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地球環境研究センターは創立25周年を迎えました

　開設以来 25 年の歴史

は研究所と地球環境研究

センター（以下、CGER）

の刊行物に詳しい。ここ

では開設の頃の私の思い

を振り返り、これからの

25 年のよすがとする。

　私は旧国立公害研究所

が国立環境研究所（以下、

国環研）に改組された 1990 年 4 月に副所長（地球

環境研究センター長兼務）として着任した。

　国環研の新組織では地球環境を担うプロジェク
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研究部門と学術分野別の基礎研究を担う基礎研

究部門を 2 本の柱としていた。

　地球環境研究をプロジェクトとして実施するこ

とに危惧を覚えた。「プロジェクト」とは目的達成

までの活動予定が企画（project）され、それに沿っ

て実施される期限付きの活動をいう。そこには過

去の成果が投影（project）され ､ その意味で過去を

引きずる。当時は地球環境についての知見は世界

的にも僅かで引きずるに値しない。

　来訪外国人に「地球環境研究をプロジェクトで…」

というと例外なく怪訝な顔をする。私は外国人向

けては「プロジェクト」に換えて、将来に開けた

響きをもつ「プログラム」を使った。

　1990 年秋に開設された CGER の活動についても

同じ思いがあった。課せられた「地球環境研究の

総合化」、「地球環境研究の支援」および「地球環

境のモニタリング」という活動に対して僅か数名

の定員では、過去を整理できても将来への展望は

ない。

　これらの活動を将来に向けて展開するために、

10 月 1 日の開所式で、地球環境研究は「自律分散

型（注 1）巨大研究」であり CGER の任務は自律

的活動の間の協調支援にあると語った。10 月 26 日

の開所記念講演会では，開かれた協調支援の具体

的な姿として「データの共有」、「手段の共有」お

よび「モデルの共有」を行とし、CGER の 3 つの

任務を列とする行列を掲げた。念頭に US Global 

Climate Research Program（GCRP）に比肩できる日

本版研究プログラムの設定があった。

　開所記念講演会での名古屋大学の樋口敬二教授

のシベリアのタイガの状況についての講演に井上

研究管理官が強い関心をもち、シベリアでの環境

観測事業につながった。

　CGER 管理運営の一切を総括研究管理官の西岡

秀三氏にお任せした。「権限は西岡氏に、責任は私

に」のつもりであった。CGER の必要人員も、国

環研の両部門からの上述の行列に沿った併任を含

めて、最小限ではあるが確保できた。

　「地球環境のモニタリング」については、井上元

研究管理官が推進し、観測地点の選定、観測所の

設置と運営を適正かつ効果的に実現した。井上研

究管理官に連れられ観測地点探しに沖縄諸島を歩

いたとき、不用意に手を伸ばすとハブに噛みつか

れると地元の研究者に注意された記憶がある。

地球環境研究センターこれからの25年

市川 惇信（1990年10月～1992年3月　地球環境研究センター長）
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　観測は自動化を最大限に進めて無人とし、日常

の維持管理を県の環境関連の研究組織にお願いし

た。国内モニタリングにおける地域の環境研究組

織との協力は開かれた環境を作る上での必然で

あった。

　地球環境モニタリングはその後、海洋へ、定期

航空路で見る空へ、そして衛星から見る地球へと

展開してきたと聴いている。

　以上の例に見るように、CGER 開設以来の 25 年

は新たな活動領域に自由に挑戦できる CGER の興

隆期であった。興隆は衰退の芽を内包し、興隆し

た記憶はその芽を育てる。興隆し続けるには、衰

亡の芽を摘み取る必要がある。その意味で開設 25

年は一つの機会である。

　それには、旧ソ連のノーベル賞受賞物理学者

ピョートル・カピッツァが、物理工学研究所 25 周

年記念式典で語った研究組織の経年を人の老化に

模した話（注 2）が有用であろう。（1）大食の傾向（過

分な研究資源の要求）、（2）おしゃべりの傾向（無

用な発表論文の増加）、（3）肥満の傾向（無駄な部

分組織の増加）、（4）繁殖能力の低下（新たな活動

領域を生み出せない）、（5）硬化症（新活動領域に

展開できない）、が老化の症状である。開設 25 年

を機会にセンターの活動を見直して、交流発展を

続けて頂くことが今の私の期待である。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）ここでいう「自律」はカントのいう自律であ

り自律する主体の間の協調を含む。自動車交通はそ

の例である。「自律分散」というシステム概念には、

IEEE が有用な概念と認定して学会賞を概念提唱者

の日本人 3 名に授与している。

（注 2）P. カピッツァ著、金光不二夫訳（1974）科学・

人間・組織 . 岩波書店 . 

不易流行：今から 40 年前

1974 年に国立公害研究所

がつくばの地に発祥した。

4 大公害訴訟判決の出た

ころであり、大気汚染・

水質汚濁等公害問題への

取り組みが中心の研究で

あった。ある研究員が近

藤次郎研究所長に、頑張っ

て汚染をなくした後研究所はどうなるのでしょう

か？と問う。師曰く、そうなったら結構なこと。

次は「環境研究所」にすればいいし、その次は「福

禄寿研究所」に改名する。科学のやり方は「不易」

でも、研究対象は常にそれぞれの時点で意味ある

ものを追ってゆく「流行」でなくてはならない。

変化を恐れてはならない。

時代で変わる役目：地球環境研究センター（以下、

CGER）は、1992 年リオデジャネイロでの「地球

サミット」を前に 1990 年設立され、同時に環境省

に省庁横断大型研究予算「地球環境研究総合推進

費」が設けられた。研究費構成をどうするかの会

合では大山ホールは 300 人もの研究者・行政担当

者で溢れた。1988 年から IPCC に参加し世界の動

きをいくらかは体感していた私は、10 月に発足し

た CGER への転籍で大いに張りきったのを覚えて

いる。

　CGER は当初、成層圏オゾン・温暖化・酸性雨・

海洋汚染・生物多様性・有害廃棄物越境移動・森

林減少・砂漠化の全体を視野に入れていたが、研

究所全体でそれぞれの専門部所が担当して研究を

進めていたので、だんだんと「温暖化」問題とい

う極めて重要で学際的（interdisciplinary）な問題解

アジアの蛙跳び型発展に生かせ、地球環境研究センターの知恵

地球環境戦略研究機関　研究顧問　　西岡 秀三
（1990年10月～1996年3月　総括研究管理官）
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決型研究に特化してきた。この方向は時宜を得て

