生態－大気プロセス研究計画（Integrated 

Land Ecosystem-Atmosphere Processes Study: 

iLEAPS）は、地球システムの大気－陸域境界で起

きている諸過程の理解の促進を目的とした国際研

究計画であり、第 2期地球圏－生物圏国際協同研

究計画（International Geosphere-Biosphere Program: 

IGBP）の大気－陸域間を担うコアプロジェクトと

して 2004年に設立された。iLEAPSの大きな目的

は、大気－陸域間のエネルギーおよび物質の交換

やこれらの変動に関連する物理化学的、および生

物学的な諸過程について理解を深めることであり、

他の国際研究計画やプロジェクトとも連携しつつ

研究活動を行っている。第一回会議は 2006年にア

メリカで、第二回会議は 2009年にオーストラリア

で行われた。そして、第三回の国際会議が 2011年

9月18日から23日の日程でドイツのガルミッシュ・

パルテンキルヘンで行われた。筆者はこの会議に

初めて参加する機会を得たので、会議の内容や感

じたことを報告する。

2. 幅広い分野間の連携

　口頭発表では 15のセッションで計 67、ポス

ター発表では４つのテーマで 140もの発表が行わ

れた。これらの発表で扱われた分野は非常に幅広

く、大気中の熱エネルギーや水循環といった一般

的な気象学におけるものから、温室効果ガス（CO2, 

CH4, N2O）、窒素酸化物（NOx）、オゾン、植物か

らの揮発性有機化合物（Biogenic Volatile Organic 

Compounds: BVOC）、エアロゾルなどの数多くの物

質を対象としていた。また、研究対象とする空間

的広がりもさまざまで、実験室における植物体の

反応や土壌中での物質の流れから、森林や農地と

いった特定の生態系、ヨーロッパ全域やアメリカ

全土、熱帯域や半乾燥地域などの広範囲の地域を

対象に、どのようなメカニズムで大気と陸域間を

物質が動いているかについての研究成果が発表さ

れた。

　当然のことながら、追う物質や対象となる空間

的範囲が異なれば、物質を測定する手法や解析手

法も多種多様となり、衛星リモートセンシングや

航空機、気球やタワーフラックスによる観測、シ

ミュレーションモデルの紹介や数種類のモデルに

よる結果を比較した報告などがあった。また、「炭

素循環と窒素循環」「オゾンと植物からの揮発性有

機化合物」「オゾンと窒素循環」など、複数の物質

の関係についても深く議論されていた。例えば、

成層圏のオゾンは地球に降り注ぐ紫外線量を緩和

するために重要であるが、地上のオゾンは植物の

葉を変色させるなどの有害な影響を与え、その結

果、植物の防御反応として BVOCが生成される例

が報告されていた。大気中における BVOCの分解

過程で生成される化合物は、エアロゾルの生成に

大きな役割をもつと言われている。このように大

気中の物質は、その発生や分解により他の物質量

に影響する可能性もある。筆者は森林生態系の炭

素循環を主に扱っているが、「木を見て森を見ず」

とならないよう、他の物質との関わりについても

iLEAPS（統合陸域生態-大気プロセス研究計画）:
第三回会議報告

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　特別研究員　　安立 美奈子

写真 1　ポスターセッションの風景（中央は発表中の筆

者）
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意識していかなければならないと、改めて考える

良い機会となった。

　このような広範な学問分野の連携には、まずお

互いの基礎知識を理解し合うことが大きな一歩で

ある。特に口頭発表では他の分野の人にも理解で

きるように一般的な知識についても意識して述べ

られており、筆者にとって馴染みのなかった物質

についても理解しやすい内容であった。また、重

要な環境問題の一つである、今後の気候変化に対

する生態系応答の予測や、人為的な土地利用形態

の変化が物質循環に及ぼす影響などについて議論

された。例えば、前出の 3つの温室効果ガスを考

えても、それぞれの発生メカニズムが異なるため、

生態系や土地利用形態によって着目するガスの種

類も異なってくる。地球環境問題に対する解決策

を見いだすためにも、各分野または各国における

研究組織の連携やデータベース構築の重要性が強

調されていた。

　筆者はポスターセッションに参加して、東南ア

ジアの 2つの熱帯林において、土壌の物理的特性

の違いが土壌水分や土壌炭素動態にどのように影

響するのかについて、モデルを使ってシミュレー

ションした結果を報告し、他のモデルを扱ってい

る人からアドバイスを頂くことができた。ポスター

会場はやや狭かったが、多くの人が熱心に楽しそ

うに議論している姿が印象的だった。

3. 若手の育成

　iLEAPSでは若手育成にも力を入れているよう

で、過去にはサマースクールや測定手法などをト

レーニングするコースなどが開催されていた。こ

の会議の前にも、2日間に亘って大学院生や博士号

を取得して間もない若手研究者を対象としたワー

クショップが開催されたので筆者も参加した。こ

のワークショップでは、学際的な研究をするため

には何が必要か、他分野の研究者と連携して研究

を行うためにはどんな点に注意すべきか、また研

究を効率良く行うための時間配分をどうすべきか

など、これから研究を行う上で考えていかねばな

らないことなどが主なテーマとなっていた。ベテ

ラン研究者やプロの人材教育指導者による講演が

あり、その後、参加者が 10人ほどのグループに分

かれて議論する時間が設けられた。研究の内容で

はなく、研究に取り組んでいく姿勢についての教

育は日本ではほとんど行われていないように思っ

た。ワークショップの内容自体は、筆者がこれま

で議論・考察をしてきた内容であったので、もう

若手ではないのだなと実感したのだが、このよう

な教育・哲学を大学院にいるうちに受けられれば

と思った。また、iLEAPS会議の最後には、功労

者に対してプレゼントの贈呈が行われ、ほとんど

の功労者にはドイツらしい 1リットルのビール

ジョッキがプレゼントされていたが、最優秀ポス

ター賞の受賞者には英国科学誌「Nature」の 1年分

の購読権が贈られた。会議で発表された内容にも

多くの刺激を受けたが、このように若手研究者を

鼓舞して育てていくことの意識の高さに対しても

考えさせられた会議でもあった。

写真 2　若手研究者ワークショップにおける参加者の議

論風景
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1 はじめに

　表題のシンポジウムは、平成 23年 10月 14日、

東京大学の安田講堂において、環境省環境研究総

合推進費戦略的研究プロジェクト S-5「地球温暖化

に係る政策支援と普及啓発のための気候変動シナ

リオに関する総合的研究」（以下、S-5プロジェク

ト）の主催、環境省、国立環境研究所、東京大学

サステイナビリティ学連携研究機構の共催により

開催された。S-5プロジェクトが平成 23年度末で

5年間の研究の終了を迎えるにあたり、社会に対し

て成果を発表する機会であった。対象は一般市民

であり、400人を超える参加者を得た。

　S-5プロジェクトは地球温暖化予測研究の結果を

「翻訳」することを目的としている。すなわち、ちょ

うど数値予報の計算結果を社会のニーズに合わせ

て解釈する（「翻訳」する）ことによって日々の天

気予報が得られるのと同じように、温暖化予測の

場合も計算結果を社会において役立てるために社

会のニーズとつなぐための「翻訳」に相当する研

究活動を行う必要があるという問題意識に立って

いる。シンポジウムのタイトルにあるように「実感」

というキーワードを掲げているが、これには単に

温暖化の帰結を人々がわかりやすく理解するとい

うことに留まらず、予測結果の不確実性を含めた

適切な理解を社会が意思決定に役立てるという意

味合いを込めている（S-5プロジェクトの概要につ

いては、地球環境研究センターニュース 2007年 6

月号を参照のこと）。

　シンポジウムはプロジェクトリーダーである東

京大学の住明正教授による開会挨拶・趣旨説明に

始まり、第一部として 6件の講演と第二部として

パネルディスカッションが行われた。

2. 第一部　講演

　第一部では、S-5プロジェクトの各テーマリー

