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　2013 年 11 月にポーランド・ワルシャワで開催され

た国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第 19 回締約国

会議（COP19）、京都議定書第 9 回締約国会合（CMP9）

およびその他関連会議では、議題に沿って予定どおり

交渉が進められ、その一部については一定の成果が出

たと評価された。しかし、最も注目される 2020 年以

降の取り組みに関する合意（2015 年での合意達成が

目指されているため「2015 年合意」と呼ばれる）に

ついては、2015 年にフランスにて開催予定の COP21

までの道のりがおおまかに示されたに過ぎず、内容

については進展が見られなかった。本稿では、COP19

での議論の概要や、著者らが現地にて開催したサイド

イベントの結果を踏まえて、新しい国際枠組みに関す

る直近の検討を紹介する。なお、政府代表団の一員と

して参加した職員による包括的な COP19 報告は地球

環境研究センターニュース 2 月号に、また、国立環境

研究所が主催したサイドイベントの報告は 1 月号に掲

載されているので合わせてご覧いただきたい。

1. COP19における 2015年合意に関する議論

　2011 年の COP17 で設置され、2015 年の COP21 で

の合意を目指した「ダーバンプラットフォームに関す

るアドホック会合（ADP）」にとって、今回の COP は、

単純に時間の長さで測れば、ちょうど中間地点だった。

その意味では、自由な意見出しを中心とした前半戦か

ら交渉モードの後半戦にギアを入れ替えることが期待

された。実際には、ギアを入れ替えられたとは言い難

いが、2015 年までのいつまでに何をすべきかは示さ

れた。

　最も多くの関心が集まるのが、各国の実施が求め

られる約束の中身である。京都議定書では、先進国

が、温室効果ガスの排出削減目標を設定し、その目標

にまで排出量を抑制することが約束となったが、今回

の枠組みでは、経済発展途上にある国も含めてすべて

の国がなんらかの行動を実施することが想定されてい

るため、「約束」より幅広い概念を含みうる「貢献度

（contribution）」という言葉が選ばれた。

　また、この貢献度の厳しさ（水準）を決定するのは

各国であることが明記された。1997 年の COP3 にお

ける京都議定書交渉時も各国が国内協議プロセスを経

て提示した削減目標数値がベースとなって交渉が進ん

だため「国内で決定された」と言えるが、温室効果ガ

スの対象ガスを何種類にするのか、森林による吸収量

を認めるのか、排出量取引制度は利用できるのか等、

目標数値の前提条件が COP3 の最終局面でようやく確

定した。それに応じて目標数値も変動したことから、

特に日本国内では「国際社会から押し付けられた数値」

とされがちだ。今回の枠組みでは、おそらく、目標数

値の前提条件も含めて各国の決定を尊重することが想

定されているように思われる。前提条件が違うと、各

国の貢献度の水準を横断的に比較しにくくなる。ま

た、国内で決定した貢献度をそのまま採用してしまう

と、すべての国の貢献度を合計しても気候変動抑制に

十分な水準には到底届かないことが容易に予想される

ため、事前審査ないし評価プロセスの導入が検討され

ている。しかしながら、国家横断的な比較が困難な中

では、どのように各国の貢献度を評価できるのかとい

う疑問が残る。また、国際的な事前審査・評価プロセ

スを経たとしても、いったん国内で決定してしまった

貢献度を見直すのは政治的に難しいだろうとも言われ

ている。

2. COP19で開催したサイドイベントでの議論

　COP19 期間中の 11 月 19 日、「ダーバンプラット

フォームの下で目指される 2015 年合意に関するダイ

アログ」というサイドイベントを国立環境研究所の主

催で開催した。この問題で著名な海外の専門家を招聘

し、パネリストとして議論に加わってもらったが、会

場にも本分野で知られた多くの専門家の出席を得て、

白熱した議論が展開された。

気候変動枠組条約の下での交渉：2015 年合意の法形式の話

　　　　　　　　　　社会環境システム研究センター　持続可能社会システム研究室長　　亀山 康子

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201402/279001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201401/278002.html
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（ 詳 細 は こ こ http://www-iam.nies.go.jp/climatepolicy/

adp/news/news1_cop19-j.htm）

　冒頭に、著者より本イベントの主旨説明をした。ダー

バンプラットフォームが合意されて以来、あるべき

合意の姿について多様な意見が専門家から提示されて

いる。しかし、この新しい枠組みが、京都議定書と

同じような「議定書」の体裁をとるのか、あるいは

COP16 のカンクン合意のような一連の「COP 決定」か、

さらには COP15 のコペンハーゲン合意のような「政

治宣言」か、という点（法形式）については、十分に

は議論されていない。COP でも決裂を恐れて法形式

が曖昧なまま交渉が進んでいる。研究者間でも法形式

より中身への関心が高い。ダーバンプラットフォーム

の合意文書では、「議定書、別の法的文書あるいは法

的効力を持った合意された成果」という表現を使って

いる。厳密には、COP 決定や政治宣言は国際条約で

はないので「法的効力をもった」帰結とは呼べないが、

例えば米国では、法形式の違いにより承認プロセスに

関わる主体が異なるなどの事情により、同じ内容でも

COP 決定なら承認できるが議定書なら受け入れられ

ないという事態が起こりうる。法的な拘束力の強さで

いえば議定書が最も強いと判断されるが、すべての国

が受け入れられる合意を目指すなら他の形式の方がよ

いのかも知れない。あるいは、複数の法形式の組み合

わせという考え方もあるだろう。

　以上の問題提起を踏まえ、マルガレーコンサルタン

ツ（カナダ）のハイテス氏は、気候変動が危険な水準

に至らないようにするための長期目標として提示され

ている気温上昇幅 2℃以内に世界の温室効果ガス総排

出量を抑えるためには、各国の目標数値を事前に審査

するプロセスが重要となると強調した。審査の結果、

その国が目標を深掘りできると判断された場合は、そ

の結果に従うことが前提となる。また、アリゾナ州立

大学（米国）のボダンスキー氏は、2015 年合意が気

候変動抑制の効果をもつためには、約束の厳しさ（国

の排出削減目標等の厳しさ）、国の参加度合い（主要

国が参加しているかどうか）、約束の遵守、の 3 要素

が重要であるが、これらの要素がいわば反比例のよう

な関連性をもつことから、総合的に最も効果的な合意

を選択する必要があると指摘した。また、最初は間口

を狭くして厳しい約束を設定し、次第に参加者を増や

す方法と、最初に広く国の合意を得て、その後少しず

つ約束を厳しくしていく方法があり、京都議定書は前

者であるが、2015 年合意は後者の例となりそうだと

分析した。

　チューリッヒ大学（スイス）のミカエロワ氏は、排

出量取引制度や海外オフセットは、各国によるより厳

しい排出削減目標の受け入れに寄与し、そのような手

段を活用するためには、適正な測定・報告・検証手続

き（MRV）をはじめとする透明性の確保が重要とした。

近年、排出量取引制度は、地域・自治体レベルで独自

に導入されてきており、炭素市場の分散化が問題とな

りつつあるが、2015 年合意の中では、このような多

様な炭素市場を認めつつ、国際的に統一化を図る動き

も想定する必要があるだろうと論じた。

　エネルギー資源研究所（インド）のパフジャ氏は、

2015 年合意が、各国の排出削減目標だけではなく、

途上国の関心が高い適応や資金、技術、能力増強につ

いても十分な成果を盛り込んだ合意となる必要がある

と主張した。また、そのような合意に至るためには、

信頼性（accountability）の向上が不可欠であり、過去

の交渉過程にて先進国が十分な対策を怠ってきたこと

が、現在の交渉進展を阻んでいるとした。共通だが差

異ある責任および各自の能力（CBDR & RC）原則を

図 1　複数の法形式を組み合わせる考え方（ハブ & 

スポーク ）

注：ハブとは、車輪の中央にある部分、スポークは、
車軸を指す。上記のように、通常は個別に審議される
法形式を組み合わせた制度づくりが今回の交渉では重
要となるかも知れない。

http://www-iam.nies.go.jp/climatepolicy/adp/news/news1_cop19-j.htm
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尊重し、2015 年合意でもこの原則を踏まえる必要が

あると議論した。国際エネルギー機関（IEA）の服部

氏は、最終的に効果的な対策を促進するためには、イ

ンフラ整備や技術革新など長期的視野を踏まえた目標

が、短期的な目標と並存していくことが重要と論じた。

特に都市計画や交通インフラの重要性が指摘された。

　これらのパネリストたちの議論は、法形式の質問に

直接回答してはいないが、見出された共通項目として、

①国内で決定した目標（貢献度）を提示する、②その

貢献度を国際的に評価する、③合意後は、適正な測定・

報告・検証手続きにてその進捗を定期的にチェックす

る、④多様な炭素枠取引制度の活用を認める、⑤合意

のパッケージは、適応や資金などすべての主要アジェ

ンダを含めたものとなる、⑥技術革新や技術協力、民

間投資促進など民間セクターの動員を重視する、と

いった点が挙げられた。

3. 最終合意に向けて

　2009 年のコペンハーゲン会議に至る交渉では、法

形式の議論を後回しにし、同床異夢のまま決裂した。

今回のダーバンプロセスでも COP21 直前まで法形式

の議論に着手できない可能性があり、研究者ベースで

十分な検討をしておくことが重要と考えられる。サイ

ドイベントで明らかになった上記の 6 つの点を満たし

うる法形式は、どうやら単純な議定書ではなさそうだ。

エッセンスの部分だけを議定書として合意し、実質的

な手続き的ルールを COP 決定に託すといった複合案

で、長年難航してきた将来枠組みに関する国際交渉に

終止符を打てないだろうか。

【略語一覧】

国 連 気 候 変 動 枠 組 条 約（United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC）

締約国会議（Conference of the Parties: COP）

京都議定書締約国会合（COP serving as the Meeting of 

the Parties to the Kyoto Protocol: CMP）

強化された行動のためのダーバンプラットフォーム

特別作業部会（Ad Hoc Working Group on the Durban 

Platform for Enhanced Action: ADP）

測定・報告・検証（Measurable, Reportable, Verifiable: MRV）

共通だが差異ある責任および各自の能力（Common 

But Differentiated Responsibilities and Respective 

Capabilities: CBDR & RC）

国際エネルギー機関（International Energy Agency: IEA）

■□■□■　関 連 記 事 　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□ COP の結果を受けた過去の解説記事は以下からご覧いただけます。