いる。

大転換への覚悟：日本での認識はあまり深まって

いるようには見えないが、「安定な気候」という、

地球上の生物全てが享受している「地球公共財」が、

急速に変わりつつあり、その変化にはとてもつい

て行けないし、一方で温室効果ガスを減らして安

定化するには大きな行動変化がいるし、時間がか

かる。 今は、この時点ですぐに「社会の大転換」

をせねば、被害甚大化の悪いサイクルに入る分岐

路（bi-furication）にある、というのが専門家の見

方であり、先進世界の覚悟になってきている。気

候変動も含む環境問題は自然と人間の関係であり、

自然を知ること、すなわち科学的知見がベースで

あり、観測や理論的研究は今後もしっかりやって

ゆかねばならない。しかし既に行動を起こすに十

分な科学的根拠が得られている。今からは「低炭

素社会」に向けて人々を動かすことと、さらに遠

い先ゼロエミッション社会での生態系・森林土壌

など土地利用保全に関しての正しい科学的知見を

出すのが科学界の仕事になってきている。幸いな

ことに、研究所全体で見ると社会環境システム研

究センターが「低炭素社会への転換」プロジェク

トを持ち、生物・生態系環境研究センターが自然

系をカバーしている。

時代のニッチェ：今、「流行」として温暖化に関し

て国立環境研究所が力を発揮できるフィールドは

アジアである。このままの発展パターンを続ける

と、アジアの排出量は 2050 年に世界の半分を占め

る。ところが、今の 2℃以下抑制をめざす気候変動

交渉から見て、アジア（特に ASEAN　以下）はと

ても従来型技術システムをベースにした発展はで

きそうもない。2050 年の世界排出量を半分すなわ

ち 200 億トン、一人当たり 2 トンの世界にするべ

きなら、既にタイですら 3.5 トン、中国 7 トンの

社会から今後 30 年の間に 2 トンの社会に変えねば

ならない。これまでのエネルギー依存型技術社会

を踏襲することなく、それを飛び越えて直接新た

な低炭素社会へ向かう「蛙跳び型発展（leapfrog）」

がなされなければならない。こうした自国発展へ

の重要課題は、それぞれの国が自国の知識を集結

して当たらねばならないのであるが、そうした政

策を打つための人材・組織・資金といった科学的

基盤がまだまだ弱いのが、アジア途上国である。

1990 年の日本と似ている。

CGERの力：CGER が培ってきた「不易」の部分

は何であろうか。それは「ジグゾーパズル」のよ

うな多くの主体の協力を必要とする地球環境研究

の「作法」ではないだろうか。市川初代センター

長の原稿にある一つは、「自律分散型ネットワーク

型研究」の考えである。「環境問題は優れて地域的

である」とされ、環境保全の主役はそれぞれ異な

る自然・社会環境に住む一人ひとりである。気候

変動影響もそれへの適応も最終的に対応するのは

地域の住民である。温室効果ガス排出抑制も結局

は個々の生活、地域と産業の自覚と行動からであ

る。異なる環境を踏まえ、様々な学問分野を統合

してなされた「自立・自律的」気候変化への対応・

低炭素社会構築が世界で集結してようやく気候が

安定化する。そのための科学的共通基盤が CGER 

には十分ある。それは、変化の観測・インベント

リ構築、統合評価モデルによるシナリオ・ロード

マップつくり、技術選択・計画定期見直しの MRV

（測定・報告・検証）サイクル、研究資金利用といっ

た一連の政策に対応する方法論のセットである。

「魚を与えるのではなく、魚の取り方を教える」や

り方で、CGER の持つ「不易」部分の蓄積を所を

変えてアジアで使えば、じわじわと世界的効果を

発揮する。
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Virtual CGER in Asia：本年末のパリ COP21 では、