ダーを中心とした 6人が、研究成果に基づく講演

を行った。最初に、国立環境研究所の山形与志樹

主席研究員が、予測の前提となる土地利用シナリ

オ、特に地球規模の IPCC新シナリオおよび日本域

の都市シナリオの開発について講演した。続いて、

筆者（江守）が、予測の不確実性に関して、繰り

返し検証できない問題における予測の性能をどう

「測る」かについて基本的な考え方を説明し、S-5

プロジェクトでの到達点を紹介した。次に、東京

大学の高薮縁教授が、日本の気候に影響を与える

さまざまな気象・海洋現象について、複数の気候

モデルの予測結果を基に何がいえるかについて講

演した。この内容については、S-5テーマ 2の研究

成果のまとめとして、一般向けリーフレットが作

成されており、以下よりダウンロードしてご覧頂

ける。

　http://www.ccsr.u-tokyo.ac.jp/jhtml/jbook/atsui.html

　その次は、気象研究所の高薮出室長が、地域規

模の詳細な予測情報を導出する「ダウンスケーリ

ング」の成果について講演した。特に、山形主席

研究員のテーマで開発した都市の土地利用変化シ

ナリオとの連携による、都市の気候予測が紹介さ

れた。

　休憩を挟んで、国立環境研究所の高橋潔主任研

究員が、水資源、海洋、氷床、食料、生態系といっ

た各分野について、気候予測の不確実性を考慮し

た温暖化影響評価研究の成果について講演した。

環境省環境研究総合推進費戦略的研究プロジェクトS-5
「地球温暖化に係る政策支援と普及啓発のための
気候変動シナリオに関する総合的研究」一般公開シンポジウム
「実感！地球温暖化　～温暖化予測の『翻訳」研究は
何を明らかにしたか～」実施報告

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　気候変動リスク評価研究室長　　江守 正多

http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol18/vol18-3.pdf
http://www.ccsr.u-tokyo.ac.jp/jhtml/jbook/atsui.html
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最後に、神奈川大学の松本安生教授が、温暖化予

測を一般市民に伝える上での課題について、環境

教育、演劇ワークショップ、マスメディア、企業

といったさまざまなチャンネルを通じた取り組み

に基づき講演した。

　これらの講演のスライドは、以下よりご覧頂け

る。

http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/gaiyou/

gaiyou_6/sympo_report.html

3. 第二部　パネルディスカッション

　第二部では、第一部までの講演者に加えて、市

民からの視点を代表して頂くために朝日新聞の瀬

川茂子記者にご登壇頂き、パネルディスカッショ

ンを行った。瀬川記者からは、聴衆が第一部の内

容について理解を深める上で重要な質問（そもそ

も気候モデルの結果はなぜばらつくのか、など）

をいくつか投げかけて頂いた後、科学研究プロジェ

クトと社会のニーズについての問題提起を頂いた。

瀬川記者は、震災後に地震研究を精力的に取材さ

れ、国の研究プロジェクトは社会のニーズとも研

究者の興味とも少しずつずれているのではないか

という疑念をおもちとのことであった。温暖化に

関して社会のニーズは対策をどうするかという部

分が圧倒的に大きいと思われる。その上で、S-5プ

ロジェクトとしては、予測の観点から出発して、

温暖化の予測結果が不確実性も含めて誤解無く社

会に理解され、意思決定に用いられることが、対

策を支援する上でも重要であるという点にニーズ

を見出しているといえるだろう。その後、短い時

間ではあったが会場とのやりとりを行い、パネル

ディスカッションを終了した。

4. おわりに

　東日本大震災以降、温暖化問題への市民の関心

は遠のいていると想像していたが、予想以上に多

くの参加者を得ることができ、温暖化に一定の関

心をもち続けている層の存在を感じた。S-5プロ

ジェクトは今年度で終了するが、今回瀬川記者他

と議論することができた社会のニーズについての

考え方などを、プロジェクトの最終とりまとめと、

平成 24年度以降の研究活動に活かしていきたい。

http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/gaiyou/gaiyou_6/sympo_report.html
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多岐にわたる GCPの使命

三枝：ダカールさんは、国立環境研究所地球環境

研究センター内に設置されたグローバルカーボンプ

ロジェクト（GCP 、注１）つくば国際オフィスの事

務局長として、2006年から勤務されています。まず、

GCPについて簡単に説明していただけますか。

ダカール：GCPは地球システム科学パートナーシッ

プ（ESSP）により実施されている国際的な科学プ

ログラムで、国際科学会議（ICSU）と国際社会科

学協議会（ISSC）の枠組みのもとで活動していま

す。GCPの研究テーマは炭素循環と炭素管理です。

GCPは炭素循環と炭素管理に関する自然科学や社

会科学の分野の研究コミュニティの協力を得て、

統合された共通の知識基盤を確立し、研究計画を

作成し、高いレベルの革新的な研究を進めます。

また、GCPは炭素循環に関する研究を国際的にコー

ディネートする役割をもち、科学的知見や人的能

ICSUおよび ISSCのもとで活動する国際的な科学プログラム
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力が不足している地域に研究コミュニティを立ち

上げるなどの、キャパシティ・ビルディングの支

援も行っています。さらに、炭素管理に関する科

学と政策担当者との連携を強化することも GCPの

重要な使命です。

三枝：GCPの活動は非常に広い範囲に及んでいま

すね。ところで特定の研究テーマを選んでそれを

深く掘り下げる従来型の研究と、幅広い分野の知

見を集めて統合することから始める GCPのような

知識融合型の研究との違いは何でしょうか。

ダカール：それは非常に重要なポイントです。研

究は長い時間をかけて一つの学問分野を極めてい

くことが多いのですが、社会に、より関連のある

研究を行おうとすると、特定の分野の研究を掘り

下げても答えを得ることができず、どうしてもさ

まざまな分野の知識が必要となることがあります。

そのような場合、誰かが異なるコミュニティや異

なる分野の研究者と連携をとって知見を統合しな

ければなりません。そうやって統合された知識の

なかから、従来型の研究では得られない新しい知

見が生まれます。

人間的側面と社会科学的分野に力を入れるつくば

国際オフィス

三枝：GCPの国際プロジェクトオフィスは世界に

どれくらいあるのでしょうか。

ダカール：つくばのほかに、オーストラリア連邦

科学産業研究機構（CSIRO）にキャンベラ国際オ

フィスがあり、二つの国際オフィスは非常に密接

に連携しています。国際プロジェクトオフィスは

日本とオーストラリアの二つですが、中国と韓国

には GCPの関連オフィスがあります。つくば国際

オフィスは特に人間的側面と社会科学的分野に力

を入れています。

三枝：GCPつくば国際オフィスの重要な成果とし

て、どんなことが挙げられますか。

ダカール：重要な活動が二つあります。第一に都

市と地域の炭素管理（Urban and Regional Carbon 

Management: URCM　http://www.gcp-urcm.org/） イ

ニシアティブを立ち上げたこと、第二に、全球の

炭素収支評価です。私たちは科学者のネットワー

クやコミュニケーションを創り出し、知識の統合

化を行いました。最も重要なのは、IPCC、全球

エネルギー評価（Global Energy Assessment: GEA  

http://www.globalenergyassessment.org）、 地 域 炭 素

収 支 評 価（Regional Carbon Cycle Assessment and 

Processes: RECCAP　http://www.globalcarbonproject.