○亀山康子「コペンハーゲン会合の評価とその後の動向」2010 年 3 月号
○久保田泉「カンクン合意の評価と残された課題」2011 年 5 月号
○亀山康子「気候変動枠組条約第 17 回締約国会議（COP17/CMP7）は交渉の転換点となりえるか？」

2012 年 3 月号
○亀山康子「気候変動：COP18（ドーハ会合）の意義と今後の見通し」2013 年 3 月号

http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol20/vol20-12.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol22/vol22-2.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201203/256001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201303/268001.html
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オゾン（光化学オキシダント）による大気汚染は
どのように正確に測られているか？
～「オキシダント二次標準測定器設置自治体運営連絡会議」報告～

　　　　　　　　　　地球環境研究センター炭素循環研究室　主任研究員　　藍川 昌秀
　　　　　　　　　　地球環境研究センター長　　向井 人史

　　　　　　　　　　地球環境研究センター炭素循環研究室　高度技能専門員　　橋 本   茂
　　　　　　　　　　地球環境研究センター　地球大気化学研究室長　　谷本 浩志

1. オキシダントとは
　「オキシダント」という言葉をご存じですか？　

盛夏のころ（あるいは春先や早秋にも）、「光化学

スモッグ注意報」が自治体から発令されることが

あります。自治体では大気（空気）中の「光化学

オキシダント」濃度を測定し、それが基準を超え

て高くなると「光化学スモッグ注意報」などを発

令し、人の健康への悪影響を未然に防止するよう

取り組んでいます。

　「光化学オキシダント」のほかに「オゾン」とい

う言葉もご存じなのではないかと思います。両者

はどう違うのでしょうか？　「オキシダント」は工

場や自動車などから排出される窒素酸化物（NOx）

や炭化水素（HC）という化学物質が、大気中で太

陽からの紫外線を受け、光化学反応して生成され

る、強い酸化性を持つ物質の総称です。一方、「光

化学オキシダント」とは、オキシダントのうち、

中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するも

の（但し、二酸化窒素を除く）です。この「光化

学オキシダント」については大気環境基準が設定

されており、特に、昼間（5：00 ～ 20：00）の測

定値に注意が必要です。

　「光化学オキシダント」は、オゾン、パーオキシ

アセチルナイトレートその他の光化学反応により

生成される酸化性を持つ物質の総称ですが、その

ほとんどはオゾンです。つまり、「光化学オキシダ

ント」について環境基準が設定されており、その

ほとんどがオゾンである、とご理解いただければ

思います。

2. オゾン（光化学オキシダント）測定と測定基準
の標準化
　光化学オキシダントなどによる大気汚染の状況

は、大気汚染防止法に基づき、全国の自治体でモ

ニタリングが行われています。光化学オキシダン

トは、そのほとんどをオゾンが占めていることか

ら、オゾンを測定するオゾン計を、光化学オキシ

ダントを計測する装置として採用しています。従

前は、光化学オキシダントの測定に KI 法（中性ヨ

ウ化カリウムを用いる吸光光度法）が用いられて

いましたが、最近では、オゾンを測定するオゾン

計が多く採用されています。

　全国の自治体が大気汚染物質のモニタリングを

行う際、ある統一された「尺度（ものさし）」に基

づく測定が行われなければ環境基準等との比較な

ど正確な評価ができません。その「尺度」として、

しばしば高圧ボンベに充填された、その濃度が既

知の「標準ガス」が用いられます。オゾンの場合

も高圧ボンベに充填されたオゾンの標準ガスを準

備したいところですが、オゾンはとても不安定な

物質で時間が経つとその濃度が変わってしまうた

め、高圧ボンベの標準ガスを「尺度」にすること

は困難です。

　このため、国際的には、米国の標準技術研究所

（NIST）のオゾン標準参照光度計（SRP）で測定さ

れる濃度が基準として用いられています。これは

JIS 法に記載された原理を用いた精度の高い基準器

と考えることができます。日本国内では国立環境

研究所にある SRP35（35 番目の SRP）を日本国内

の一次基準器とし、全国のオゾン計を統一された
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「尺度」に合わせる体制（校正体制）を構築してい

ます（図 1）。全国を 6 つのブロックに分け、ブロッ

クごとの拠点自治体（図 2）に一次基準器をもと

に「尺度」を合わせた（校正した）二次基準器が 1

台ずつ置かれています。次に各都道府県は都道府

県が所有する基準となる測定器（三次基準器）を、

それぞれのブロックごとの二次基準器にその「尺

度」を合わせる作業を行います。さらに、作業の

効率性等を考え、都道府県が所有する三次基準器

にその「尺度」を合わせる作業を行った四次基準

器まで作成することが許されています（言い方を

変えれば、四次基準器に「尺度」を合わせる “五

次基準器” は認められないことを意味します）。つ

まり、国立環境研究所に日本国内で唯一無二の一

次基準器（SRP35）が「ピラミッドの頂点」とし

て置かれ、その統一された「尺度」に基づく測定

体制により、全国のオゾン（光化学オキシダント）

のモニタリングが行われているのです（平成 22 年

度から）。なお、さらに詳しいことをお知りになり

たい場合は、谷本ら（2009）や谷本と向井（2006）

をご参照ください。

3. 「会議」報告
　オゾン（光化学オキシダント）の継続的なモニ

タリングを行っていくには、このような統一され

た「尺度」に基づく測定体制を適切に維持・管理・

運営していく必要があります。そこで、年に一度

上記のブロック拠点となる自治体が一堂に会し、

ブロックごとの測定体制の現況あるいはそれぞれ

が経験したトラブル事例やその対応策、さらには

今後の課題を話し合い、情報共有する「オキシダ

ント二次標準測定器設置自治体運営連絡会議」が

ブロック拠点自治体持ち回りで開催されています。

今年度の会議は、平成 25 年 11 月 20 日から 22 日

にかけて、近畿ブロックの拠点自治体である兵庫

県で開催されました（平成 22 年度は山形県、平成

23 年度は福岡県、平成 24 年度は愛媛県で開催され

ました）。

　会議では、各ブロック拠点自治体から、それぞ

れのブロック内での二次基準器から三次基準器あ

るいは四次基準器への統一「尺度」の伝搬体制の

説明や二次基準器から三次基準器へ「尺度」を合

わせる際のトラブル事例やその対応策の報告が行

われ、貴重な情報の共有化が効果的に行われまし

た（写真 1）。具体的なトラブル事例・対応策として、

ノイズ信号の出現とアースの取り方の検討・変更

によるノイズの解消や、発生させたオゾンを室外

排気させる際の排気チューブの長さに関する留意

点（排気チューブが長すぎると出力が不安定にな
図 1　全国のオゾン計を統一された「尺度」に合わせ

る体制（校正体制）

・・・

・・・

国立環境研究所 一次基準器（SRP35）

ブロック拠点６自治体 二次基準器
＋国立環境研究所

各自治体 三次基準器

各自治体等 四次基準器

設置場所 基準器の種類

大気測定局 大気測定局 大気測定局

・・・ ・・・ ・・・

・・・ ・・・ ・・・

大気測定局

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・ ・・・・・ ・・・・ ・・・・

・・

図 2　校正のためのブロック分けとその拠点

写真 1　ブロック拠点自治体からの報告と議論（兵庫

県庁及び兵庫県環境研究センター）
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る）が報告・情報共有されました。さらに、今後

の運営上の課題や過去のデータの解析に必要なア

ンケート調査に関する議論も行われました（一日

目午後及び二日目午後）。また、オゾン測定器に、

圧力補正機能がある場合とない場合で測定結果に

どれくらいの影響があるかを実測・検証する研修

が、兵庫県神戸市の六甲山（標高 931 m）にある兵

庫県立自然保護センター（標高 800 m 地点）で行

われました（写真 2）。その結果、圧力補正機能が

ない場合はある場合に比べ、六甲山の標高 800 m

地点での観測でも低い濃度となることが確認され

ました。当日は、天候にも恵まれ、神戸市内から

大阪湾を眺望することができました（写真 3）。また、

兵庫県立自然保護センターは、兵庫県が酸性雨や

酸性霧などの調査・研究を実施してきた観測地点

でもあり、担当者からその概要の説明も受けまし

た（二日目午前）。三日目午前には、オゾン計の製

造メーカーの一つである堀場製作所（京都市南区）

を訪問し、分析機器の生産ラインや分析機器製造

メーカとしての品質管理体制等の見学・説明を受

けた後、分析機器のユーザーからの要望を伝える

などの意見交換を行いました（写真 4）。

4. おわりに
　三日間の会議を通し、全国規模の精度良いモニ

タリングを適切に実施していく困難さや、またそ

のやりがいを再認識することができました。平成

26 年度の「オキシダント二次標準測定器設置自治

体運営連絡会議」は、愛知県で開催される予定です。

来年度の会議へ向けて気持ちを新たにオゾン（光

化学オキシダント）モニタリングに取り組んでい

きたいと思います。

【参考文献】
谷本浩志 , 橋本茂 , 向井人史 , 「技術調査報告」大

気レベルのオゾン標準に関する日本における進

展と世界の動向 , 大気環境学会誌 , 44(4), 222-226, 

2009.

谷本浩志 , 向井人史 , 「総説」日本におけるオゾン

標準とトレーサビリティシステムの構築 , 大気環

境学会誌 , 41(3), 123-134, 2006.