途上国を含めすべての国が削減に参加する取り決

めができ、それぞれの計画をさらにどう絞ってゆ

くか、そのための資金と技術を効果的に使ってゆ

くかが論議される。アジア途上国も、自国の発展

の中で何にその資金を投下するか、自国の研究者

での将来シナリオを作り上げねばならない、その

ためには CGER が蓄えてきた一連の科学研究ノウ

ハウが必須である。CGER の「不易」をアジアで

生かすのは今である。それをできるのは一衣帯水

の仲間である日本しかない。

　まずは、筆者が最初に

国立環境研究所（以下、

国 環 研 ） の 活 動 に 関 係

した思い出を語ろう。そ

れ は、 地 球 環 境 研 究 セ

ン タ ー（ 以 下、CGER）

発 足 後 の ス ー パ ー コ ン

ピュータの導入（1992 年）

の時であった。スパコン

を導入し、気候モデルの開発を行い、地球温暖化

の予測に取り組みたい、ということが当時の国環

研幹部の強い意向であったように思う。90 年当時

は、地球温暖化が非常に注目され、温暖化予測に

取り組まなければ遅れてしまう、という時代的な

雰囲気であった。といっても、実現したのはスパ

コンの導入と少数の研究者の採用であった。現実

には、気候モデル開発を行うにしては研究者が少

なく、前途多難な状況であった。そのようなとき

に、当時大気圏環境部長だった鷲田伸明さんに、

「うちの研究者を東大で自由に使っていいから一緒

にやってくれ」と言われた。「組織の人間として大

胆な発想をする人がいるな」と思った印象がある

（どの組織も他機関のコントロールが自分の組織に

入ってくるのを嫌うのである）。丁度、東大に気候

システム研究センターが発足し、何人かの気候モ

デル開発の研究者を採用することができたので、

共同して活動し IPCC の第 2 次評価報告書（1995 年）

の計算にもギリギリ間に合うことができた。その

後、世界最速のスーパーコンピュータ（当時）と

しての「地球シミュレータ」が海洋開発研究機構

に設置されて稼働を開始し、ひょうたんから駒の

ような状況で「地球フロンティア研究システム」

が動き出した（1997 年）。同時に、「地球シミュレー

タ」の運用に関連して「人・自然・地球共生プロ

ジェクト」が発足した（2002 年）。そして、それぞ

れの思惑を持ちながらも、東京大学―国立環境研

究所―海洋開発研究機構の連携が実行に移された。

「共生プロジェクト」が動く中で、なんとしても最

新の成果を出さねば、というプレッシャーの中、

何とか、温暖化に関する気候モデルの開発ができ、

成果を出すことができたことを懐かしく思い出す。

現在問題となっている課題に挑戦するには、個々

の研究者の努力だけでは無理で、多くの研究者の

協同が不可欠になる。言い換えれば。個々の研究

者をまとめ上げ、引っ張っていくリーダーシップ

が必要とされるのである。

　CGER は、当初は、国際的・学際的・省際的な

総合的な研究を推進する場として想定されてきた。

テーマ的には、時代の変遷により、変化してきた

ように思う。例えば、気候モデルの開発などを国

環研だけで全面的に担うことは難しくなり、東大、

気象研、海洋開発研究機構などにその役割を渡し、

主として、解析などに力点が移っている。成層圏

オゾンの問題も、一時の熱気はなくなってきてい

地球環境研究センター設立25周年によせて

国立環境研究所　理事長　　住 明正
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る。また、社会科学的な研究や生態系などの研究は、

別の研究センターとして発展してきている。一方、

地球環境モニタリングやデータベースなどは継続

的に行われている。

　現在は、地表面でのフラックス観測や、航空機、

船舶、そして、人工衛星と、全球の炭素循環の観測・

解析に大きな力点が置かれるようになった。同時

に、地道な努力で続けられてきたインベントリオ

フィスも、重要性をますます増している。また、

Future Earth として喧伝されている科学と社会のか

かわり方の問題などが新しい課題として登場して

きている。

　以上のように、テーマは、時代とともに変化し

てゆく。萌芽期を CGER で過したものも、他に移

り花開いたものも多い。このような中で、CGER

の特質とはなんであろうか？　それは、組織性を

生かして新しいテーマに挑戦してゆく場というこ

とであろう。人工衛星のセンサーを、SOFIS から、

GOSAT による温室効果気体の観測に切り替えて推

進してきたことなどは、その典型といえる。

　しかしながら、時間の経過とともに、過去の遺

産が大きくのしかかってくる。成果が出れば出た

だけ、維持しなければならない仕事が増大するこ

とになる。予算・定員が大きく伸びない中で、過

去からの仕事を維持しつつ新しい研究を展開する

という困難に直面することになる。

　現在では、単なる知識の集積のみならず、具体

的な課題に対する寄与、現実的な有効性が問われ

る状況にある。全球炭素循環の解明は、実は、人

為的排出源の推定の精度向上のために不可欠なの

である。その先には、どのように全球的に炭素の

排出を管理するのか、そのような国際的な枠組み

作りや、国内法などの政策的な対応が待っている。

このような場面にも出てゆく必要がある。一方、

基礎的な研究、将来を見据えた研究の種を発展さ

せることも不可欠である。特に、「CGER には基礎

的な研究をやってもらいたい」という社会の期待

には大きいものがある。この世間の期待に応える

のも我々の仕事であろう。目先の仕事の向こうに

長期的な目標を見据える必要がある。

　「さて、次の 25 年に花開くテーマがいくつある

のだろうか？」自問しつつ、次の 25 年の CGER を

担う研究の芽が大きく育つことを願う次第である。

地球環境研究センター創立25 周年を迎えて

地球環境研究センター長　　向井 人史

世界の動きとともに
　国立環境研究所地球環

境研究センター（以下、

CGER） は、1990 年 に 発

足し、2015 年 10 月をもっ

て創立 25 周年を迎える

ことになった。気候変動

に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル

（IPCC）が設立されたの

が 1988 年、環境庁に地球環境部が創設されたのが

1990 年、そして地球サミットが開催され、国連気

候変動枠組条約が採択されたのが 1992 年であるの

で、地球環境問題・気候変動問題に対応する内外

の大きな組織設立・制度制定と時期をあわせて設

置され、それらとともに活動してきたことになる。

CGERニュースも 25周年
　また、CGER ニュースも創設以来の刊行を続け、

こちらも 25 周年を迎えたことをご報告したい。5

年前の 20 周年の際、当時の笹野泰弘センター長が

CGER ニュースでご挨拶し、第 2 期中期計画（2006

年 4 月～ 2011 年 3 月）の成果を紹介しているので、
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私は主としてそれ以降の動きを報告し、今後の期