org/reccap/）のような重要な国際的アセスメントに

深く携わったことです。特に RECCAPは地球全体

の炭素収支が現在どこでどうなっているかについ

て最新の知見をとりまとめるために GCPが立ち上

げた活動です。また、GEAでは、私たちは都市の

章のとりまとめに重要な役割を果たしました。

専門分野を活かしてコーディネート

三枝：多くの研究者は、専門教育を受ける過程で

一つの学問を深く学びます。ダカールさんも日本

の大学院で学位を取得しましたが、現在は GCPつ

くば国際オフィスの事務局長として幅広い学問分

野を融合するお仕事をしています。私から見ると、

一つの専門分野を深く修得させようとする日本の

大学院のシステムと、ダカールさんの現在のお仕

事の間にギャップがあるように見えるのですが、

現在のお仕事をするようになったきっかけを教え

てもらえますか。

ダカール：私は東京大学で都市工学の学位を取得

し、（財）地球環境戦略研究機関で気候政策プロ

ジェクトや都市環境管理プロジェクトに携わりま

した。融合型の研究については以前からずっと興

味をもっていました。幸いなことに、GCPの活動

を行うなかで、同時に自分が興味をもつ研究を進

める機会もあるのです。GCPは私がつくば国際オ

フィスの事務局長に就任する以前に設立されてい

て、都市の炭素管理に関する分野に取り組もうと

していました。それは私が長く学んできた専門分

野です。ですから、私が事務局長として炭素循環

や炭素管理に関する幅広いテーマの研究計画を策

定しているときに、都市における炭素管理の研究

計画のなかで、私自身の専門分野である都市のエ

ネルギーや都市における炭素管理の研究も進める

ことができるのです。個人的な見解ですが、GCP

の事業が成功している理由の一つは、事務局長が

自分の専門分野の研究を進めながら、事務局長と

して行うべき包括的な研究計画の策定を行ってい

http://www.gcp-urcm.org/
http://www.globalcarbonproject.org/reccap/
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ることだと思っています。

GCP と国環研との共同研究がもたらす相乗効果

三枝：GCP つくば国際オフィスが国立環境研究所

（以下、国環研）にある意義はどのようなところに

あるとお考えですか。

ダカール：国環研のように炭素循環と炭素管理の

幅広い分野の研究者のいる組織のなかで仕事をす

ることは、GCPにとって、とても意味のあること

です。国環研の研究者から学問的な支援を得られ

ますし、同時に GCPは、国環研をはじめ国内の研

究者が国際的な科学コミュニティで活動する機会

を提供することができます。GCPは日本の研究コ

ミュニティと国際的なコミュニティとの架け橋と

なるのです。これは相乗効果を生みます。たとえ

ば、観測やモデル開発に従事する国環研の研究者

が GCPの全球的なプログラムに参加すれば、彼ら

にとっても研究プログラムにとっても非常にいい

ことです。つまり、GCPと国環研は理想的なカッ

プルなのです。

三枝：おっしゃるとおりですが、正直に言います

と私から見て両者の間にはまだコミュニケーショ

ンが不足していると感じています。国環研をはじ

めとする国内の研究者らと GCPがもっとコミュニ

ケーションをとって互いを理解し協力するために

は何が必要だと思いますか。

ダカール：私の個人的な意見ですが、優秀な研究

者に共同研究に参加していただくには二つのもの

が必要です。一つは資金です。十分な資金があれ

ば特定の研究テーマについて共同研究を始めるこ

とができます。もう一つは魅力的な研究計画を作

ることです。研究計画が非常に魅力的であれば、

たとえ資金がなくても研究者が参加するモチベー

ションになります。GCPが事業を始めるときいつ

も十分な資金があるわけではないので、いろいろ

な人との交流を通して面白いアイデアを考え、ま

ずそのアイデアに賛同する少人数の研究グループ

を作ります。それがうまく運んだら活動を開始し、

研究に資金提供をしてくれるところを探します。

異分野の人たちがコミュニケーションをとり、お

互いの活動に参加することが重要です。自分の専

門分野にこだわらずに、新しい分野を開拓しよう

とする研究者の意欲も大切です。

三枝：そうした異分野コミュニケーションによっ

てもたらされた最近の成功事例を紹介していただ

けますか。

ダカール：URCMについては、山形与志樹さん（GCP

科学推進委員、地球環境研究センター主席研究員）

や甲斐沼美紀子さん（社会環境システム研究セン

ターフェロー）や一ノ瀬俊明さん（社会環境シス

テム研究センター環境計画研究室主任研究員）ら

と連携し、広島大学、名古屋大学などとも協力

し、東京大学のサステイナビリティ学連携研究機

構（IR3S）とは共同でイベントを開催しています。

RECCAPについては、伊藤昭彦さん（地球環境研

究センター物質循環モデリング・解析研究室主任

研究員）が活発に協力してくれていますが、もっ

と日本の研究者に参加してもらおうとしていると

ころです。国際的な研究プログラムはオープンで、

議論も活発で、より総合的な知識を創造しようと

いう気運があります。日本人の研究者は、あまり

積極的に議論に参加しない傾向がありますから、

もっと国際的なプログラムに参加してほしいと思

います。そういう架け橋にもなりたいので、私は

GCPの科学運営委員会の委員の募集やさまざまな

研究プログラムの情報を国環研の研究者に送って

います。自分の専門分野に合う国際的なプログラ

ムがあることを知ってほしいのです。

URCM と RECCAP がもたらす可能性

三枝：URCMと RECCAPについて少し詳しく説明

していただけますか。いつ頃から行われ、成果と

してはどんなものが挙げられますか。

ダカール：URCMは 5年前に始まったもので、こ

れまでに国際学術誌に三つの特集号を発表しまし

た。都市のエネルギーと炭素モデリングフォーラ

ムを立ち上げ、この分野の研究者を集めてモデル

と分析に関するプレゼンテーションや議論を行い

ました。名古屋大学、アジア工科大学院（AIT）、

国際応用システム分析研究所（IIASA）、ポツダム

気候影響研究所、オランダ・エネルギー研究財団、

地球環境変化の人間的側面に関する国際研究計画

（IHDP）などと一連の会議を共催しました。東京

大学の IR3Sとも会議を開催するなど、さまざま国
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際的アセスメントの支援を行っています。

　こうした活動の中で、GCPの活動に直接的・間

接的に関係するものをあわせて 40以上の論文が発

表されています。炭素収支のイニシアティブにつ

いては国環研からも記者発表し（http://www.nies.