写真 2　兵庫県立自然保護センターにおける実測・検

証研修

写真 3　六甲山から神戸市街及び大阪湾を望む 写真 4　堀場製作所での見学・意見交換
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陸域における炭素循環及び生態系・生物多様性観測の
最近の動向
－地球観測連携拠点 ( 温暖化分野 ) 平成 25 年度ワークショップ開催報告－

　　　　　　　　　　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　　会田 久仁子

1はじめに
　地球温暖化は人類が解決すべき最も重要な課題

の一つです。地球温暖化対策に必要な観測を統合

的・効率的なものにするために設立された「地球

観測連携拠点（温暖化分野）」（以下、連携拠点［注

1］）では、一般の方から研究者までを対象に温暖

化観測の情報交換や議論を行うワークショップを

平成 19 年度より毎年開催しています（注 2）。

　 地 球 規 模 の 統 合 的 な 陸 域 観 測 を め ざ し て、

JaLTER（Japan Long-Term Ecological Research 

Network：日本長期生態学研究ネットワーク）およ

び JapanFlux（日本における陸域の熱・水・二酸化

炭素フラックス観測ネットワーク）が設立される

など、国内において組織を越えた学際的な連携が

始まったことを受け、平成 20 年度に、陸域の炭

素循環と生態系観測の展望をテーマとするワーク

ショップを開催しました。その後、生物多様性の

観測とデータ収集の統合化の取り組みが急速に進

展するなど（「愛知目標」採択［注 3］）、陸域分野

の観測ネットワークは日本やアジアでさらに大き

く成長しました。

　このような状況を踏まえ、陸域における炭素循

環と生態系・生物多様性観測の最近の動向や課題

を把握するため、標記ワークショップを平成 25 年

12 月 2 日（月）に東京で開催しました。以下、ワー

クショップの概要についてご報告します。

2. ワークショップ概要
　冒頭、連携拠点の事務局である「地球温暖化観

測推進事務局」を共同で運営する環境省・気象庁

を代表して、気象庁地球環境・海洋部地球環境業
務課の高槻 靖地球温暖化対策調整官より開会のご

挨拶がありました。

　続いて、国立環境研究所の三枝 信子氏より基調

講演が行われました（写真 1）。三枝氏はまず、陸

域の炭素収支は植物の光合成など生物活動が深く

関与するため、生態系ごとにユニークで時間・空

間変動の幅も不確実性も大きいこと、このため地

球規模の炭素収支を考える際、世界中が連携して

陸域生態系の長期観測に取り組み、将来予測が特

に困難な陸域の二酸化炭素吸収量（注 4）を把握す

る必要があると説明しました。次に、日本やアジ

アで進められてきた統合的な陸域観測と炭素循環・

生態系分野の分野間連携による研究成果について

概観し、アジアで陸域の長期観測を維持するには

観測・研究の経験に応じて最適な人材育成が課題

であると締めくくりました。

　次に、4 名の専門家より陸域観測と陸域モデルの

連携に関する最新の話題について講演がありまし

た。北海道大学の日浦 勉氏は、生物多様性と生態

系機能に関する観測ネットワークの現状について

講演しました。特に、JaLTER と JapanFlux が国際

写真 1　ワークショップにおける三枝氏による基調講

演の様子
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的な観測ネットワークと連携しつつ相互に緊密な

関係を築いた結果、多くの研究者が自らの研究分

野を拡大し、林分の地上部現存量（乾燥重量）や

純一次生産量（注 5）の地図化など、新たな研究へ

発展したことを紹介しました。また、北海道大学

苫小牧研究林の野外温暖化操作実験（注 6）に触れ、

同じ種でも緯度によって土壌凍結と窒素動態の関

係や光合成速度の変化などの応答が異なることか

ら、全国の森林生態系で温暖化操作の比較実験が

必要であると述べました。

　岐阜大学の村岡 裕由氏は、気候変動に対する森

林生態系の変化や脆弱性を時間・空間スケールで

理解して将来予測につなげるため、森林の野外大

規模実験・衛星観測・モデル解析の 3 つを結合し

た「衛星 - 生理生態学」のアプローチの重要性に

ついて講演しました。具体的には、昨年設立 20 周

年を迎えた岐阜大学高山試験地（高山スーパーサ

イト）における取り組みとして、地上タワーに設

置した分光放射計による森林炭素収支の年変動や

植物フェノロジー（生物季節）の長期観測、温暖

化操作実験による土壌や葉の応答のモデル化など、

衛星データの検証や予測モデルとのリンクを重視

した観測の例を紹介しました。

　森林総合研究所の齋藤 英樹氏は、REDD+（レッ

ドプラス：森林の減少・劣化による二酸化炭素排

出を削減するための国際的枠組）の推進に必要な、

国レベルの森林炭素モニタリングについて講演し

ました。カンボジアとマレーシアの森林を例に、

取得時期の異なる衛星画像に季節調整や雲消去、

大気・地形補正を行って森林分布図を作成し、さ

らに地上調査で土地被覆の検証、森林タイプ・劣

化度別の炭素蓄積量の推定を行うプロセスを紹介

しました。最後に、調査対象国は途上国が多いため、

森林の状況や利用可能なデータ、モニタリング手

法の違いに留意して、今後も現地調査を進める必

要があると述べました。

　福島大学の市井 和仁氏は、気候変動影響の将来

予測に向けて、地上・衛星観測データの統合解析

を通して陸域炭素循環を理解する取り組みについ

て講演しました。アジアの炭素フラックスデータ

の提供サイトが過去 5 年で 4 倍に増えるなど、地

上観測データベースの整備が格段に進歩したこと

から、多点データに衛星データを組み合わせて経

験モデルで観測値を広域化したり、陸域炭素循環

モデルの比較検証に利用したりする例を紹介しま

した。また、長期観測とモデルの結合により、陸

域炭素循環のホットスポット（将来、二酸化炭素

の強い放出源に変わり得る地域）を特定し、変化

を早期にとらえることが重要であると述べました。

　総合討論では、陸域における炭素循環及び生態

系・生物多様性観測の今後の展望について、講演

者と参加者の間で活発な議論が行われ、次のよう

なご意見をいただきました。
①観測とモデルの連携：現状把握と将来予測の精

度向上に向けて、観測結果を基にモデルで推定

を行い、その結果を観測の問題解決に活かすな

ど、モデルから観測へのフィードバックも重要。

モデルと観測データの融合研究推進など、両者

の密な連携が大事。
②データの共有：長期観測データの価値を理解し

てもらうことが重要。学術雑誌にデータペーパー

（注 7）という枠を新設した例が紹介されたが、

データの永久保存先も検討してはどうか。
③長期観測の継続：複数機関が連携して長期観測

を行う枠組の構築が必要。JaLTER・JapanFlux・

JAMSTEC（ 海 洋 研 究 開 発 機 構 ） が 協 力 し て

JAXA（宇宙航空研究開発機構）の地球観測ミッ

ションへ貢献する枠組はできたが、地上観測サ

イトの維持管理は、現状では競争的資金に依存

している。組織的に、長期的持続可能な状態に

できればよい。
④人材育成：長期観測の継続に向けて、若手研究

者の雇用形態などの環境改善や研究成果の評価

方法の検討が必要。

　

　総合討論の内容は今後取りまとめ、関係機関と調

整のうえ、文部科学省科学技術・学術審議会の地

球観測推進部会へ報告することを計画しています。

3. おわりに
　ワークショップ当日は、温暖化や炭素循環、生

態系、生物多様性分野で研究・開発、観測に従事

されている方々を中心に、行政、教育・研究機関

の関係者、企業ならびに一般より約 110 名の参加
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がありました。会場で配布したアンケートの回答

率の高さから、今回のテーマに対する参加者の関

心や期待の高さが伝わってきました。本ワーク

ショップをきっかけに、人間活動と密接な関わり

がある一方、非常に複雑でまだまだ未知の点が多

い陸域生態系分野の観測について興味や理解が深

まり、組織・分野の垣根を越えた連携がさらに進

展することを期待しています。

　最後になりましたが、ワークショップ開催にあ

たり、多くの方々にご支援とご協力を賜りました。

この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。今

後も連携拠点へのご支援をよろしくお願いいたし

ます。

--------------------------------------------------------------------
（注１）第 42 回総合科学技術会議（平成 16 年 12 月）

で取りまとめられた「地球観測の推進戦略」の中で、

地球観測の統合的・効率的な実施を図るために関係

府省・機関の連携を強化する推進母体として、連携

拠点の設置が提言されました。地球環境問題の中で

も特に重要な地球温暖化分野の連携拠点について

は、気象庁・環境省が共同で運営することとし、平

成 18 年度から活動を開始しました。

（注 2）過去に開催した連携拠点ワークショップの情

報を地球温暖化観測推進事務局ウェブサイトに掲載

しています。http://occco.nies.go.jp/activity/event.html

（注 3）平成 22 年 10 月に名古屋で開催された生物多

様性条約締約国会議（COP10）で採択された「生物

多様性戦略計画 2011-2020 及び愛知目標」。

（注 4）1959 年以降に排出された人為起源の二酸化

炭素のうち、平均で 27% が海洋に、28% が陸域

に吸収されたとの報告があります（「Global Carbon 

Budget 2013」）。http://www.globalcarbonproject.org/

carbonbudget/index.htm

（注 5）一定期間内（通常 1 年間）において、植物が

光合成を行う際に吸収した二酸化炭素量（総一次生

産量）から、植物自身の呼吸による二酸化炭素放出

量を差し引いた値。植物の正味の光合成生産力。

（注 6）地球温暖化により温度が上昇した環境を森林

の中で人為的に作り出し、温度変化に対する生態系

プロセスの応答をみる実験。苫小牧研究林では、電

熱ケーブルを使ってミズナラ成木の根圏（地中）と

枝の温度を 5 度上昇させ、枝葉の成長や生理応答な

どを調べています。

（注 7）研究によって得られたデータの公開促進を目

的として、最近、学術雑誌に作られつつある投稿種

別の一つ。例えば、日本生態学会英文誌（Ecological 

Research）のデータペーパーは、データ本体とメタ

データ（データの解説）から構成されています。

http://occco.nies.go.jp/activity/event.html
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm
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成層圏－対流圏の諸過程とその気候への影響：
第 5 回 SPARC 総会に参加して