待についてもふれてみたい。

不安とともにスタートした第 3期中期計画
　2011 年 4 月、第 3 期中期計画がスタートすると

ともに研究所の組織改編により地球環境研究セン

ターは 6 研究室・3 推進室に改組された。その直前

の 2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が起こり、停電、

水道・ガスの供給停止によりすべての研究がストッ

プし、地球温暖化研究棟交流会議室は帰宅困難者

の一時収容施設となるなど空前の大災害となった。

震災後 1 週間、職員は臨時短縮勤務時間、契約

職員は自宅待機となり、計画年度末のとりまとめ

等の研究業務に大きな支障が生じ、新計画発足に

も影響が及んだ。この異常事態で、スーパーコン

ピュータも 1 か月完全停止し、復旧後も約 3 か月

は節電のための縮退運転を続けた。さらに、震災

直後に起こった東京電力福島原子力発電所の事故

による類を見ない夏季節電により 7 月はスーパー

コンピュータを完全停止とするなど前代未聞の措

置が取られた。

モニタリングデータの多角的蓄積・炭素循環研究
の進展
　波乱と暗雲の中でスタートした第 3 期中期計画

であったが、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）が温室

効果ガスの全球観測データを順調に取得し続け、

規定の設計寿命 5 年を超えすでに今年で 7 年目に

入っている。この間、世界での温室効果ガス観測

衛星は GOSAT のみであり、CGER において世界の

地球観測への貢献がさらに強くなった 5 年であっ

た。また CGER がイニシアティブをとって日本航

空等と協力して実現した産学官協力の CONTRAIL

プ ロ ジ ェ ク ト に よ り（http://www.cger.nies.go.jp/

contrail/）、世界の二酸化炭素濃度の高頻度観測デー

タが蓄積され始めた。これらは、まさに観測研究

のフロンティア領域として、GOSAT-2 を含め進行

させていかなければならないと考えている。

　地上のモニタリングでは、北海道落石・沖縄県

波照間での地上観測期間が 20 年以上に及び、気候

変動研究の最も基本となる温室効果ガス濃度デー

タを長期的に蓄積する能力と実績が証明された。

そして、2007 年からの富士山頂での連続観測開始

やゾンテを使用した立体的濃度プロファイルの観

測などを国内はもとよりアジア地域に展開しつつ

ある。さらに炭素循環研究でもアジア太平洋域を

中心とする観測ネットワークの連携拠点としての

地位を確立している。2014 年、ついに二酸化炭素

を観測している北半球の地上の大気中平均濃度は

400ppm（0.04％）を突破したが、その歴史的瞬間

をも CGER のモニタリングネットワークは多角的

に把握することができた。

　富士北麓フラックスサイトでは、カラマツ林が

成長して 9 年前に設置したタワーの観測高度をし

のぐ勢いであり、更なる長期観測に向け、かさ上

げ工事を進めている。北海道の天塩サイトでは、

皆伐した森林が直後の二酸化炭素発生源から吸収

源に変化していく過程などが詳細に記録され、森

林の持続的管理による炭素吸収源としての役割な

どを長期的に調査がなされている。

　一方で、温暖化による影響に関するモニタリン

グが開始され、日本周辺のサンゴの北上のモニタ

リング、高山植生の気候変動による変化のモニタ

リングなどが開始され、今後 30 年の気温上昇によ

る生態系への長期的影響を刻々と記録を開始した。

これらのモニタリングを含むデータは温暖化研究

プログラムに用いられており、炭素循環に関して

の研究成果を生んでいる。

市民ととともに考える低炭素社会
　地球温暖化の進行による将来の気候変動予測及

びその影響評価に関する研究もここ数年で新たな

成果をあげつつある。環境研究総合推進費 S10 プ

ロジェクト「地球規模の気候変動リスク管理戦略

の構築に関する総合的研究」では、クリティカル

なリスクを含んだ地球規模のリスクに対しての評

価やトレードオフ関係にある土地利用の制限を考

慮しつつ、不確実性を含んだリスク管理を統合的

に研究している。これらの研究では、CGER の研

究者だけでなく、外部研究者や有識者などの関係

者と連携しつつ今後進行していくものである。

先の IPCC 第 5 次評価報告書では、いわゆる 2℃目

標を達成するためには、今世紀末には地球上の温

http://www.cger.nies.go.jp/contrail/
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室効果ガスの排出を 0 またはマイナスにすること

が必要となるとしているが、CGER の研究者はこ

のことも含めた現状を市民に発信・説明し、社会

がどのような選択を将来すべきか、専門家だけで

はなく、社会全体での議論が必要である旨を呼び

掛けている。そして、2015 年 6 月には省エネ性能

に優れた最新のスーパーコンピュータを導入して、

IPCC の次期報告に向けた新たな研究の準備も進め

ている。

温室効果ガスインベントリ・グローバルカーボン
プロジェクト
　京都議定書第 1 約束期間が終了し、日本は震災

に見舞われながらも国際公約を果たすことができ

たが、そのインベントリ報告は当センターに設置

された温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）

が取りまとめてきた。また、世界の炭素循環研究

のハブの一つとなっているグローバルカーボンプ

ロジェクト（GCP）つくばオフィスは CCS 技術

を含めたネガティブエミッションへの新たなプロ

ジェクトに取り組み始めている。

まだまだ足りない積極的な成果の発信
　他方、研究成果の積極的な発信としての取り組

みにも引き続き力を入れてきた。例えば、笹野泰

弘前センター長の構想・発案で、所内研究者 44 名、

所外研究者 35 名の執筆・査読により最先端の地球

温暖化に係る科学的知見とデータをわかりやすく

コンパクトに解説した『地球温暖化の事典』（丸

善出版）が 2014 年 3 月に 5 年の月日を経て発刊

された。また、UV モニタリングサイトの長期人

気コンテンツを増補・書籍化した『学んで実践！

太陽紫外線と上手につきあう方法』を出版し、好

評を得ている。2014 年 4 月からは所内で初めての

Facebook による SNS 情報発信を試行運用し、新た

な関心層にも情報発信を開始した。しかし 2015 年

8 月に研究所として初めて開催した国際アドバイザ

リーボードは、CGER の活動について「素晴らし

い活動をしているにもかかわらず、外に対する PR

が見えてこない。もっとその成果を洗練された方

法で世にアピールすべきである」と指摘した。こ

れまで成果の発信には努力してきたつもりである

が国際的にもさらに発信力を高める工夫をしてい

きたい。

　