go.jp/whatsnew/2011/20111205/20111205.html）、 日

本でもさまざまなメディアで取り上げられました。

しかしこれで十分とは決して思っていません。

　RECCAPについては、炭素循環や炭素管理に関

する知識や情報が不足していると思われる南アジ

ア・東南アジアをこれから総合的に取り扱っていき

ます。南アジア・東南アジアの情報不足を埋める上

で、国環研をはじめ日本の研究者は重要な役割を果

たすことができるでしょ

う。日本には南アジア・

東南アジアに関する幅広

い専門分野の研究者が数

多くいますから、GCPは

これらの研究者を通して

アジアと強いつながりを

もつことができます。

三枝：南アジア・東南ア

ジアには観測データにお

いても知識においても大きな空白域があります。

こうしたギャップを埋めるために、私たちは何が

できるでしょうか。

ダカール：南アジア・東南アジアに関する研究を

さらに進め、研究者のネットワークを構築し、協

力してこの地域での技術的・人的能力の開発を行

うことです。その一環として、つい先日、GCP は

アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）

や海洋研究開発機構（JAMSTEC）などとインドで

ワークショップを共催しました。私は、まず、こ

の地域における統合された知識を得るために必要

となる情報は何かということを示さなければなら

ないと思います。RECCAPの評価によりいくつか

アイデアはあります。また、RECCAPから得られ

た知見に基づき、この地域特有のギャップは何か

を評価し、情報の基盤を整備しなければなりませ

ん。そうすれば、いろいろな地域においてどうやっ

て研究ネットワークを構築するかを検討すること

ができます。こうした地域においては、計画を立

案し思考しながら進めていくことが要求されてい

ます。

すぐに取り組むべき緊急性の高いテーマは？

三枝：課題はたくさんあります。緊急性の高いテー

マは何ですか。

ダカール：2001年に設立され 10年が経過した

GCPは 2011年から第 2期が始まり、今後 10年

間でたいへん重要となる活動があります。雑誌

「Current Opinion on Environmental Sustainability」の

なかで、炭素循環の研究における将来の方向性を

示しました。これは今後 GCPが取り組む研究課題

のガイドラインです。途上国の森林減少・劣化に

由来する温室効果ガス排

出の削減（REDD＋）や

土壌・土地に関する炭素

管理、負の排出（negative 

emission）、地球システム

のさまざまな要因と炭素

との関係、全球的な炭素

観測システムなどは緊急

性の高いテーマです。い

まから GCPの事業のいく

つかを国環研や日本の科学コミュニティと共同で

進められれば、成果が得られるはずです。

専門分野を越えた研究に挑戦してほしい

三枝：このニュースレターは若い研究者や学生、

地球環境問題に関心のある一般の人たちに読まれ

ています。最後に読者にひとこと、メッセージを

お願いします。

ダカール：GCPはとてもオープンな組織でいろ

いろな機関と共同研究を行っています。一緒に研

究を進めたいという人ならどなたでも歓迎しま

す。予算的に恵まれているとは言えませんが、興

味深い研究計画や科学的なネットワークがありま

す。GCPの強みは、研究者のコミュニティをまと

め、研究計画を作成し、研究を促進できることで

す。また、GCPは、適用・応用を目指した活動も

進めたいので、政策決定者や社会に直接貢献でき

る研究を行っていきたいと思います。GCPの事業

はさまざまな学問分野を統合して行っていますか

http://www.nies.go.jp/whatsnew/2011/20111205/20111205.html
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ら、自分の専門分野を越えた研究に挑戦する勇気

のある人を求めています。協力していただけるあ

らゆる機会、共同研究のあらゆる可能性、どんな

提案も大歓迎です。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）グローバルカーボンプロジェクト（Global 

Carbon Project　 http://www.cger.nies.go.jp/gcp/） は、

地球システム科学パートナーシップ（ESSP）によ

り実施されている国際的な科学プログラム。2001

年設立。2004年につくば国際オフィスが国立環境

研究所地球環境研究センター内に設置された。

＊このインタビューは 2011年 10月 5日に行われました。英語版は最後のページに掲載しています。「温
暖化研究のフロントライン　インタビュー」は地球環境研究センターウェブサイト（http://www.cger.nies.
go.jp/cgernews/interview/）にまとめて掲載しています。

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ました。ご希望の方は、送付先、送付方法を記入
し、E-mail、FAX、または郵便にて【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。
出版物の PDF ファイルはウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/supporting/publications/report/
index.html）からダウンロードすることもできます。

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 -2011年4月-                 (CGER-I101-2011)

　気候変動枠組条約および京都議定書に従い、本報告書では、日本におけ
る温室効果ガスインベントリの作成体制、各排出源および吸収源による温
室効果ガスの排出量や吸収量の推計手法、温室効果ガス（二酸化炭素［CO2］、
メタン［CH4］、一酸化二窒素［N2O］、ハイドロフルオロカーボン類［HFCs］、
パーフルオロカーボン類［PFCs］、六ふっ化硫黄［SF6］）の 1990～ 2009年
の排出および吸収状況を整理しました。なお、英語版（National Greenhouse 
Gas Inventory Report of JAPAN -April, 2011- ［CGER-I100-2011］）も同時に発
行しています。

【送付方法】
　1.前払い（切手を先にお送り下さい）
　　○ I100出版物 1冊のみ：450円分の切手、I101出版物 1冊のみ：450円分の切手をお送り下さい。
　　○ 2冊以上：下記【申込先】まで郵送料をお問い合わせ下さい。
　2.着払い（受け取り時に送料をお支払い下さい）
　　○ゆうメール（旧冊子小包）：郵送料の他に手数料として 20円かかります。
　　○宅配便：電話番号を明記してお申し込み下さい。

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

http://www.cger.nies.go.jp/gcp/
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/interview/
http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/supporting/publications/report/index.html
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環境保護に関するガス標準ワークショップの参加報告

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　大気・海洋モニタリング推進室　高度技能専門員　　勝又 啓一

　アジア太平洋計量計画 /物質量技術委員会

（Asia Pacific Metrology Programme: APMP/Technical 

Committee for Amount of Substance: TCQM）Gas 

Analysis Working Groupが主催するガス標準ワーク

ショップが 2011年 10月 11日～ 12日にシンガポー

ル国立計量センター（National Metrology Center: 

NMC）で開催された。この会議は 2003年にアジア

太平洋に属する計量研究機関のガス標準研究部門

相互間の技術交流を目的に開始され、今回で 9回

目になる。一言でガス標準といっても濃度のわかっ

ている標準ガスの他、高純度ガスや不安定な成分

の標準ガスを動的に生成する方法など多種多様で、

それぞれに製造方法も異なり技術的な課題も存在

している。この会議には計量研究機関の他、ガス

メーカー、分析機器メーカー、観測研究機関など

から研究者・技術者が約 50名参加した。講演は計

量研究機関でのガス標準部門立ち上げ、標準ガス

や純ガス製造手法、標準ガス保存手法、標準ガス

を使用した研究などについて、26件あった。これ

までのワークショップではガス標準全般について

討論されてきたが、今回初めて「環境保護」が主

題として取り上げられ、主題に関連するガス標準

やそれを利用した観測についても議論された。大

気中温室効果ガスの観測には標準ガスが不可欠で

ある。国立環境研究所地球環境研究センター（NIES/

CGER）では 1990年代から開発を行っており、情

報交換を目的として出席した。まず、全般的なガ

ス標準に関する発表について報告する。

　アジア太平洋地区の計量研究機関の中には古く

からガス標準部門をもつ機関がある一方、近年よ

うやくガス標準部門が発足した国もある。主催者

である NMCは 2008年にガス標準部門が発足し、

実験室は 2011年、韓国標準科学研究院（Korea 

Research Institute for Standard and Science: KRISS）

の技術的支援を受けて立ち上げられた。質量比混

合法と呼ばれる高精度天秤を使用して標準ガスを

充填するための設備や、充填した標準ガスを分

析するための 5台のガスクロマトグラフ、2台の

キャビティーリングダウン分光分析装置などを導

入されたことが Kim氏より報告された。会議後に

NMCの実験室を見学する機会があったが、実験

室の装置は全て最新のものあった。タイ国家計量

標準機関（National Institute of Metrology, Thailand: 