　　　　　　　　　　地球環境研究センター地球大気化学研究室　主任研究員　　杉田 考史

1. はじめに
　SPARC は 1992 年に始まった WCRP のコアプロ

グラム（現在 4 つ）の一つである（その設立の経

緯については田中［1994］を参照）。当初は成層圏

の諸過程が地球の気候変動に及ぼす影響の研究の

推進がその目的であったが、現在では成層圏のみ

ならず、広く地球大気を扱っている（少々古いが

活動紹介については林田ら［2007］を参照）。最初

の総会（研究集会）は 1996 年にオーストラリアの

メルボルンで開催され、その後 2000 年にアルゼン

チンのマルデルプラタ、2004 年にカナダのビクト

リア、2008 年にイタリアのボローニャで開催され

て以来、今回で５回目となる（第 4 回総会の報告

は田口ら［2010］を参照）。

　会場はニュージーランド南島のクイーンズタウ

ンのホテルが選ばれた。ここは前身が天文の観測

基地だったということで、1874 年の金星の太陽面

通過を観測する目的でこの地に建てられたそうで

ある。そんな由緒のある（？）場所に各国から 300

名ほどの参加者が集まった。筆者は前回に引き続

き 2 回目の参加であったが、アジア人の参加者が

増えている印象を持った。

　プログラムは初日が「SPARC に係る未解明な研

究（Emerging and outstanding research of relevance to 

SPARC）」、2 日目が、「大気化学・エアロゾル・気

候（Atmospheric chemistry, aerosols and climate）」、

3 日目が「成層圏 - 対流圏 - 海洋の力学と地域気

候 の 予 測 可 能 性（Stratosphere-troposphere-ocean 

dynamics and predictability of regional climate）」、4

日目が「中間圏より上層大気との結合（Coupling 

to the mesosphere and upper atmosphere）」、5 日目が

「観測および再解析気象データセットと原因特定研

究（Observational datasets, reanalysis, and attribution 

studies）」、そして最終日が「熱帯の諸過程（Tropical 

processes）」という構成であった。筆者は 2 日目に

ポスター発表を行った。

　発表は口頭とポスターが 1 対 6 の割合で、合計

で 370 件にのぼる。モデルと観測のバランスもよ

かった。しかし、室内実験や測定器開発に係る発

表は前回よりもかなり少なくなったような印象を

受けた。筆者はおもに観測結果を中心に聴講して

きたので、その中から興味のあるものについて、2

日目を中心に順不同で紹介したい（筆者の所感も

添えた）。

2. 南極オゾンホールが対流圏へ及ぼす影響
　南半球の対流圏における大気の循環場は、1980

年代のオゾンホールの前後で異なっており、高緯

度域では西風（東向きの流れ）が夏期に強まって

いることが知られている。この原因はおもにオゾ

ンホールによる成層圏気温の低下と極夜ジェット

の強化、それに続く対流圏ジェットの強化による

と考えられる。観測事実（Thompson and Solomon

［2002］を参照）と化学気候モデルの結果（例え

ば、Son et al., ［2008］などを参照）から、このメカ

ニズムは研究者の間で共通認識となりつつあるよ

うに感じた。また南極の海洋や海氷との関連につ

いても、この西風の強化は表層水の海洋深部への

輸送過程にも影響していたことを海洋中の CFC-12

の観測データと大気－海洋結合モデルから示した

Waugh（発表筆頭著者、以下同様）や、1980 年代

以降、南極夏期の一部海域を除く海氷面積が拡大

傾向にあることとは直接には関係無さそうである

とした Bitz による発表があった。さらに極渦（南

極大陸を覆う規模の成層圏の渦：一般に秋に形成

し冬を経て春に消滅する）の崩壊時期は 1980 年以

前と 2000 年代では後者の方がより遅く、それらと

の関係についても議論されていた（Sheshadri）。モ

デルの側からは、海面粗度を大きくすることで極

渦崩壊時期が観測により近くなることも示されて
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いた（Garfinkel）。大気組成が変化・変動し得る中、

南極オゾンホールの長期的な回復によって、大気・

海洋の循環がどのように変化し得るのかについて

は今後も詳細な研究が進むものと思われる。

3. 赤道から極への流れとオゾントレンド
　ある程度長い時間スケールで見ると成層圏では

赤道から極へ向かう物質輸送が生じる。これを

発見者の名前からブリューワー・ドブソン循環

（Brewer–Dobson circulation: BDC） と 呼 ん で い る。

モデル研究は 20 世紀から 21 世紀にかけて BDC が

強まる傾向を示している。BDC は熱帯域の上昇流

とも密接な関係があるため、例えば対流圏オゾン

の下部成層圏への侵入過程に影響し得る。モデル

研究は、オゾンの少ない対流圏の大気塊が、熱帯

の対流圏界層（Tropical Tropopause Layer: TTL）に

より多く侵入することで、オゾンの減少トレンド

となることを示していた（Pyle）。しかし、SBUV

による衛星観測からは、モデルほどの減少トレン

ドは見られていない（Stolarski）。一方、上部成層

圏では気温の低下トレンドに関連してオゾン濃度

の増加が予測されている。SBUV による観測でも

その確証が得られていた（前出 Stolarski）。熱帯の

上部対流圏・下部成層圏のトレンドに関しては、

雷の影響（オゾン破壊に係る窒素酸化物［NOx］の

ソース）が今後の気候変動に伴ってどのように変

わるのかということも鍵であることが述べられて

いた（前出 Pyle）。航空機観測からは、従来の見

積りに比べて、雷 1 フラッシュ当りに生成される

NOx が 1 桁以上大きいことも示唆され、個人的に

は興味深かった（Bozem）。また、今後のオゾント

レンドに関して、オゾン破壊物質のひとつである

臭素化合物（特にブロモホルム）の放出源のより

正確な見積りが必要であることも挙げられていた

（前出 Pyle）。

4. 北極の成層圏オゾン破壊に関する知見の向上
　欧州を中心に 2009/10 年の北極域において大規

模な航空機観測キャンペーン（EU のプロジェク

ト RECONCILE の一環）が組織され、数多くの

結果が特集号として出版されている（von Hobe et 

al., ［2013］を参照）。これに関連した発表がいく

つかあった。一般に極域のオゾン破壊は低温下

で生成する極成層圏雲（Polar Stratospheric Clouds: 

PSCs）と気体との複雑な諸過程により生じると

考えられている。モデルと衛星観測との比較から

は、少なくとも 2009/10 年の北極オゾン破壊に係

る PSC のひとつのタイプである固相粒子の硝酸三

水和物（Nitric Acid Trihydrate: NAT）の寄与は限定

的であり、液滴粒子の不均一反応係数の気温依存

性がオゾン破壊の要因であることが指摘されてい

た（Wohltmann）。NAT 粒子の生成機構に関しては

何らかの固相核（流星塵など）を足場に不均一核

生成が生じ、NAT 粒子が生成することを理論（微

物理モデル）と CALIOP による衛星観測の比較か

ら論じていた（Engel）。また、NAT 粒子の重力落

下で引き起こされたと考えられる最下部成層圏で

の気相硝酸の増大（航空機搭載の MIPAS による観

測）を再現するには、NAT 粒子の形状は非球形（球

形に対し落下速度は 70% 程度）であるべきことが

示唆された（Woiwode）。1999/2000 年以来、10 年

ぶりの包括的なキャンペーン観測や理論の進展か

ら北極のオゾン破壊機構がさらに詳細に明らかに

なってきたといえそうだ。関連して、MLS による

衛星観測データを用いた Match 解析（ラグランジュ

輸送を仮定した同一大気塊の複数回観測）による

2004/05 年以降の北極オゾン破壊速度の再評価の研

究もあった（Livesey）。また、地表の紫外線量（UV）

に関しては、2010/11 年の最大の北極オゾン破壊

後の夏期の UV に 3 ～ 4% の増大が見られている

（Karpechko）。

5. そのほか（まさに諸過程）
　紙面の都合で紹介しきれないが、他にも数多く

の興味深い発表があった。AIRS, IASI, GOSAT/TIR

による衛星観測からは、地中海の東側で夏期に

下部から上部対流圏のメタン濃度が高いことが示

され、その原因はモデルによる解析からアジアモ

ンスーンの影響を受けていることが示唆されてい

た（Ricaud）。MOPITT, AIRS, TES, ISAI による衛星

観測からは、一酸化炭素のトータルカラムのトレ

ンド（北半球で年間 1% の減少）が示されていた

（Worden）。一方、地理的緯度ベースで南北半球を

分けるのではなく、大気輸送に基づく指標で分け
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るとどうなるか？ということを試みた発表があっ