第４期中長期計画に向けて
　地球環境モニタリングなどの活動は長期的デー

タの蓄積も含め軌道に乗り、分野も多岐に渡って

きているが、それを支える人員が充実しているか

と言うとそうではない。諸先輩が懸念されるよう

に、運営も含め研究者や技術者、管理者などの不

足が今後さらに深刻化することも考えられるが、

来年度からスタートする第 4 期中長期計画期間は

引き続き気候変動研究、低炭素社会実現に関する

研究に取り組むと同時に、時代の要請に応じた地

球環境モニタリングの実施、地球環境データベー

スの構築などにより、国内外の地球環境研究にお

ける中心的な役割を果たしたい。そのために引き

続き所内外の研究者・関係者のご指導・ご鞭撻を

頂くとともに、皆様のご理解とご支援をお願いす

る次第である。



－ 8 － － 9 －

地球環境研究センターニュース　Vol.26　No.7（2015年10月）



－ 10 － － 11 －

地球環境研究センターニュース　Vol.26　No.7（2015年10月）



－ 10 － － 11 －

地球環境研究センターニュース　Vol.26　No.7（2015年10月）

1. はじめに
　環境省と国立環境研究所は、気候変動政策に関

する日本の途上国支援活動の一つとして、アジア

地域諸国の温室効果ガス（GHG）インベントリの

作成能力向上に資することを目的として 2003 年か

ら毎年アジアにおける温室効果ガスインベントリ

整備に関するワークショップ（WGIA）を開催して

いる。参加国は、カンボジア、中国、インド、イ

ンドネシア、韓国、ラオス、マレーシア、モンゴ

ル、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タ

イ、ベトナムおよび日本の 14 か国である。2008 年

に開催された WGIA6 からは「測定・報告・検証

（MRV）可能な温室効果ガス排出削減活動」に関す

る途上国の能力向上支援としても位置付けられて

いる。温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）

は 2003 年の初回会合から事務局として、ワーク

ショップの企画および運営にあたっている。

　第 13 回である WGIA13 は、2015 年 8 月 4 日か

ら 6 日の 3 日間にわたり、インドネシア・バリに

おいて開催され、参加国の内、フィリピン、シン

ガポールを除く 12 か国から GHG インベントリに

関連する政策決定者、編纂者および研究者が参加

した。また、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）

事務局、気候変動に関する政府間パネル・インベ

ントリタスクフォース・技術支援ユニット（IPCC 

TFI-TSU）、国連食糧農業機関（FAO）等の国際お

よび海外関係機関から参加があり、総勢 108 名に

よる活発な議論が行われた。

2. 隔年更新報告書（BUR）の提出開始
　自国の GHG 排出吸収量及び、気候変動対策に関

する情報を適時に把握・報告することは途上国に

おいても適切な削減策の策定などに重要であるこ

とから、途上国が隔年更新報告書（BUR）を 2 年

に 1 度の頻度で COP に提出することは、2011 年、

ダーバンで開催された UNFCCC の第 17 回締約国

会議（COP17）の下で義務づけられている。

　今次会合は、その BUR が途上国から提出されて

最初の WGIA となった。提出された BUR とその国

際協議・分析（ICA）についての議論を中心に行った。

3. WGIA13の概要と結果
（1）オープニングセッション

　日本国環境省、インドネシア環境森林省の挨拶

に続き、今年開催される UNFCCC 第 21 回締約国

会議（COP21）に十分に先立って提出することが

各国に求められている、2020 年以降の温室効果ガ

ス削減目標を含む「約束草案（INDC）」を含めた

日本の気候変動政策とホスト国であるインドネシ

アの INDC 等の削減目標の準備を含む気候変動政

策の概要説明が行われ、インベントリ作成プロセ

スにおける省庁間や専門家との連携の大切さが確

認された。

　国別報告書（NC）や BUR において精度の高い

ついに始まった途上国による隔年更新報告書の提出に向けて
「第 13 回アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関する
ワークショップ」（WGIA13）の報告

　　　　　　　　　　地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス　高度技能専門員　　伊藤 洋

写真 1　Coffee break に配布パンフレットの説明をす

るインドネシア政府代表
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インベントリを作成することは、その国の状況の