NIMT）では数年前に日本の計量標準総合センター

（National Metrology Institute of Japan: NMIJ）の支援

を受けて整備した設備を利用したこれまでの活動

と、これからの計画が報告された。NIMTのガス

写真 1　会場のシンガポール国立計量センター 写真 2　会議開始前の会場でのディスカッション



－ 12 －

地球環境研究センターニュース　Vol.22　No.9（2011年12月）

－ 13 －

標準部門には 2名の職員しか在籍していないとの

ことであったが、短期間で相当な成果を上げてお

り、KRISSの Kim氏より今後も支援をしていくこ

とが表明された。

　標準ガスの製造方法に関しては、従来から行わ

れている質量比混合法や、不安定な化学種の標準

ガスを動的に調製する方法などについて報告され

た。質量比混合法は真空排気した容器（ボンベ）

の質量、成分ガスを充填したときの質量、希釈ガ

スを充填したときの質量をそれぞれ秤量し、標準

ガスの濃度を決める方法である。「重さ」から標準

ガス濃度を決定する一次標準の調整法として古く

から広く行われているが、現在においてもまだ開

発要素が多くある方法である。中国計量科学研究

院からは高圧ガス容器の塗装や表面加工などの外

装が質量比混合法で標準ガスを調製するときに与

える影響についての報告があった。特に湿度の高

いアジアでは高圧ガス容器表面への空気中の水分

の吸脱着の影響は大きく、塗装に使用した塗料に

よっては秤量（すなわち濃度）に大きな誤差を生

むことが紹介された。メトラートレド社からは質量

比混合法で秤量に使用するための天秤や、秤量時

の浮力を補正するために高圧ガス容器の体積を高

精度に測定する装置などが紹介された。NMIJから

は不安定な成分の標準ガスを動的に発生する方法

としてパーミエーション（拡散）チューブを使用

した標準ガス発生装置の開発について報告された。

　標準ガスを高精度に調製することが重要である

ことは言うまでもないが、高精度に調製された標

準ガスをそのまま維持することも同様に重要であ

る。高圧ガス容器に高い圧力で充填されると、成

分によっては分解し濃度が変化することがある。

これを防ぐための内面処理技術についてエアリ

キードラボラトリー社から特別な内面処理を施し

た高圧ガス容器に標準ガスを充填し、数年間にわ

たり成分濃度の安定性を調査した結果が報告され

た。これまでのガス標準の研究開発は調製法に重

点が置かれていたが、保存に関する研究も進んで

きている。

　主題となっている環境保護に関するガス標準の

報告に共通していたのは、どの国でも排出規制が

厳しくなり公害問題はほぼ解決しており、これか

らは温室効果ガス観測が重要である、ということ

であった。計量研究機関は経済を主管する省庁に

属することが多く、計量や標準物質は取引を公正

に行うための手段として利用されることが多い。

それに対してこれまでの温室効果ガス観測は地球

温暖化や炭素循環など科学研究の手段として行わ

れていることが多く、経済とはあまり関係のない

　日本ではスーパークールビズとして、軽装で仕事をすることが多かったこの夏ですが、シンガポールでの会議

にどのような格好で出席するか、悩みながらの出発でした。会議の前日にシンガポール空港に到着し、地下鉄の

中でサラリーマン風の方の服装を観察したところ、この国のサラリーマンはノーネクタイの長袖シャツとスラッ

クスの姿で仕事をしているようだ、という結論に達しました。翌日そのような

服装で会場に向かうと、同じような服装の出席者が多くいましたが、中にはフ

リースを着ている参加者もいます。シンガポールではクーラーで部屋を冷やし

て（涼しくではなく冷やして）、客をもてなす習慣があるとのことです。上着

無しでは耐えられないぐらいの寒さのなか、1日を過ごすことになりました。

フリースを持ってきた参加者は正解だったようです。私も翌日は上着とネクタ

イを忘れずに会議に出席しました。久しぶりに室内と屋外の温度差を感じる出

張でした。研究所の廊下やロビーはそれほど冷やされておらず、「電灯を消し

ましょう」という張り紙もあり、普段はエコに配慮されているようです。

暑い国の寒い部屋

会場の中庭。きれいに整備され

ており、風が通る空間でした。
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ものであった。しかし、東南アジア諸国の間では

森林等による温室効果ガスの吸収は排出量取引で

収入をもたらすものとなり、取引できる吸収量の

根拠となる温室効果ガス観測の重要性が増してき

た。これに関してはシンガポールMIT連合研究・

技術センター（Singapore-MIT Alliance for Research 

and Technology Centre: SMART）やマレーシア国家

計量標準機関（National Metrology Laboratory, SIRIM 

Berha）から観測の立ち上げやその準備に関する報

告がされた。また、KRISSからは近年急速に普及

してきた温室効果ガス観測法であるキャビティー

リングダウン分光法の特性、Agilent Technologies社

からはガスクロマトグラフを使用した温室効果ガ

ス分析法の開発に関する発表があり、新たな分析

技術やその問題点についての知見を共有した。半

導体製造等に使用されている京都議定書で規定さ

れていない温室効果ガスの観測の重要性について

も議論された。

　筆者は NIES/CGERで行われている温室効果ガ

ス観測やそれに使用している標準ガスについて発

表を行った。NIES/CGERが行っている観測ネット

ワークやデータ、観測方法、標準ガスに関する技

術に対して多岐にわたる質問を受け、温室効果ガ

ス観測が科学研究以外の側面も持ち始めたことを

実感した。

平成 24 年度国立環境研究所スーパーコンピュータシステム利用研究の募集について

　国立環境研究所スーパーコンピュータシステムは、地球環境研究をはじめとする各分野の環境研究

推進を支援するため、当研究所職員と共同研究を行う所外の方も利用できます。環境研究として重要

性が高いすぐれた研究課題であり、国立環境研究所として支援することに意義があると認められるも

のについて、利用を承認します。

　利用申請手続きの詳細は地球環境研究センターのウェブサイト（http://www.nies.go.jp/whatsnew/2011/
cger-supercom/cger-supercom.html）に掲載しています。申請期限は平成 23年 12月 26日（月）必着です。

【問い合わせ先】地球環境研究センター　研究支援係

スーパーコンピュータ事務局

〒 305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2
Tel. 029-850-2409　Fax. 029-858-2645　Email: cgersc@nies.go.jp

http://www.nies.go.jp/whatsnew/2011/cger-supercom/cger-supercom.html
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　積雪、寒冷、強風といった極めて厳しい条件に

存在する高山帯の生態系は、地球温暖化に対して

最も影響を受けやすい生態系の一つとして指摘さ

れています。世界各地の高山帯において、動植物

の分布域がより高い標高域に上昇しているといっ

た報告もなされており、モニタリングの重要性は

国際的な共通認識となっています。高山植物を例

にとると、展葉から開花、紅葉、落葉といった植

物の季節変化、すなわちフェノロジーは、積雪や

融雪時期、さらに生育期間中の気温・日射量によっ

て強く影響を受けます。そのため、気候変動によ

る積雪等の変化は、群落を構成する植生種や分布

などにも影響をもたらす可能性があります。しか

しながら高山帯での現地調査を多点かつ長期間継

続するのは大変な労力が伴い、限定的な調査にな

らざるを得ません。近年では人工衛星観測により

数 10 cmの解像度をもつ画像が入手できますが、

衛星の回帰周期に加え、観測時の天候条件に左右

され、高頻度の観測は期待できません。一方、デ

ジタルカメラを観測点に固定し、任意の頻度で撮

影を繰り返す、いわゆる定点撮影は、安価に開始

できることに加え、高解像度かつ時系列的な変化

を観測する手段として非常に有効です。さまざま

な山系での標高・斜面方位別に降雪開始時期、融

雪の速度、植物の紅葉時期などを把握できるデジ

タル画像を撮影・蓄積することで、高山帯におけ

る植生変化の有無や、その変化要因を探るための

科学的知見が得られることが期待できます。

　そこで国立環境研究所地球環境研究センターで

は、日本最北端の高山である利尻山をはじめ、北ア

ルプスなどの中部山岳地域の高山帯を中心に、自動

撮影カメラを多点に設置し、積雪・融雪と、植生フェ

ノロジーの広域把握を目的としたモニタリングを平

成 23年度から開始しました。平成 21年度から試行

調査期間を設け、カメラ設置箇所の現地調査を行っ

てきました。また、立山室堂山荘（富山県中新川郡

立山町）の協力により、立山の試行撮影を行い（表

紙写真）、市販のデジタルカメラ画像による融雪速

度の算出や、色情報による植生フェノロジーの把握

手法の開発を行いました（図 1）。

　平成 23年度からは、前出の立山室堂山荘の撮影

を継続すると共に、上高地周辺の北アルプスを中

高山帯植生モニタリング

　　　　　　　　　　環境計測研究センター　環境情報解析研究室　主任研究員　　小熊 宏之

図 1　立山室堂山荘のカメラによる融雪速度の解析例
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心にカメラの装着を開始しました。同地域は NPO