た（Holmes）。それによると、例えば対流圏メタン

の収支に係る化学反応による消滅量の南北半球比

が、モデル（地理緯度定義）では過大評価（北半

球で大きい）だったものが、その定義に基づくと

かなり解消される。このような視点は SPARC なら

では（？）で面白い。

　H2O（気相・液相・固相）に関する種々の発表か

らもいくつか紹介したい。これまでアジアモンスー

ンや北米モンスーンによって高濃度の水蒸気が成

層圏に侵入し、オゾン破壊へ影響することが指摘

されていた（Anderson et al.,［2012］を参照）が、

MLS による衛星観測からは、その影響は小さいと

言う結論であった（Schwartz）。しかし、最下層成

層圏での気温低下が将来どこまで進むかにより、

H2O のオゾン破壊への影響は無視出来なくなるか

も知れないことも指摘されていた。ATTREX-2 航

空機観測キャンペーンからは TTL での脱水過程に

ついての貴重なデータが蓄積されていた（Rollins）。

このキャンペーンは丁度会議中にも遂行されてい

た（ATTREX-3）。

　成層圏水蒸気は放射強制力に影響を及ぼす可能

性があるため、そのトレンドの正確な把握は重要

である（Rosenlof）。実際に各測定手法間の一致程

度を評価するために SPARC では WAVAS-II という

活動が開始されている（Stiller）。初期結果では水

蒸気圏界面（hygropoause）より上の成層圏ではお

互いに 10% で一致していた。

　成層圏より上の大気が成層圏に与える影響も

見逃せない。高エネルギー粒子の大気への侵入

（Energetic Particle Precipitation: EPP） の 結 果、 年

間ベースでは最大で亜酸化窒素から生成される

窒素酸化物量の 10% に相当する寄与がみられる

年もあるという発表（Funke）や、成層圏突然昇

温（Stratospheric Sudden Warming: SSW）が生じる

時期によって NOx が下層まで侵入してくる規模が

違うことが示されていた（Smith）。SSW に関して

は、国立環境研究所の秋吉氏が化学輸送モデルと

SMILES による衛星観測から 2009/10 年の北極に関

して経度方向に依存したオゾン破壊と輸送の特徴

を示した。

　最後になるが、1978 年から 2005 年まで 26 年に

亘る SAGE シリーズの衛星観測データのバージョ

ンアップが現在も行われている（Thomason）。この

ような地道な努力には頭が下がる。国際宇宙ステー

ションへの SAGE-III の搭載は来年 2015 年の半ば

までには完了しそうとのこと。太陽掩蔽観測法に

よる高い高度分解能のセンサがほぼない現状では、

これの果たす役割は大きいと思われる。

謝辞
　この海外出張は JST-JICA の SATREPS の課題に

よる受託研究費を利用しました。その課題（「南米

における大気環境リスク管理システムの開発」代

表・水野亮・名古屋大学太陽地球環境研究所教授）

では、観測の乏しい南米においてオゾン・エアロ

ゾル等の観測網を充実させることなどを目的とし

ている。その課題とは関連の薄い事項についても、

地球環境研究の一端を知る上で重要であるとの認

識から、SATREPS プログラムのご好意でそれらに

ついてもこの紙面上にて紹介させて頂いた。
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【略語一覧】

プロジェクト名など

ATTREX: Airborne Tropical Tropopause Experiment

RECONCILE: Reconciliation of essential process 

parameters for an enhanced predictability of Arctic 

stratospheric ozone loss and its climate interactions

SPARC : Stratosphere-troposphere Processes And their 

Role in Climate

SATREPS:  Science and Technology Research 

Partnership for Sustainable Development（地球規模

課題対応国際科学技術協力）

WAVAS: Water Vapour Assessment

WCRP :World Climate Research Programme（世界気

候研究計画）

衛星や搭載センサ名

AIRS: Atmospheric Infrared Sounder

CALIOP: Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal 

Polarization

GOSAT/TIR: Greenhouse Gas Observing Satellite/

Thermal InfraRed

IASI: Infrared Atmospheric Sounding Interferometer

MIPAS: Michelson Interferometer  for  Passive 

Atmospheric Sounding

MLS: Microwave Limb Sounder

MOPITT:  Measurements  of  Pol lu tan ts  in  the 

Troposphere

SAGE: Stratospheric Aerosol and Gas Experiment

SBUV: Solar Backscatter Ultraviolet instrument

SMILES: Superconducting Submillimeter-Wave Limb-

Emission Sounder

TES: Tropospheric Emission Spectrometer
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第６回温暖化リスクメディアフォーラム
研究者と科学コミュニケータによるパネルディスカッション

（一聴講者による報告）
　　　　　　　　　　地球環境研究センター　主幹　　広兼 克憲

1. 背景と経緯
　2014 年 1 月 28 日午後、コクヨ多目的ホールにお

いて、第 6 回温暖化リスクメディアフォーラムが

開催された。本フォーラムは、地球温暖化にかか

わる研究者とそれを報道するメディア関係者など

が集まり、2009 年から年 1 回行われてきた。2011

年度までは環境省環境研究総合推進費 S-5 の一環

として開催されていたが、2012 年度からは文部科

学省気候変動リスク情報創生プログラムの一環と

して開催されている。今回は「温暖化予測と影響

評価の一体的理解へ向けて」と題し、IPCC 第 5 次

評価報告書（以下、IPCC AR5）が公表されつつあ

る中、地球温暖化の影響評価と気候予測に携わる

研究者の連携、それを伝えるメディアや科学コミュ

ニケータの役割について、報告及び議論がなされ

た。参加者は研究者とメディア関係者、科学コミュ

ニケータなど 70 名程度であった。

　ここでは一聴講者である筆者からみたフォーラ

ムの様子を報告することにより、このイベントの

臨場感をお伝えしたい。

2. 講演の概要
　冒頭、海洋研究開発機構の河宮未知生プロジェ

クトマネージャーによる趣旨説明に引き続き、茨

城大学の三村信男教授は、温暖化によるアジア・

オセアニア域の水没域分布の予測結果などを説明

し、日本における適応策は地域の課題であるため、

科学者と地域コミュニティ（地方自治体など）と

の双方向アプローチが必要と強調した。京都大学

の田中賢治准教授は、水資源統合モデルによる影

響評価において、将来の水資源量と水ストレスの

変化は必ずしも一致しないことを指摘し、適応策

をとる際の注意を促した。名古屋大学の坪木和久

教授は、台風強度とその長期変動について、特に

台風の最大強度を高精度で推定する研究を進めて

いること、モデル実験によれば温暖化した環境で

は台風の最大強度が増すことが示唆されていると

報告した。

3. パネルディスカッション
　講演の後に、河宮未知生プロジェクトマネー

ジャーをモデレータ、3 名の講演者に加えて筑波大

学の鬼頭昭雄主幹研究員、日本科学未来館の松岡

均科学コミュニケータがパネリストとなり、ディ

スカッションが行われた。

（1）台風の強度・頻度は？

　冒頭、鬼頭主幹研究員は、IPCC AR5 の WG1 報

告書によれば、台風の最大強度とそれがもたらす

雨の量はともに増大することを報告した。これ

を受けて会場のメディア関係者から手が上がり、

IPCC では強い台風の将来の増加を『どちらかと言

えば』と表現している箇所があるが、これは世界

的に研究が不足しているからで、日本では台風の

研究が特に進んでいて、よりはっきりしたことが

いえるのではないか、との質問が投げかけられた。

　鬼頭主幹研究員は、IPCC は一つの研究（例えば

写真 1　会場の様子（写真提供：海洋研究開発機構）
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日本の研究）だけでは信頼度が低いと判断するが、

日本の研究プログラム（文科省で 2011 年度まで行

われた「革新プログラム」）の成果として発表する

のであれば、その内容には自信があるとした。

　さらに、会場から 2013 年のフィリピンのスー

パー台風ハイエンは、たまたま起きた現象なのか、

海面水温上昇などの状況により起こるべくして起

きたのか、日本まで来る可能性があるのかという

質問があった。

　これに対して、坪木教授は、個々の現象を温暖

化と一対一で関連付けて判断するのは難しいと前

置きした上で、今回は海面水温が平年に比べて特

に高くはなかったが、海の深層部ではかつてより

高くなっており、これは温暖化の影響と考えられ

るとした。ただし、日本のような高緯度地域には

その海面水温とあわせても、近い将来にスーパー

台風がやってくるとは考えにくいが、海面水温が

今より 2 ～ 3℃上昇すればその可能性は出てくると

した。

　さらに、スーパー台風について、将来の発生頻度、

日本への上陸の可能性が今後高まるのかと質問に

対しては、将来の台風の最大強度は増大し、勢力

を保ったまま上陸する可能性があるとした。

（2）情報提供：科学者・メディアの役割は？

　松岡科学コミュニケータは、アンケートによれ

ば、信頼できる情報源として「研究者」を多くの

方があげていることを紹介した。地球温暖化の影

響等について科学館の現場で一般の人の声を直接

聞いている担当者からは、コミュニケーションの

観点から、研究者にはその情報の不確実性を示し

た上で説明してほしいし、メディアにはその情報

にわからないことがどの程度含まれているのかを

示した上で伝えてほしいとのコメントがあった。

　また、日本科学未来館の中で行われた 15 人の非

専門家と科学コミュニケータとのミニトークの中

で明らかになったこととして、例えば、「温暖化を

疑う人は誰の発言も信じない」傾向があることが

紹介された。河宮マネージャーから、そのような

人は懐疑論主張者の言うことも信じないのかとの

質問があり、どっちを信じて良いかわからないか

ら信じないようだとの回答があった。そして、個

人の判断には価値観が含まれるので、コミュニケー

タは研究者からの情報をバイアスなしに伝えて、

判断はその人に任せるべきとした。

　三村教授は、現実に起きている異常気象が、自

然現象なのか温暖化のせいなのかはっきりさせて

くれと迫られる傾向があるが、自然の複雑な変動

に人間が起こした温暖化が上乗せされているよう

な状況については、人が生きている短いタイムス

ケールでははっきりとした結論が出にくいと説明

しているとした。そのうえで、個々の現象につい

て温暖化の寄与がどれくらいあるかは言えなくて

も、そういう現象が起きる総体（例えば個々の台

風ではなく、台風一般）について、温暖化の寄与

がどれくらい含まれているかぐらいは言えるよう

に科学はチャレンジすべきとも語った。

　会場の研究者から、最近、創生プログラムの中

では特定の異常気象について、どのくらい温暖化

の影響があるかを説明可能な研究成果が出てきて

いるが、不確実性が高い問題であるため、数値が

独り歩きしないように前提条件や背景などを含め

て伝える注意が必要であるとの説明があった。

　鬼頭主幹研究員は、IPCC の AR5 で評価したモ

デルのすべてが個々の積乱雲を評価できていない

など、シミュレーションは完全ではないし、信頼

度には限界があるが、それでも言えることはある

と述べた。

　会場の参加者（研究者）から、マスメディアに

対しては例えば 10 秒でコメントをしなければなら

ない場合があるので、シミュレーションの信頼度

などの情報をそこに含めることは不可能であり、

ネット上や書籍などで階層的に詳しい情報を用意

するなどの工夫が必要であるとの意見があった。

（3）洪水の可能性・影響は？

　会場からの「2011 年のタイのような洪水は日本

でも起こり得るのか？」との問いに対して、三村

教授は、日本とタイとでは地形が異なり、タイと

同じような洪水は日本では起こらないとしたうえ

で、2011 年に紀伊半島で起きた 4 日間で 2,000 ミ

リもの降雨による土砂崩れのようなことは、昔は

なかったと思われるが、今後も起きる可能性があ

ると述べた。
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　田中准教授は、2013 年、京都市嵐山で洪水が起