適切な把握につながり、各国の INDC 等の削減目

標の策定にも貢献するという認識等が共有された。

（2）GHG インベントリ相互学習

　参加国のインベントリ担当者同士が、互いのイ

ンベントリを詳細に学習し、意見交換を通じて改

善を図るべく、事前に相手国のインベントリを学

習し質問を交換する相互学習を WGIA9 から実施し

ている。

　今次会合では、分野横断的事項（ベトナム‐日本）、

農業分野（インドネシア‐ラオス）、LULUCF（土

地利用、土地利用変化および森林）分野（カンボ

ジア‐モンゴル）、廃棄物分野（ミャンマー‐韓国）

で相互学習を実施した。

　お互いのインベントリやその作成に係る国内体

制の整備について、事前に 2 か月余りの時間をか

けて質問を交換したうえで議論に臨んだため、具

体的な課題をより深く学習することができた。議

論を通じて、自国のインベントリの改善点が明確

となり、今後も積極的に参加したいとの意見がい

くつかの国からあった。

（3）途上国における NC、BUR の準備

　UNFCCC 事務局から、BUR とその ICA について、

COP 決定に基づく専門家諮問グループ（CGE）の

役割と対応状況、CGE が開発した BUR 作成トレー

ニング教材、ICA に関する技術専門家チーム（TTE）

のトレーニングが紹介された。TTE トレーニング

への参加は、各国専門家の能力向上につながる。

　またインドから、経年の GHG 排出量等を含んだ

BUR を間もなく提出すると報告された。

（4）BUR とその ICA の進捗等

　ベトナムと韓国から、2014 年 12 月提出の BUR

とその ICA プロセスが紹介され、IPCC TFI-TSU/

CGE のメンバーより、BUR の ICA プロセスにおけ

る技術的分析（TA）が説明された。続いて、日本

国環境省より、途上国の ICA プロセスと並立する

先進国の国際的評価・審査（IAR）プロセスについ

て、特に日本の受けた多国間評価（MA）に焦点を

当てて紹介された。TA において、各国が TTE と

直接対話することにより、能力構築が必要な点を

特定できると報告された。

（5）一貫性があり継続的なインベントリの作成

　GIO から、インベントリを継続的に作成してき

た経験が紹介され、中国から時系列一貫性がある

インベントリの作成が紹介された。続いて、マレー

シア、タイから、BUR を 2 年に 1 度、定期的に作

成するため、現在整備されつつある国内体制が説

明された。

　継続的なインベントリの作成に際し、データ収

集や算定等について各国の状況に応じて様々な方

法がとられていることが共有された。また、様々

な算定上の誤りを減らす方法が議論され、インベ

ントリの品質管理（QC）の体制を整備する重要性

が確認された。

（6）インベントリの作成や温室効果ガス削減対策

に寄与する国際的な活動

　JICA より、インドネシア「気候変動対策能力強

化プロジェクト」、「REDD+（森林減少・劣化から

の温室効果ガス排出削減）プロジェクト」が紹介

された。続いて FAO よりインベントリの作成にも

有益な FAO のデータ、IPCC TFI-TSU より IPCC ガ

イドラインの改良を視野に入れた最近の動向が紹

介された。

　国立環境研究所より途上国も報告が奨励されて

いる NMVOC（非メタン揮発性有機化合物）の排

出について紹介があり、（公財）地球環境戦略研究

機関（IGES）から MRV に関する理解促進のため

のガイドブック、（独）国際協力機構（JICA）か

らインドネシアにおける二国間クレジット制度

（JCM）プロジェクトの支援活動が、それぞれ紹介

された。

　途上国が精度の高いインベントリを作成し、

MRV を向上させるためには、能力強化支援が引き

続き必要なこと、国際的なデータが活用可能なこ

と等が確認された。さらに NMVOC インベントリ

などの知見を適用することの重要性が認識された。

4. 次回会合について
　来年度の第 14 回会合（WGIA14）はモンゴルで
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の開催を予定し、WGIA 参加国が提出する BUR 及

びその国内体制について相互学習等を進めること

や、ICA を受けた経験を基に、BUR とそのインベ

ントリの改善のための議論を行うことが確認され

た。

5. おわりに
　本会合の議論を通じて、より精度の高いインベ

ントリを作成する必要性と、定期的にインベント

リを作成するための国内体制の重要性等が認識さ

れた。また、精度の高いインベントリは、INDC 等

の削減目標の策定にも貢献することが認識された。

さらに、能力強化支援と国際的データの整備が必

要であり、NMVOC インベントリ等の知見も重要

である。相互学習は自国や他国の状況を理解する

良いきっかけになり、インベントリの精度向上に

つながるとの認識が共有された。

　 第 1 回 か ら の 報 告 は http://www-gio.nies.go.jp/

wgia/wgiaindex-j.html に掲載している。WGIA13 の

詳 細 も、http://www-gio.nies.go.jp/wgia/wgiaindex-j.

html で公開される予定である。

【略語一覧】
GHG：温室効果ガス（Greenhouse gas）

WGIA：アジアにおける温室効果ガスインベント

リ整備に関するワークショップ（Workshop on 

Greenhouse Gas Inventories in Asia）

MRV：測定・報告・検証（Measurement, Reporting 

and Verification）

GIO： 温 室 効 果 ガ ス イ ン ベ ン ト リ オ フ ィ ス

（Greenhouse Gas Inventory Office of Japan）

UNFCCC：国連気候変動枠組条約（United Nations 

Framework Convention on Climate Change：）

IPCC TFI-TSU：気候変動に関する政府間パネル・

インベントリタスクフォース・技術支援ユニッ

ト（Technical Support Unit of the IPCC Task Force 

on National Greenhouse Gas Inventories）

FAO： 国 連 食 糧 農 業 機 関（Food and Agriculture 

Organization）

BUR：隔年更新報告書（Biennial Update Report）

COP17： 第 17 回 締 約 国 会 議（Conference of the 

Parties on its seventeenth session）

ICA： 国 際 協 議・ 分 析（International Consultation 

and Analysis）

INDC： 自 主 的 に 決 定 す る 約 束 草 案（Intended 

Nationally Determined Contribution）

NC：国別報告書（National Communication）

LULUCF：土地利用、土地利用変化及び林業（Land 

Use, Land-Use Change and Forestry）

CGE：専門家諮問グループ（Consultative Group of 

Experts on National Communications from Parties not 

included in Annex I to the Convention）

TTE： 技 術 専 門 家 チ ー ム（Team of Technical 

Experts）

IAR：国際的評価・審査（International Assessment 

and Review）

QC：品質管理（Quality Control）

REDD+：発展途上国における森林減少・森林劣

化からの温室効果ガスの 排出削減、および森林

保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄積の強

化 の 役 割（Reducing Emissions from Deforestation 

and Forest Degradation and the role of conservation, 

sustainable management of forests and enhancement 

of forest carbon stocks in Developing Countries）

NMVOC： 非 メ タ ン 揮 発 性 有 機 化 合 物（Non 

methane volatile organic compounds）

IGES：（公財）地球環境戦略研究機関（Institute for. 