法人「北アルプスブロードバンドネットワーク

（http://www.northalps.net/）」によって山小屋間の無

線 LAN環境が整備されています。そこで同ネット

ワークと、加盟している山小屋の全面的な協力を

得て、モニタリング用のカメラを山小屋の壁面等

に装着し、長距離無線 LANにより画像転送を行う

こととしました。まず、対象域の全体をカバーす

るために槍ヶ岳山荘と蝶ヶ岳ヒュッテにカメラを

装着し、継続撮影を開始しました（写真 1、2、3）。

-30 ℃まで使用可能な監視用のデジタルカメラを

専用の防水ハウジングに格納し、30万画素程度の

アナログ動画をリアルタイム転送するほか、500万

画素の JPEG静止画像を 3分おきに撮影し、同時

に転送します。この 2カ所からの撮影範囲を確認

するため、国土地理院から提供された対象山岳域

の標高データ（10mメッシュ数値標高モデル）を

用いた解析を行い、撮影範囲を図化したものを図 2

に示します。梓川を挟んで常念山脈側と槍ヶ岳～

穂高岳間の高山帯がカバーされていることがわか

ります。カメラの設置場所は冬季間も積雪のない

場所を選定しており、厳冬期の撮影と画像転送を

継続します。

　平成 24年度からは他の山小屋へのカメラ装着を

進め、不可視域を極力少なくしたカメラ配置によ

り、高頻度かつ高解像度の撮影ネットワークを構

築していくと共に、約 50年前に撮影された航空写

真と最新の航空写真を用いた対象域の植生判読を

行い、高山植物群落の長期変動の有無を確認する

予定です。

　高山帯の変動要因は温暖化以外にも、シカ等に

よる高山植物の食害をはじめ、過剰な登山客によ

る踏み荒らし、斜面の崩落などさまざまな要因が

存在しています。よって短期的なモニタリングの

みからでは、温暖化の影響だけを分離して評価す

ることは困難であるため、モニタリング開始から

写真2　槍ヶ岳山荘からの撮影画像　槍の穂先（山頂）～

蝶ヶ岳　2011 年 11 月 4 日 13:22 撮影

写真 3　蝶ヶ岳ヒュッテからの撮影画像　前穂高岳～

槍ヶ岳　2011 年 11 月 16 日 9:22 撮影

図 2　撮影範囲の解析　ピンク色が写真 2、黄緑が写

真 3の撮影範囲写真 1　蝶ヶ岳ヒュッテに装着した観測カメラ
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　2011年 11月 12日（土）～ 13日（日）に、つく

ばカピオおよび大清水公園多目的広場でつくばサ

イエンスコラボが開催されました。2011年は、科

学を楽しみながら学ぶ「つくば科学フェスティバ

ル」、地球環境を遊びながら知る「つくば環境フェ

スティバル」、低炭素社会に取り組む「つくば 3E

フォーラム会議」の 3イベントが同時に開催とな

りました。

　国立環境研究所は 2010年まで「つくば科学フェ

スティバル」へ参加しておりましたが、今回は「エ

ネルギーをつくる・ためる・つかう」をテーマと

した上記 3イベントのコラボイベントに出展いた

しました。

　国立環境研究所の出展ブースでは、家電の買い

替えによる節電とともに省エネ・二酸化炭素（CO2）

排出量削減効果を示した「節電で減らせる！ CO2」

や、自転車をこいで電化製品を動かす「自転車

DE発電」などを体験していただきました。「節電

で減らせる！ CO2」では、実際に最近自宅を改築

し、買い替えた家電製品がどのくらい省エネ・CO2

排出量削減になっているのか興味深くご覧になる

方もいらっしゃいました。「自転車 DE発電」で

は、ラジカセ、テレビなどの家電製品に必要なエ

ネルギーを自転車発電で体験していただきました。

LED電球と白熱電球では、つけるのに自転車をこ

ぐ力が違うことを感じていただけたと思います。

さらに、ワットメーターを使い、消費電力の「見

える化」も行いました。

　同時開催のつくば環境フェスティバルでは、筑

波大学などと共同で「はじめようエコドライブ」

のブースを出展し、交流推進係が作成したリーフ

レット「車のかしこい使い方～ガソリン節約術～」

を来場者に配布しました。

　2日とも好天に恵まれ、国立環境研究所のブース

には子どもから大人まで多くの方にお越しいただ

きました。スタッフに熱心に質問する方も多く見

られ、これを機会にさらに環境問題に関心をもっ

ていただければと思います。ご来場いただいたみ

なさまにこの場を借りてお礼申し上げます。

つくばサイエンスコラボ 2011参加

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　交流推進係　高度技能専門員　　今井 敦子

写真 1　家電製品を買い替えるとどのくらい節電でき

るかな 写真 2　エネルギーが切れると電化製品も動きません

数年間は、気象要素の年々変動がフェノロジーに

与える影響を捉えることが最初の課題になると予

想しています。同時に、植生のプロット調査など、

より詳細な現地データとを統合した研究が必要不

可欠であるため、環境省のモニタリングサイト

1000をはじめ、大学等の研究者との連携を深めて

いくことが今後の課題であると考えています。
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最近の発表論文から

CO emissions from biomass burning in South-east Asia in the 2006 El Nino year: shipboard and AIRS 

satellite observations

（2006 年エルニーニョ時に東南アジアのバイオマス燃焼から放出された一酸化炭素の挙動解析）

奈良英樹 , 谷本浩志 , 野尻幸宏 , 向井人史 , 曾継業 , 遠嶋康徳 , 町田敏暢 （2011） Environ. Chem., 8, 
213-223, doi:10.1071/EN10113.

　日本 -オーストラリア /ニュージーランドを航行する船舶を用いた観測で、2006年秋季に赤道から北緯
10度までの緯度帯で一酸化炭素（CO）の高濃度イベントが観測された。本研究ではこのイベントが東南
アジアにおける泥炭湿地を主としたバイオマス燃焼が原因であることを明らかにした。また、イベント観
測時の二酸化炭素（CO2）と COの関係を調べることにより、泥炭湿地火災から放出される COの放出量が、
バイオマス燃焼による微量気体放出量データベース GFEDでは過小評価されていることを指摘した。

Onboard measurement system of atmospheric carbon monoxide in the Pacific by voluntary observing ships

（民間貨物商船を用いた太平洋上大気中の一酸化炭素の船上連続観測システム）

奈良英樹 , 谷本浩志 , 野尻幸宏 , 向井人史 , 町田敏暢 , 遠嶋康徳 （2011） Atmos. Meas. Tech., 4, 2495-
2507, doi:10.5194/amt-4-2495-2011.

　国立環境研究所では 1992年より民間貨物商船を用いた太平洋上の大気微量成分の観測を実施してきた
ところであるが、オセアニア航路、北米航路（日本 -カナダ）、アジア航路を航行する 3隻の船舶に本研
究で開発した一酸化炭素の船上連続観測装置を搭載し、それぞれ 2005年 11月、2007年 6月、同年 9月よ
り連続観測を新たに開始した。この観測においては、フラスコサンプリングを利用した観測データの検証
システムを確立することにより、高精度の連続観測データの取得を可能としている。

Decadal variability in the terrestrial carbon budget caused by the Pacific Decadal Oscillation and 

Atlantic Multidecadal Oscillation

（太平洋十年規模振動と大西洋数十年規模振動によって引き起こされる陸域炭素収支における十年規模変動）

伊藤昭彦 （2011） J. Meteorol. Society of Japan, 89(5), 441-454, DOI:10.2151/jmsj.2011-503.

　陸域生態系の二酸化炭素（CO2）収支における時間変動のうち、経年的な変動要因としてはエルニーニ
ョの影響が指摘されていたが、長期的な変動要因についてはほとんどわかっていなかった。陸域モデル
VISITによる長期シミュレーションの結果を解析したところ、太平洋十年規模振動および大西洋数十年規
模振動と陸域CO2収支の時間変動との間には、10年以上の時間スケールで有意な相関が広範囲に見られた。
これは、気候 -炭素循環システム相互作用における長期的な挙動に影響を与える一要因である可能性があ
り、観測とモデルの両面で現象理解を深める必要があることを示唆している。

On the benefit of GOSAT observations to the estimation of regional CO2 fluxes

（地域別炭素収支の推定における GOSAT データの有用性）

髙木宏志 , 佐伯田鶴 , 小田智宏 , 齋藤誠 , Valsala V., Belikov D., 齋藤龍 , 吉田幸生 , 森野勇 , 内野修ほ
か （2011） SOLA, 7, 161-164, doi:10.2151/sola.2011-041.