こったが、状況次第では宇治市一帯が浸水する可

能性もあったとコメントした。

　これに関連して、会場から、災害への対処方法

がわからないと拒否反応が起こりやすいので、受

け止め方も合わせて伝えてもらえるとよいとの意

見があった。

　閉会の挨拶として、国立環境研究所の住理事長

が、通常の会話でも情報は正確には伝わらないこ

とが多く、説明者はそれを認識する必要がある。

昔は情報の絶対量が少なく、情報を吟味する時間

もあったが、現在はあまたの情報があふれ、考え

る時間も不足している。ツイッターのような短い

情報くらいしか、伝達されないのかもしれない。

サイエンスには、それを検証できる透明性が必要

である。再現に必要な情報が膨大であっても WEB

を情報源とすれば不可能ではない。一方、人間は

不確実な状況でも判断しなければならないときが

ある。しかし、1,000 年に一度起きるとわかってい

ても、それにどこまで備えるべきか結論は出にく

いと締めくくった。

4. 最後に
　筆者は前世期、中央省庁の職員（官僚）であった。

このフォーラムを聴いていて、感じたことを少し

述べさせていただきたい。前世期までは、マスメ

ディアで解説をする者は、その問題を管轄する省

庁の官僚が多かったように思う。官僚は、担当業

務について予算獲得・利害調整・ルール作りなど、

他者に説明して理解を得る仕事が多いので、解説

は得意なはずであるが、立場上慎重な物言いをす

るのでわかりにくいこともある。昨今、一部の官

僚の不祥事から生じた不信感からか、マスメディ

アは解説者を官僚から専門家（研究者）にシフト

させている。その結果、研究者の解説・コミュニケー

ション能力に注目が集まってきた。しかし、研究

者（専門家）が使う日本語だけでは、非専門家を

理解させられないことも多い。その典型が、先の

福島第一原子力発電所事故の解説である。あの事

故が起きた時、科学者たちがマスメディアに登場

して慣れない解説を試みたが、短時間でわかりや

すく解説できた科学者はほとんどいなかった。こ

れは、原子力に関する教育が、物理や化学の教科

書の末尾におかれ、教育水準が高い日本人にさえ

も十分浸透していなかったせいもあると思われる。

ちょうど世界・日本の近現代史の授業が日本の中

学・高校では後回しになり、被教育者の理解が十

分でないことと似ている。

　これからの科学コミュニケーションで説明者が

理解すべきは、「共有可能な言葉・多くの人が理解

できるたとえ話」ではないかと思われる。コミュ

ニケータが学校教科書に精通していたら、何を共

通の知識として語るべきかがわかるはずである。

現在「環境」という科目は日本にないが、「理科」「数

学」「社会」「物理」「化学」「生物」「地学」など現

存する科目と結びつけて説明することが重要では

ないかと感じた。例えば、植物の光合成は現在で

も小学校高学年時に勉強している（年配の方でも

炭酸同化作用といえば通じる）が、地球温暖化と

光合成が深くかかわることを知っている人は少な

いし、二酸化炭素の年間濃度が光合成により大き

く変動することを知る人はもっと少ない。しかし、

適切な言葉で説明すれば、これらはほとんどの人

が理解できる。

　英語を学ぶときに辞書が必要であるが、自然科

学をベースに環境問題を理解するときの辞書は通

常は高校までの教科書であろう。科学コミュニケー

タ、そして研究者は市民に説明する際にこの点も

考慮しておかなければならないだろう。
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地球環境研究センタースパコン事務局だより
－平成 25年度成果報告会を開催しました－

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　研究支援係

　地球環境研究センター（以下、センター）は、

12 月 19 日（木）に国立環境研究所（以下、研究所）

交流会議室で平成 25 年度スーパーコンピュータ利

用研究報告会（以下、報告会）を開催した。研究所は、

将来の気候変動予測や影響評価予測モデル等の研

究開発、各種モデル改善ための基礎研究などを支

援する目的で、スーパーコンピュータ（以下、ス

パコン）を所内に整備・運用し、所内外の環境研

究者に計算資源を提供して、大気・海洋モデリング、

気候変動予測、温室効果ガス観測技術衛星 GOSAT

のデータ処理、地球型惑星流体力学、その他さま

ざまな分野で数々の研究成果を生み出してきた。

　研究所には、スパコンの利用計画・運用基本方

針などを審議する「スーパーコンピュータ研究利

用専門委員会」（以下、専門委員会）が設置されて

おり、スパコンの研究利用を希望する所内外のユー

ザは、年度初頭に 研究課題の利用申請を行い、所

内のスーパーコンピュータ利用研究審査ワーキン

ググループ（以下、審査 WG）による審査を経て、

さらに専門委員会の意見を踏まえ、スパコンの研

究利用の可否を判定される。利用が認められたユー

ザは、年に一度の報告会で報告を行う。

　センターが主催する報告会は、毎年、所内及び

所外利用の課題代表者（又はその代理の報告者）

によって行われる。今回は、所内 11 課題に加えて

所外 7 課題、計 18 の研究課題の成果発表（終了課

題 1 を含む）に対して、所内外から合わせて約 80

名の参加があった（表紙写真）。

　各課題の報告者から、平成 24 年度の研究成果

および平成 25 年度の中間結果についての報告が

行われ、最新の研究成果および今後の展望と利用

研究におけるスパコンの重要性が述べられた。今

回報告された内容は、地球環境若しくはその一部

をコンピュータ内で仮想的にモデル化し、気候変

動のメカニズムについての様々な理解を進める複

数の研究成果、オゾン層や広域的な大気汚染のメ

カニズム理解又は将来予測、化学物質の水産資源

への曝露評価、人工衛星データから地上からの温

室効果ガス排出を推定する試み、風と海との力学

的相互作用と運動量の計算、さらには希少野生生

物のゲノム解析、そして火星におけるダスト循環

のシミュレーション等々、実に多岐にわたる。汎

用のコンピュータでは能力的に計算ができなくな

り、スパコンでチャレンジしたいという課題も複

数あった。

　これら報告に続く討論も活発に行われた。質問

は専門委員会委員のみならず関係研究者からも出

され、様々な立場からの多くの貴重な意見により、

スパコン利用をさらに発展させ、環境研究を進め

る機会とすることができた（写真 1）。

　当日報告された内容の詳細については、セン

ターのウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/ja/

activities/supporting/supercomputer/index.html） を 参

照されたい。上記サイトには、平成 25 年度分のほ

か、過去の報告会における発表内容に関する情報

も掲載されている。

　なお、昨年 6 月から研究所のスパコンシステム

が更新され、新しいベクトルマシンが導入された。

計算速度等のスペックがトップレベルというよう

写真 1　質疑応答はさまざまな観点から行われた

http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/supporting/supercomputer/index.html
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表 1　平成 25 年度スパコン利用研究報告会の発表者および研究内容一覧表：平成25年度スパコン利用研究報告会の発表者および研究内容一覧

課題名
前年度の成果および
今年度の中間報告/
終了報告

課題代表者 所属

実際の報告
者
(課題代表者
と異なる場合
のみ記載）

所属

1
気候変動予測における不確実性
伝播過程に関する研究

前年度の成果および
今年度の中間報告

塩竈 秀夫
国立環境研究所
地球環境研究センター

2
広域大気汚染構造の理解と対策
評価に関する研究

前年度の成果および
今年度の中間報告

永島 達也
国立環境研究所
地域環境研究センター

3
MIROCモデルをベースにした化
学気候モデルの開発とオゾン層
の将来予測

前年度の成果および
今年度の中間報告

秋吉 英治
国立環境研究所
地球環境研究センター

4
GOSATによる濃度データの高精
度モデル予測と温室効果ガスの
地表面吸収排出量の推定

前年度の成果および
今年度の中間報告

Shamil
Maksyutov

国立環境研究所
地球環境研究センター

齊藤　誠
国立環境研究所
地球環境研究センター

5
CAI衛星解析とモデルシミュレー
ションの統合システムの構築

前年度の成果および
今年度の中間報告

中島 映至
東京大学
大気海洋研究所

及川 栄治
東京大学
大気海洋研究所

6
NICAMによる雲降水システムの
研究

前年度の成果および
今年度の中間報告

佐藤 正樹
東京大学
大気海洋研究所

沢田 雅洋
東京大学
大気海洋研究所

7
全球気候モデルMIROCの陸域過
程の精緻化及びそれを用いた大
気陸面相互作用の研究

終了報告 花崎 直人
国立環境研究所
地球環境研究センター

8
高度な陸域要素モデルの開発と
それを用いた全球スケールの気
候変動研究

前年度の成果および
今年度の中間報告

伊藤 昭彦
国立環境研究所
地球環境研究センター

9
風波乱流中の気液界面を通して
の運動量とスカラ輸送に及ぼす
砕波と降雨の影響

前年度の成果および
今年度の中間報告

小森 悟
京都大学大学院
工学研究科

10 希少野生動物のゲノム解析
前年度の成果および
今年度の中間報告

中嶋 信美
国立環境研究所
生物・生態系環境研究
センター

遠藤 大二
酪農学園大学
獣医学類

11
気候モデルMIROCおよび氷床力
学モデルIcIESを用いた過去と将
来の気候モデリング

前年度の成果および
今年度の中間報告

阿部 彩子
東京大学
大気海洋研究所

吉森 正和
東京大学
大気海洋研究所

12
GOSATデータ処理運用システム
における確定再処理用参照デー
タの作成

前年度の成果および
今年度の中間報告

網代 正孝
国立環境研究所
地球環境研究センター

13
陸域炭素循環モデルと衛星観測
データの融合実験

前年度の成果および
今年度の中間報告

市井 和仁
国立環境研究所
地球環境研究センター

14
高分解能でのリモートセンシング
解析情報を用いた土地利用モデ
ルシミュレーション

前年度の成果および
今年度の中間報告

山形 与志樹
国立環境研究所
地球環境研究センター

瀬谷 創
国立環境研究所
地球環境研究センター

15
樹木年輪セルロースの酸素同位
体を使った気候モデルMIROCの
気候変動再現性評価

前年度の成果および
今年度の中間報告

栗田 直幸
名古屋大学大学院
環境学研究科

16
海洋混合層スキームの高度化と
流動・水質・生態系シミュレーショ
ンへの応用

前年度の成果および
今年度の中間報告

東 博紀
国立環境研究所
地域環境研究センター

古市 尚基
国立環境研究所
地域環境研究センター

17
全球多媒体モデルを用いた残留
性有機汚染物質の海洋水産資源
への曝露評価手法の開発

前年度の成果および
今年度の中間報告

河合 徹
国立環境研究所
環境リスク研究セン
ター

18
系外惑星大気シミュレーションモ
デルの開発:火星ダスト循環過程
の実装実験

前年度の成果および
今年度の中間報告

石渡 正樹
北海道大学大学院
理学研究院
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な大きなスパコンシステムではないが、昨年は 2