Global Environmental Strategies）

JICA：（ 独 ） 国 際 協 力 機 構（Japan International 

Cooperation Agency:）

JCM： 二 国 間 ク レ ジ ッ ト 制 度（Joint Crediting 

Mechanism）

http://www-gio.nies.go.jp/wgia/wgiaindex-j.html
http://www-gio.nies.go.jp/wgia/wgiaindex-j.html
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見えたもの、感じたもの
－会議の傍らにて　桑年見聞録－

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　主幹　　井桁 正昭

　この記事が出る頃は、秋の足音が着実に聞こえ

つつある頃と思いますが、私としては、（この記事

を書いている現在）夏休みの宿題を駆け込みでやっ

ている小学生のような気分です。ちょうど今日（執

筆当日）のような照りつける夏の日差しでもあた

りから吹き込む風は熱気や湿気を含んでいなく、

そんな爽やかな風が身体を抜けると、まるでイン

ドネシアの『あの時の』早朝の浜辺にいるような

感覚を思い起こさせます。そうした感慨にひたり

つつも、一方で必死に記憶を呼び戻しながら冷や

汗と脂汗をかきながら原稿に向かっております。

　そもそもこの私、今年の４月より現職を拝命い

たしました。拝命早々に、「8 月にインドネシア行っ

てもらうから…」と切り出され、人生初の「南半球」

ということもありますが、何よりも英語がままな

らないこともあり、こうした場面ではいつも「有

り難い」のやら「困った」ものやらの複雑な心境

を抱きつつ行って参りました。私が思っていた北

半球との違いは、水の流れる「渦」が自転の影響

で右回りになったり（あとで調べたら、実際は影

響しないとのことです）、日本で言う太陽が正午に

真南にくる「南中」が南半球では北側に位置した

りするのだと無意味に楽しんでいました。

　今回の WGIA13 の出張先のような会議場では一

般的に「Wi-Fi」が利用されています。拠点が宿泊

先と会議場一体で、会議場では会議用の個別 ID が

割り振られていたため問題はなかったのですが、

会議場から一歩外に出ると宿泊客用 Wi-Fi となり、

途端につながらないことがあり、特に時間外での

必要なやりとりに苦労されている場面を多く目撃

しました。早朝のプールサイドや夜遅くホテルの

ロビーで「夏休みの昆虫採集」ならぬ「Wi-Fi の電

波取り」に一所懸命になっている場面に何度も遭

遇いたしました。経験上、数多くの国際会議で会

議以外での情報通信機器を利用した情報のやりと

りは非常に重要であると学んでおりましたが、こ

ればかりは何年経っても満足できる状況は難しい

ものなのだと思った次第です。

　しかしながら、私の予想に反したこともありま

した。それは過去に参加した会議は、全て侃々諤々、

丁々発止の議論が行われていたものばかりで、今

回も「殺伐とするのかなぁ」と思っていたのですが、

むしろ学びの場という感じであり、穏やかに進行

していたのがとても印象的でした。

写真 2　夕日（会場隣接の海辺にて。やはり海辺の夕

日は絵になります）

写真 1　朝の景色（会場隣接の海辺にて。海外にいた

とあって、より一層幻想的な気分です）
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　ワークショップについての詳細は、別途報告さ

れているので、私からお話しすることはありませ

んが、ここに集まるアジア各国の方々から「学び

取ろう」とする姿勢に感銘を覚えました。それは、

用意されたワークショップの中だけでなく、あち

らこちらで話し合いの集いが見受けられました。

残念ながら話している内容は私にはわかりません

が、食事をしながら気楽に、または、膝をつき合

わせて真剣に打合せをしている場面を数多く目の

当たりにしました。学ぶこととあわせて、楽しむ

ことも必要で、ワークショップでは、様々な交流

があり、皆さんが肩肘張らず楽しく学ばれている

ことも印象深く思いました。

　その代表的なものとしてあげられるのが、ワー

クショップ後に行われたスタディーツアーではな

かったかと思います。私も参加させて頂きました

が、一昔前の日本でも郊外に出かければ見慣れ

た、または知られたものが多くありました。スタ

ディーツアーで見たものは創意工夫により環境負

荷の少ない「地球に優しい」ものが多くありまし

た。私が見たものとは、インドネシアにおける気

候変動適応／緩和におけるローカル・イニシアティ

ブ（Proklim）というものだそうで、この「Proklim」

とは、総合的な気候変動緩和や適応に向けたアク

ションを実施するに当たって、地域のコミュニティ

の積極的な参加を評価するためのプログラムとい

うことで、国や地方レベルの温室効果ガス削減目

標の実現に貢献し、気候変動の影響に対するコミュ

ニティの適応能力を高めるそうです。

　こうした取り組みや技術は、あまり複雑ではな

く、日常生活から意識的に取り組めば実施できる

ものばかりでした。我々が生活する中で、普段何

気なく見聞きしているのに気がつかないことばか

りですが、より強い好奇心や探求の意識を持てば、

新たな発見や気づきが生まれ、それらをきっかけ

に学ぶことにより、新たな知識となって蓄えられ、

そして伝えることにより知識共有につながってい

くのだと思いました。このワークショップの目的

とは別に、私自身はそうした集大成の一部に参加

できたと勝手に思っております。

　最後に残念なことと言えば、私としては、せっ

かくの好機に巡り会ったわけで、気持ちとしては

もっと積極的に話をしたかったのですが、何せ英

単語が頭に全く浮かんでこなくて沈黙することが

多くありました。ワークショップで巡り会えた方々

ともう少し話ができれば、また自ら見える世界が

変わっただろうと思ったことと、あらためて己の

根性の無さを痛感し、秋から再開される英語研修

後半戦に対して気持ちを新たに学ぶことをここに

誓ったところです。

写真 4　スタディーツアーで写真中央の説明者の話に

聞き入る参加者の方々

写真 3　穏やかに進行しつつも、真剣な面持ちでの

ワークショップ
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インタビュー：「地球温暖化の事典」に書けなかったこと(第6回)

　　　　　　　　　　