　温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）の観測により得られた二酸化炭素（CO2）濃度の全球分
布データが、地域別の CO2収支推定値の不確実性低減にどの程度貢献するか、「いぶき」による観測が本
格化した 2009年 6月から翌年 5月までの 1年間について評価を行った。地上測定ネットワークの空白域で
あるアフリカ・南米・アジアなどの各地域における月ごとの CO2収支推定値の不確実性は、「いぶき」のデ
ータを地上観測ネットワークデータに追加することにより、年平均で最大 5割程度減少することがわかった。

＊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。

地球環境研究センターのウェブサイト (http://www.cger.nies.go.jp/ja/about/
results/)には、この他の論文情報も掲載されています。

~

http://www.cger.nies.go.jp/ja/about/results/
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地球環境研究センター主催・共催による会議・活動等

2011.11.25 　平成 23年度スーパーコンピュータ利用研究報告会（つくば）
国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究課題のうち、平成 22年度課題の事
後報告、並びに平成 23年度課題の中間報告の場として開催した。今年度前半は震
災の影響があったにもかかわらず、計 12課題から報告があり、約 50名の方々が出
席した。詳細は、本誌に掲載予定

国立環境研究所主催・共催による会議・活動等

2011.11. 9～ 11 　AsiaFlux Workshop 2011（マレーシア）
マレーシア工科大学で開催された標記ワークショップには、アジア・欧米諸国から

計 14カ国 130名近くの参加があり、100を超える口頭・ポスター発表があった。また、
ワークショップ後の企画としてパソの観測サイトコース、国立公園コース、LI-COR
社によるトレーニングコースが行われた。詳細は、本誌に掲載予定

所外活動（会議出席）等

2011.10.31～ 11.4　14th World Lake Conference にて研究発表（中山主任研究員 /アメリカ）
         11. 2～ 4 　NCGG6（6th International Symposium on Non-CO2 Greenhouse Gases） にて研究発表
  　（Maksyutov室長・Belikov特別研究員・金特別研究員・佐伯准特別研究員 /オランダ）
               7～ 10 　47th AWRA Annual Water Resources Conference にて研究発表（中山主任研究員 /アメリカ）
             12～ 13 　つくばサイエンスコラボ 2011に出展（向井副センター長ほか /つくば）
  　　詳細は、本誌 16ページに掲載

見学等

2011.11.17 　桐生市ごみ減量化推進協議会（20名）

視察等

2011.11.16 　広中和歌子元環境庁長官

地球環境研究センター (CGER) 活動報告 (2011 年 11 月 )
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Saigusa: Thank you very much for your time. Today I 

would like to ask your personal opinion about the Global 

Carbon Project (GCP), your career, your work as the 

Executive Director and your vision for the future. First, 

could you please explain to the readers of this newsletter 

what GCP is, what its main objectives are and what you 

are doing as its director?

Dhakal: Yes, thank you. The Global Carbon Project is an 

international scientific program affiliated with the Earth 

System Science Partnership (ESSP), which, at the higher 

level, operates under the framework of the International 

Council of Science and the International Social Science 

Council. We focus on the carbon cycle and management. 

(For details, please visit the following website: http://

www.cger.nies.go.jp/gcp/)

   Our mandate is to facilitate carbon cycle and 

management research and to coordinate the scientific 

community with the main focus on integration of 

http://www.cger.nies.go.jp/gcp/
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disciplines. Since carbon cycle and management 

is a broad topic, it requires colleagues from the 

biogeochemical, biophysical and social science 

disciplines to work together. Our role is to bring 

them and their expertise together as an international 

coordination platform, frame an integrative science 

and facilitate the production high level knowledge. 

We also assist in scientific capacity building in regions 

where there is not enough capacity. So in a sense, 

GCP's domain is wide, but in principle it focuses on 

coordination, scientific excellence, capacity building 

and science communication for decision-making. I think 

these are our mandates.

S: I see, GCP covers not only natural science, but also 

social science and policy. Can you explain the difference 

between individual project-based research and GCP's 

synthetic or integrative science and research? 

D: I think you raised a very important point. Most of the 

core research is done along the disciplinary lines because 

it needs deep knowledge and many years of work, so 

individual researchers do very detailed research. But 

when we want to create science which has more societal 

relevance, we have to communicate with other research 

communities and colleagues of other disciplines, and 

integrate different knowledge together. In integrative 

research we create new knowledge, some kind of 

synthetic knowledge which utilizes the expertise of 

individual scientists in individual areas and disciplines, 

but generate new knowledge that is not fragmented 

science fields.

S: As you pointed out, GCP covers a very wide area. Are 

there any branches in GCP, and what is the main focus of 

GCP at NIES?

D: GCP has two international project offices, this office 

at NIES and an office at CSIRO in Canberra, Australia. 

These two offices coordinate the day-to-day operation. 

We also have local offices in Beijing and Seoul. GCP 

is very much a network based scientific program so 

we have a close communication with key national and 

regional carbon related scientific programs worldwide, 

and we facilitate for colleagues worldwide to get 

together on particular issues. The Tsukuba Office focuses 

more on the human dimension and social science. From 

the Tsukuba Office we have launched a few important 

activities. One of them is the Urban and Regional Carbon 

Management Initiative. 

S: Could you explain more specifically what the most 

important activity or product was during the past one or 

two years in your office?

D: We were involved in several projects, but the two 

most important involvements were the Urban and 

Regional Carbon Management (URCM　http://www.

gcp-urcm.org) and Global Carbon Budget. We were 

involved in generating and communicating synthetic 

knowledge. These include scientific networking, science 

communication, and synthesis. And most importantly, 

we have been closely involved with IPCC and other 

major international assessments such as the Global 

Energy Assessment and Regional Carbon Assessment 

(RECCAP　http://www.globalcarbonproject.org/

reccap/). RECCAP in particular is GCP initiated and we 

also played an important role in facilitating the urban 

chapter of the Global Energy Assessment (http://www.

globalenergyassessment.org). 

S: Many scientists are originally educated in a specific 

area. You have also a PhD in one specific area but you 

have changed jobs a couple of times and had several 

important positions, and now you are an executive 

director of GCP and you are doing synthesis work. Could 

you tell me about your career, how you arrived at this 

kind of synthesis work?

D: Yes. Actually this kind of integrated research was my 

interest from the beginning, but fortunately, I have also 

the opportunity to carry out my own research together 

with the GCP duties. Before I joined GCP, GCP was 

trying to develop the urban carbon area. Basically I 

came from that particular field, so it was interesting 

and contextual for me. I do two things together as the 

executive director: on the one hand I facilitate work on 

a broader carbon agenda, and at the same time I carry 

http://www.gcp-urcm.org
http://www.globalcarbonproject.org/reccap/
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out research as urban energy and carbon expert in GCP's 

urban carbon agenda. 

   If you look at the different international scientific 

programs, the extent to which executive officers/

directors are involved in actual research varies greatly. 

In my personal opinion, one of the reasons why GCP is 

successful is partly because its executive directors carry 

out some component of research together with their main 

tasks of coordination of the broader agenda. 

S: Research related to GCP is conducted at many 

institutes, at least in Japan. What do you think is the 

advantage of having your office at NIES?