度にわたるユーザ説明会を行うなど、手厚いサ

ポートと安心して利用できる研究用スーパーコン

ピュータシステムをめざし、ノウハウのさらなる

蓄積を進めている。今後の環境研究の発展に、こ

の研究所スパコンシステムが利用され、大きな成

果を上げることを願ってやまない。

■□■□■　関 連 記 事 　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□スーパーコンビュータ利用研究報告会に関する最近の記事は以下からご覧いただけます。

○山岸孝輝「平成 20 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会」2009 年 1 月号
○山岸孝輝「平成 21 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会」2010 年 1 月号
○山岸孝輝「平成 22 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会」2010 年 12 月号
○野口孝明「平成 23 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会」2012 年 1 月号
○野口孝明「地球環境研究センタースパコン事務局だより－平成 24 年度成果報告会を開催しました－」

2013 年 2 月号

地球環境研究センター出版物等の紹介
　地球環境研究センターから発行されている出版物をご希望の方は、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。ご参考までに 2011 年以降に発行された出版物は次ペー
ジのとおりです。2010 年以前に発行されている出版物および送付方法等につきましては、上記ウェブサ
イトを参照してください。

【申込先】
　国立環境研究所 地球環境研究センター 交流推進係
　〒 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/publications/news/vol19/vol19-10.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol20/vol20-10.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol21/vol21-9.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201201/254008.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201302/267009.html
http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/supporting/publications/report/index.html
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　出版物はテーマ別になっております。
D：データベース関連　　I：研究の総合化および総合化研究関連　　M：モニタリング関連

（＊は在庫なし）

CGER No. タ  イ  ト  ル 

I114-2014 

I113-2013 

I112-2013 

I111-2013 
I110-2013 
I109-2013 
I108-2013 

I107-2012 

I106-2012 

I105-2012 
I104-2012 
I103-2012 

D042-2011 

I102-2011 

I101-2011 
I100-2011* 
I099-2011 

I098-2011 

I097-2011 

CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.20 
 Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics 

in the Catchment of East Asia (Part IV) 

国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報 平成24年度

 NIES Supercomputer Annual Report 2012 
地球環境観測データとモデル統合化による炭素循環変動把握のための研究ロー

ドマップ

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2013年4月
National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN April, 2013 
地球温暖化研究のフロントライン  －最前線の研究者たちに聞く－

CGER’S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.19 
 Numerical Simulations of Turbulence Structure and Scalar Transfer across 
 the Air-Water Interfaces 

Proceedings of the 10th Workshop on Greenhouse Gas Inventories in Asia (WGIA10) 
 －Capacity building for measurability, reportability and verifiability－
 10-12 July 2012, Hanoi, Vietnam 
国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報 平成23年度

 NIES Supercomputer Annual Report 2011 
日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2012年4月
National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN April, 2012 
CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.18 

Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics 
in the Catchment of East Asia (Part III) 

Greenhouse Gases Emissions Scenarios Database
 －Contribution to the IPCC Assessment Reports－
Proceedings of the 9th Workshop on Greenhouse Gas Inventories in Asia (WGIA9) 

— Capacity building for measurability, reportability and verifiability —
13–15 July 2011, Phnom Penh, Cambodia 

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2011年4月
National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN -April, 2011- 
国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報 平成22年度

NIES Supercomputer Annual Report 2010 
CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.17 

Atmospheric Motion and Air Quality in East Asia 
CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.16 

Idealized Numerical Experiments on the Space-time Structure of Cumulus 
Convection Using a Large-domain Two-dimensional Cumulus-Resolving Model 
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最近の研究成果

　　　　　　　　　　

海陸の温度コントラストを通した
夏季東アジアの気候変動メカニズムの解明

地球環境研究センター気候モデリング ・ 解析研究室　特別研究員　　釜江 陽一

　日本列島をはじめとした東アジアは、ユーラシ

ア大陸と太平洋の境界に位置しています。東アジ

アの夏の気候は、オホーツク海高気圧と小笠原高

気圧、それに挟まれた梅雨前線によって特徴づけ

られます。例年よりオホーツク海高気圧が強い年

には、北日本に冷たい北東気流（ヤマセ）が吹き

込み、稲作に多大な影響を及ぼすことが知られて

います。

　過去 63 年間の観測データと、気候モデルによる

21 世紀の気候予測実験の結果から、大陸・海洋の

温度コントラストの変動が、夏の東アジア気候の

変動にとって重要な鍵であることがわかりました。

観測データから、年ごとの気候の特徴を調べると、

海上より大陸上が暖かい年には、海陸の温度差に

従って北日本に北東気流が吹き込みます。地球温

暖化が進行した 21 世紀には、海上よりも大陸上の

温度上昇が大きいと予測されていて、これに従っ

て日本に吹き込む北東気流が強まる傾向にあるこ

とがわかりました。これらの傾向は、世界のあら

ゆる気候モデルに共通した特徴として認めること

ができます。

　私たちはさらに、大陸上の大きな昇温と大気の

流れが変わる要因を調べ、夏の東アジアの気候が

どのように変わっていくのか、調査を進めていま

す。

【本研究の論文情報】
タイトル：Summertime land-sea thermal contrast and 

atmospheric circulation over East Asia in a warming 

climate--Part I: Past changes and future projections

著者：Kamae Y., Watanabe M., Kimoto M., Shiogama H.

掲載誌：Clim. Dynam., (2014) DOI: 10.1007/s00382-

014-2073-0.

図 1　世界の 16 の気候モデルを用いて予測した、地

球温暖化時の夏季の対流圏気温（陰影）、対流圏上層

の高度場（等値線）、対流圏下層の大気循環場（矢印）

の変化。
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波照間島での大気観測に基づく
中国からのメタンと一酸化炭素排出量の推定

地球環境研究センター　主席研究員　　遠嶋 康徳

地球環境研究センター　向井 人史、 谷本 浩志、 マクシュートフ シャミル、

　　　　　　　　　　　　　　　 勝又 啓一、 町田 敏暢

　波照間島では冬季を中心に、二酸化炭素やメタ

ン、一酸化炭素等の大気中濃度がほぼ同時にピー

ク状に増加する現象がしばしば観測されます。こ

れは、季節風の影響で大陸から汚染された空気塊

が風下に位置する波照間島に到達するためです。

そこで、冬季のデータ（注 1）を用いて二酸化炭素

に対するメタンおよび一酸化炭素の変動比を調べ

たところ、過去 10 年程度の間にメタン・一酸化炭

素の変動量が相対的に減少していることが分かり

ました（図 1）。これは、経済成長の著しい中国で

化石燃料消費量が増大し、風下での二酸化炭素変

動量が増加したことに起因します。ところで、化

石燃料起源の二酸化炭素放出量はエネルギー統計

等から比較的正確に推定できますが、発生源が多

岐にわたるメタンや一酸化炭素の放出量を推定す

ることは難しいとされています。そこで、化石燃

料起源の二酸化炭素放出量は正しいと仮定し、大

気輸送モデルを用いて再現される波照間における

変動比が観測結果と一致するようにすることで、

中国からのメタンおよび一酸化炭素の放出量を推

定しました。その結果、メタンの年間放出量（注 2）

が過去 10 年間で毎年約 1TgCH4（注 3）の割合で増

加していることが分かりました。一方、一酸化炭

素は 2005 年頃までは増加傾向にあったものが、そ

れ以降横ばいか減少傾向にある可能性が示唆され

ました。多くの仮定（注 4）に基づく推定でまだま

だ不確かさは大きいのですが、本研究の結果は排

出インベントリに基づく推定値の検証にも役立つ

と期待されます。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）具体的には 11 月から 3 月までの 5 カ月間のデー

タを使用している。

（注 2）正確には水田以外の人為起源発生源からのメ

タンの年間放出量を推定している。

（注 3）1TgCH4 とはメタン百万トン。

（注 4）「化石燃料起源の二酸化炭素放出量は正しい」

という仮定の他に、陸上生物圏および海洋の二酸化

炭素フラックスは気候値を用い年々変動はないと仮

定している。また、大気輸送の年々変化の影響も考

慮していない。

図 1　波照間ステーションで観測された大気中二酸化炭素濃度に対する (a) メタン、および、(b) 一酸化炭素の

変動比の経年変化。各点は 11 月から 3月までの 5カ月間の平均値を表している。
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【本研究の論文情報】
タイトル：Temporal changes in the emissions of CH4 

and CO from China estimated from CH4/CO2 and CO/

CO2 correlations observed at Hateruma Island

著 者：Tohjima Y., Kubo M., Minejima C., Mukai H., 

Tanimoto H., Ganshin A., Maksyutov S., Katsumata 

K., Machida T., Kita K.

掲 載 誌：Atmospheric Chemistry and Physics (2014) 

doi:10.5194/acp-14-1663-2014.

図 2　推定された中国からの (a) メタン（水田以外の人為起源発生源からのメタン）、および、(b) 一酸化炭素の

放出量の経年変化。比較のために排出インベントリに基づく他の研究による推定値もプロットしてある。
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　森林伐採が地球温暖化に大きく関連していると

考えられるようになってから、地方自治体レベル

でも森林による二酸化炭素吸収への関心が高まり、

森林面積だけでなくその炭素蓄積量の高空間分解

能での観測技術が求められつつある。そこで私た

ちは、航空機に搭載するライダーという観測機器

を利用して高精度な森林資源地図を作ることを、

横浜市全域をテスト地域として試みた。ライダー

とは、レーザ光で地上を照射することで樹木や建

物などの高さを計測できるもので、近年発達して

きた技術である。

　ライダーで計測した樹高から森林資源量を推定

できるよう、まず地上調査を行って両者の関係式

を作成した（図 1）。次に、この関係式を使うこと

で森林資源地図を作った（図 2）。この地図の解像

度は 5m × 5m という詳細なものである。ここでの

森林資源量とは、樹木の乾燥重量（水分を除いた

重量）が 5m × 5m の範囲内に何トンあるかを表す

バイオマスと呼ばれる量で示している。この地図

から、横浜市に賦存する森林バイオマスは全体で

約 91 万トンであることが分かった（根の部分は除

く）。このような方法は、都市などに散在する森林

資源量を高い空間分解能で高精度に把握するため

の有力なツールとなることが示された。

【本研究の論文情報】
タイトル：Forest biomass mapping with airborne LiDAR 

in Yokohama City.