D: It makes a great value for GCP to be at an institute 

like NIES, because NIES has such an excellent expertise 

in different areas of carbon cycle and management. We 

can get a lot of intellectual support from NIES. At the 

same time, we have a huge opportunity to bring the 

expertise of the international research community that 

will help NIES colleagues to step into the international 

integrative science arena. Then, of course, being at 

NIES, we collaborate and communicate with a lot of 

colleagues, so many new ideas are generated and new 

opportunities are created. We try to create a bridge 

between the Japanese community or NIES colleagues 

and the international community as much as possible. So 

I think it is a perfect match.

S: Yes, I also think that there is a huge potential and 

benefit for both the GCP program and NIES, but I feel 

there is sometimes a kind of a communication shortage. I 

think if we had more communication or more joint work, 

we may be able to go to the next stage. What is the key 

to joint work?

D: Let me explain how the activities are formed in 

GCP. GCP is quite an open organization in terms of 

colleagues collaborating with us. My own personal 

feeling is that when we want to get involved with good 

scientists, we need two things. We have to have either a 

lot of resources at our hand, funding or money, or a very 

interesting research agenda and ideas so that individual 

scientists and institutions are willing to work jointly 

with us. In GCP we do not always have resources at 

hand when we start something. We generate interesting 

ideas through interactions and we form small groups of 

colleagues around interesting ideas to explore. If that 

matures, we start some activity and look for funding to 

implement it. So what is important, as you correctly said, 

is an active communication and participation in each 

other's activities. Another key aspect is also scientist's 

willingness to go a step beyond their own core-area-of-

expertise and be open to explore new areas.

   As you know, the GCP research portfolio is broad. That 

doesn't mean we can cover everything. The GCP research 

agenda, we call it Science Plan, is very important, 

but we don't have to, or do not necessarily implement 

everything. Based on the interest of the community some 

things go very well, it really builds-up, we publish papers 

and produce good products. But sometimes we start 

something, but there is not a significant interest and we 

can't realize it, so we move to other activities. The most 

important part I think is communication, interaction, and 

willingness of colleagues to work together for a common 

cause.

S: I see. Could you point out one or two good examples, 

successful initiatives you made during the past one or 

two years?

D: Well, in the area of Urban Carbon Management, we 

had a very good collaboration with NIES colleagues, 

especially with Yamagata-san and Ichinose-san, and an 

active communication with Kainuma-san, Moriguchi-

san and others. Also, Prof. Keisuke Hanaki from the 

University of Tokyo serves as a member of our scientific 

steering committee and we had organized joint events 

with the Integrated Research System for Sustainability 

Science (IR3S). We have also a close collaboration with 

Hiroshima University and Nagoya University. Also in 

topics like RECCAP, we have a very active involvement 

of Ito-san. Whenever we have an opportunity, we try to 

have more Japanese colleagues to be involved in these 

programs. International scientific programs are open, 

very interactive, and try to create more synthesized 

ideas, but as you know, the Japanese colleagues are 
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sometimes shy in discussions. I think we have to have 

more Japanese colleagues going to such meetings so 

that we can have a better Japanese representation and 

contributions. We try to do such bridging; whenever 

there is a call for a member of the scientific steering 

committee and different scientific programs, we pass 

the relevant information on to our NIES colleagues, 

and inform about their expertise to the international 

community too. 

S: You gave us two good examples, the Urban Carbon 

Initiative and RECCAP. Could you explain a little bit 

more specifically about these two initiatives? How many 

years have you worked with 

them and what are the most 

successful products, such as 

papers or reports?

D: We have been running 

the Urban Carbon Initiative 

for 5 years now and we have 

done three special issues 

in reputed international 

journals. We have developed 

the Urban Energy and Carbon Modeling Forum, where 

researchers in the area come and make a presentation 

and discuss about modeling and analysis. We hosted a 

series of joint events with Nagoya University, the Asian 

Institute of Technology (AIT), the International Institute 

for Applied System Analyses (IIASA), Potsdam Institute, 

ECN Netherlands, International Human Dimension 

Program (IHDP) and others. We had also a very good 

collaboration with IR3S of Todai for different events as 

well as we supported various international assessments. 

   In terms of publications, over 40 publications in 

journals were either directly done by us or facilitated by 

our program. In the case of the Global Carbon Budget 

Initiative, we make annual press releases (http://www.

nies.go.jp/whatsnew/2011/20111205/20111205-e.html) 

through NIES and get coverage in most of the Japanese 

media. But I think, there is still room for improvement 

so I am trying to promote more collaboration between 

NIES and GCP. 

   In the context of RECCAP, we realized that South Asia 

and South East Asia have a huge gap in knowledge and 

information on carbon cycle and management. So we 

think that this could be our niche area where NIES could 

play an important role. We have colleagues at NIES 

who have expertise in different areas that are needed for 

regional assessment, and at the same time, we have a 

strong link with Asia at NIES. I am hoping that, in some 

areas, NIES colleagues could take a leadership role. 

There is a huge potential for us to work together.

S: I agree with you that there is a huge observational 

and knowledge gap in South East Asia and South Asia. 

What can we do to fill this 

knowledge gap in these 

regions? 

D: Well, I think we need to 

do more research on South 

Asia and South East Asia 

and also build a network of 

scientists and build local 

capac i ty  t h rough  jo in t 

collaboration in that region. 

Just last week, actually, GCP and collaborators such as 

the Asia-Pacific Network for Global Change Research 

(APN) and the Japan Agency for Marine-Earth Science 

and Technology (JAMSTEC) organized a workshop in 

India as one of our efforts to try to reach out to South 

Asia and South East Asia. I think we have to first 

sketch what kind of information is needed for synthetic 

knowledge in these regions. We have some ideas from 

RECCAP and I think that learning from RECCAP we 

can assess what the specific gaps are, in which areas we 

have to build an information base and how we can build 

a research network in different regions. It needs a bit of a 

planning and thinking perhaps, but it's clearly a niche for 

the community. 

S: There are many scientific and political issues or 

problems, and there is an urgent necessity, demand to 

build up a kind of international consensus or guideline in 

some areas. Do you have a vision about what you want 

http://www.nies.go.jp/whatsnew/2011/20111205/20111205-e.html
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to do in the near future?

D: There are some activities that I think are very 

important for GCP to develop in the next 10 years. 

Actually we had a special issue in “Current Opinion 

on Environmental Sustainability Journal", where we 

pointed out the key directions for the future in the 

carbon cycle science research. Those directions are our 

guidelines to take GCP into the next stage. There are 

a number of different interesting topics which GCP is 

interested in, like the analyses and knowledge regarding 

REDD+ issues, other land-based carbon management 

issues, negative emissions, carbon's linkage with 

other components of the earth system, global carbon 

observation systems etc. Our challenge now is to really 

start with these activities. For that, NIES colleagues 

are the perfect partners. If we can develop one or two 

activities in that line together with NIES colleagues 

or the Japanese scientific community it would be very 

fruitful. 

S: Thank you very much. I feel that I’ d like to be a kind 

of bridge between your community and our community 

and I really hope to have a good cooperation with you. 

Finally, do you have any message to the readers of this 

newsletter? This newsletter is widely distributed to not 

only established scientists but also to young scientists 

and students, and also to citizens who are interested in 

environmental problems. So the audience is quite broad. 

As the director of GCP, do you have any message to the 

audience?

D: Yes, I'd like to welcome all colleagues to collaborate 

with GCP．GCP is a very open and collaboratory 

program. We don't have much funding or money, but 

we have an interesting research agenda and scientific 

network. I think our strength lies in our ability to 

coordinate colleagues, to generate an interesting research 

agenda, and to facilitate that process. GCP would also 

like to carry out more application-oriented activities. 

By that I mean that we contribute with science to help 

policy makers and the society directly. The activities 

that GCP typically does are usually very integrative, so 

we need colleagues who are brave enough to go beyond 

what they do, go one step beyond their core expertise 

area, and then try to integrate it to a bigger picture. 

Any opportunity for collaboration, anything we can do 

together, any suggestions will be greatly appreciated.

S: Thank you.
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