著者：Hayashi M., Yamagata Y., Borjigin H., Bagan H., 

Suzuki R., Saigusa N.

掲載誌：写真測量とリモートセンシング , 52(6)，

306-315, 2013.

図 2　航空機搭載ライダーを利用した横浜市の樹高地図（左）と森林バイオマス地図（右）

航空機搭載ライダーを利用した横浜市の森林資源地図の作成

地球環境研究センター陸域モニタリング推進室　高度技能専門員　　林 真智

図１　地上調査によって作成した、樹高と林分材積（樹木

の占める体積のことでバイオマスへ換算可能）との関係式

■平均樹高－幹材積（ha換算）

0 0 0
1 0.5788 5.4143
2 1.1576 15.74449
3 1.7364 29.39741
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7 4.0516 108.391
8 4.6304 133.1377
9 5.2092 159.6158

10 5.788 187.7337
11 6.3668 217.4138
12 6.9456 248.5887
13 7.5244 281.1998
14 8.1032 315.1951
15 8.682 350.5281
16 9.2608 387.157
17 9.8396 425.0438
18 10.4184 464.1539
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　海洋は地球上で最大の自然 CO2 吸収源であり、

人為起源 CO2 の約 3 割に相当する毎年 2.3 GtC（ギ

ガトン＝ 10 億トン炭素換算 CO2）程度が海洋に吸

収されていると見積もられています。しかしなが

ら、海洋中の CO2 濃度は、海域や季節によって大

きく変化しています。私たちは、前回の論文で、

国立環境研究所が行っている海洋表層 CO2 分圧（地

球環境豆知識参照）の測定結果から、2002 年 1 月

～ 2008 年 12 月の北太平洋表層全炭酸濃度（注 1）

の広域マップを作成し、それを用いて、全炭酸濃

度の季節変化の詳細を明らかにしました（地球環

境研究センターニュース 2013 年 12 月号参照）。そ

こで、今回の論文では、全炭酸濃度の年々変化を

明らかにし、気候変動との関係を調べました。

　その結果、北太平洋の水温場やその上空の大気

場の年々変化として知られている北太平洋 10 年規

模振動（Pacific Decadal Oscillation: PDO、注 2）に

伴い、全炭酸濃度は、東西で逆符号の変化をする

ことが分かりました。図は、1 年を通して、PDO

が正であった 2003 ～ 2004 年と、PDO が負であっ

た 2008 年の全炭酸濃度分布、および、両者の差を

示しています。PDO が正の時は、負の時に比べて、

西部で濃度が高く、東部で低くなっていました。

そして、これらの変化は、PDO に伴う、水平方向

の流れや降水量、鉛直的な混合強度の変化で、大

部分を説明することができました。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）海水中に分子・イオンとして存在している

CO2 の総量

（注 2）太平洋各地で海水温や気圧の平均的状態が、

10 年以上の周期で変動する現象

【本研究の論文情報】
タ イ ト ル：North Pacific dissolved inorganic carbon 

variations related to the Pacific Decadal Oscillation

著 者： Yasunaka S., Nojiri Y., Nakaoka S., Ono T., 

Mukai H., Usui N.

掲 載 誌： Geophysical Research Letter, 2013, 

DOI:10.1002/2013GL058987.

図１　2003 ～ 2004 年（a）と 2008 年（b）の全炭酸

濃度分布と、その差（c）

北太平洋表層の二酸化炭素分布の年々変動が明らかに

地球環境研究センター　特別研究員　　安中 さやか

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201312/277001.html


－ 26 － － 27 －

地球環境研究センターニュース　Vol.24　No.12（2014年3月）

　表層海水中の pCO2 というのは、二酸化炭素（CO2）について海水と平衡になっている空気（平
衡空気）中の CO2 分圧を意味しています。
　大気海洋間で CO2 のやりとりを考える際には、大気と海洋の境界に（ごく薄い）平衡空気の層
があるとみなします。そして、境界内の平衡空気中の CO2 と、境界外側の大気中 CO2 の分圧差 (
ΔpCO2) によって CO2 のやりとりが行われます（ΔpCO2 ＝表面海水pCO2 －大気pCO2）。そのため、
観測すべきなのはその平衡空気中の CO2 濃度（pCO2）と境界外の大気 CO2 濃度になります。大気
の CO2 濃度の測定は通常の方法を用いますが（たとえば、地球環境研究センターニュース 2012 年
7 月号および 8 月号掲載の「長期観測を支える主人公—測器と観測法の紹介－ 2 透明人間！であ
るガスを測定する方法－ NDIR：二酸化炭素の場合—」を参照）、pCO2 観測では海水を平衡器と呼
ばれる装置に通して、平衡器内の空気と海水を平衡状態にし、その空気の CO2 濃度を測定してい
ます。（海水中 CO2 の測定については、地球環境研究センターニュース 2012 年 10 月号に掲載され
た記事「長期観測を支える主人公－測器と観測法の紹介－ 3 海洋に溶ける温室効果気体の挙動を
探る：海洋二酸化炭素濃度測定システム」を参照下さい。）通常、CO2 濃度は乾燥空気中の濃度を
基準としており（xCO2 と呼ばれる、通常 ppm 単位）、測定の際には除湿を行う必要がありますが、
海水に対する平衡空気は飽和水蒸気を含んでいますので、湿度 100% の湿潤空気の基準に直すため、
現場の気圧から水蒸気圧を差し引いて補正を行います。表層海洋の pCO2 を表す単位は、伝統的に
µatm がよく用いられています。

　pCO2 = xCO2 ×（現場気圧 P －飽和水蒸気圧 pH2O）
ここで、pCO2 は CO2 を理想気体として扱っていますが、実在気体として換算した fCO2（CO2 フ
ガシティー）も同じように用いられています。
　fCO2 は pCO2 に比べて約 0.3% 程度小さく、CO2 濃度が 400ppm の空気であれば、その違いは 1.2 
µatm 程度になります。国立環境研究所（以下、国環研）では貨物船に協力をいただいて北太平洋

（日本－アメリカ間）と西太平洋（日本－オセアニア間）の pCO2 観測を行っていますが、世界各
国の研究機関でも貨物船や観測船を用いて、北は北極海から南は南極海まで、様々な海域で海水
中 pCO2 観測を行っています。そこで、これまで得られた観測データを統合して統一的な基準で品
質確認を行うために、Surface Ocean CO2 ATlas （SOCAT: http://www.socat.info）が 2007 年に発足し、
国環研は北太平洋（北緯 30 度以北）を担当する責任機関として観測データの品質確認を行いまし
た。 2011 年 9 月には 1967 年から 2007 年までの品質確認済みpCO2 観測生データと格子化データ（空
間解像度 1 度、時間解像度ひと月）が SOCAT  ver. 1.5 として一般向けに公開されました。さらに
2013 年 6 月にはより多くの研究機関が参画し、2011 年までの観測データを収録した SOCAT ver. 2
が公開されました。提供されたデータは現在多くの研究者に利用されており、解析が進めばこれ
まで把握が困難だった海水 pCO2 分布や大気海洋間 CO2 交換量分布の長期変動について新しい知
見が得られるのではないかと期待されています。

（地球環境研究センター大気・海洋モニタリング推進室　研究員　　中岡 慎一郎）

  CO 
～ 地球環境豆知識 (26) ～

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

オークリッジ国立研究所
～ 地球環境豆知識 (20) ～

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

p 2

  CO 
～ 地球環境豆知識 (26) ～

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

オークリッジ国立研究所
～ 地球環境豆知識 (20) ～

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

p 2

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201207/260005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201210/263006.html


－ 28 － － 29 －

地球環境研究センターニュース　Vol.24　No.12（2014年3月）

http://www.3r-teitanso.jp/
http://www.3r-teitanso.jp/


－ 28 － － 29 －

地球環境研究センターニュース　Vol.24　No.12（2014年3月）

アクセスランキング

　　　　　　　　　　2013年 9月～ 2014年 2月累計

　　　　　　　　　　2012年 8月～ 2013年 1月累計、2011年 8月号以降の記事
順位 タイトル 執筆者等 掲載号

　２ 長期観測を支える主人公―測器と観測法の紹介―（2）：
透明人間！であるガスを測定する方法―NDIR：二酸化
炭素の場合― その 1

地球環境研究センター 
副センター長 向井人史 2012 年 7 月号

　１

「地球温暖化は進行しているのか？」研究者とメディア
関係者の対話

岡山大学大学院自然科学研究
科 教授 野沢徹・地球環境研
究センター 気候変動リスク
評価研究室 研究員 横畠徳太

2013 年 4 月号

　３

「400ppm」の報道で考える
二酸化炭素の濃度の限界はいくらなのか？

地球環境研究センター長 向
井人史

2013 年 8 月号　６

国際研究プログラム Future Earth への日本の対応

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・地球環境研究セン
ター 副センター長 三枝信子

2013 年 10 月号

１０

平成 24 年度国立環境研究所夏の大公開「ココが知りた
い地球温暖化」講演会概要（1） 地球温暖化はどれくら
い「怖い」か？（講師：江守正多）

文責：編集局 2012 年 9 月号

　８

どーなってるの地球温暖化！ ココが知りたい生パネル 
—人類は地球温暖化を止めることができるのか—

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

2013 年 9 月号

　４ 気候変動枠組条約第 18 回締約国会議（COP18）および
京都議定書第 8 回締約国会合（CMP8）報告 政府代表団
メンバーからの報告（1）：第二約束期間スタート、将来
枠組みに向けた作業の骨格も明らかに

地球環境研究センター 温室
効果ガスインベントリオフィ
ス 高度技能専門員 畠中エル
ザ・ホワイト雅子

2013 年 2 月号

　９

全国環境研協議会・酸性雨広域大気汚染調査研究部会

北海道立総合研究機構 環境
科学研究センター （酸性雨広
域大気汚染調査研究部会委
員）野口泉

2012 年 6 月号

　５

気候変動と食料生産の将来予測に向けて
地球環境研究センター 気候
変動リスク評価研究室 研究
員 横畠徳太

2012 年 4 月号

　７ 21 世紀末の日本の気候予測 気象庁地球環境・海洋部 調
査官 及川義教

2013 年 10 月号

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201304/269001.html
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http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201302/267001.html
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http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201308/273002.html
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http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275002.html
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