   　 「地球温暖化の事典」担当した章
    　6.1　生態系
                                      　6.3　光合成

   　 次回「地球温暖化の事典」に書きたいこと
    　温暖化影響に関する新しい観測研究

インタビュア ：高橋善幸 （地球環境研究センター陸域モニタリング推進室　主任研究員）

温暖化研究の発展を握る生態系への影響評価
－生態系の変化は予測できるか－

三枝信子さん（地球環境研究センター　副センター長）

　国立環境研究所地球環境研究センター編著の 「地

球温暖化の事典」 が平成 26 年 3 月に丸善出版から

発行されました。 その執筆者に、 発行後新たに加わっ

た知見や今後の展望について、 さらに、 自らの取り組

んでいる、 あるいは取り組もうとしている研究が今後ど

う活かされるのかなどを、地球環境研究センターニュー

ス編集局または地球温暖化研究プログラム ・ 地球環

境研究センターの研究者がインタビューします。

　第 6 回は、 三枝信子さんに、 地球温暖化に関する

観測研究と温暖化による生態系への影響についてお

聞きしました。

1. 観測ネットワークの構築とデータ共有
【高橋】地球温暖化にかかわる観測研究は、今でこ

そ大きな研究テーマになっていますが、その歴史

は比較的新しいものだと思います。古くからある

体系化された気象学や生態学などと地球科学分野

の “境界領域” にできた新しい研究分野といっても

いいかもしれません。いわゆる分野横断的な研究

の最前線で、チャレンジングな要素も多かったと

思います。三枝さんが大気 - 陸域生態系の間の物

質交換という研究分野に携わってきたこの十数年

は、この分野が急速に成長してきた時期に重なり

ます。この間の研究をとりまく環境や研究コミュ

ニティの変遷はどんなものだったのでしょうか。

【三枝】陸域の炭素循環、陸域生態系の観測研究そ

のものは昔からあったのですが、多くの人たちが

協力して観測点のネットワークを作りデータを共

有するということは、私が研究を始めた 1990 年代

前半は非常に少なかったです。それが今と大きく

違うところだと思います。たとえば森林や農耕地

の上で二酸化炭素のフラックス（単位面積・単位

時間あたりの輸送量）を測って生態系による吸収

量を算出する取り組みも、当時すでにいろいろな

大学や研究所が行っていて、個別の共同研究もあっ

たのですが、日本で 30 か所以上、世界で数百か所

以上の観測サイトをまとめた大きなネットワーク

ができたのは最近で、十数年前以降のことになり

ます。

【高橋】1996 年にヨーロッパで EUROFLUX（後

の CarboEurope） が、1997 年 に は ア メ リ カ で

AmeriFlux が、1999 年にはアジア地域のフラック

ス観測ネットワーク AsiaFlux が活動を開始しまし

た（地球環境豆知識（7）：FLUXNET 参照）。

http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol19/vol19-7.pdf#page=5
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【三枝】陸域のフラックス観測については必須観測

と推奨観測の項目を決め、完全とはいえないまで

も観測方法を標準化し、それを多くの観測地点に

展開していきました。ただし、陸域のフラックス

観測は航空機や船舶による温室効果ガス観測とは

違い、一つの研究機関が世界中の多地点で観測す

ることは難しいので、フラックス観測のネットワー

クや生態系観測のネットワークが作られたのです。

2. 生態系は予測しにくいもの
【高橋】温暖化による生態系への影響は、物理化学

的な影響よりもさらに予測しにくい面があると思

います。それをどのように克服するのでしょうか。

その方法と成果について教えてください。とくに、

生態系が温暖化によってどのような影響を受ける

か、できるだけ具体例を挙げて説明してください。

【三枝】生態系の将来の変化については、今の私た

ちの知識では完全な予測はできず、本質的に私た

ちの理解を超えるものがあると考えるのがよいと

思っています。流体力学で予測する大気の流れや、

物理化学的な側面から推定する海洋と大気の二酸

化炭素交換などと比べて、生物は人間の予測しが

たいメカニズムによって、生物自身が変化したり

移動するという性質をもっているからです。たと

えば、1 万年といった長い時間スケールでは新し

い種ができることがありますし、動植物の適応能

力についても現在の私たちの理解を超える変化が

ありますので、完全に予測することはできません。

それが生物の適応能力をも含む生態系の一番の特

徴だと思います。ですから、気候変化に対する生

態系の応答を理解するうえで必要なのは、まず、

現状を把握して知識を蓄積する、つまりモニタリ

ングすることです。過去のデータから、近未来に

起こることを私たちの理解、想像の範囲内で予想

することはできます。

【高橋】予測できないから現実に起きていることを

把握・理解することが重要ということですね。

【三枝】生態系応答の事例や知識について、将来の

写真 1　富士山の北麓に広がる森林。ここに国立環境

研究所富士北麓フラックス観測サイトがあり、森林と

大気の間で交換されている温室効果気体などの量を長

期連続観測しています。

写真 3　森林の中にはさまざまな機器が設置されてい

て、定期的なメンテナンスなどを行っています。

写真 2　森林の中に、高さ 30 メートルを超えるタワー

を建て、気象要素、温室効果ガスの濃度、森林による

二酸化炭素の吸収速度などを観測しています。
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人たちに役立つようなデータを系統的に残さなけ

ればならないという使命を感じます。

【高橋】生物圏が温暖化の影響を受けている具体例

として、ロッキー山脈では温暖化により越冬でき

るようになった虫が森林を枯らせてしまったとい

うことが起きています。

【三枝】生態系への温暖化影響は重要です。国立環

境研究所は 2011 年に日本の高山帯や沿岸のサンゴ

に対する温暖化影響のモニタリングを開始しまし

た。気候変化が起こると、高山帯の植物は標高の

高いところに移動していくことが予想されますが、

そのスピードは物理化学的な原理では予測できま

せん。もちろん生物（植物）の側も、移動するた

めのメカニズムはもっています。たとえば種子を

周辺に散布した場合、それが散布先（移動先）で

発芽できるかどうか、発芽した後で定着するかど

うか、生長していくうえ

で必要な水や養分がある

かどうか、そういう要素

で植物が移動できるかど

うかが決まります。この

とき、気候変化のスピー

ドに生物の移動速度がつ

いていけるかどうかが非

常に重要ですが、この点

が難しいところです。と

くに垂直移動は水平移動より予測が難しいといわ

れています。水平移動の場合、種子散布の実験や

発芽実験などによるいろいろな知見と、50 年、100

年で気温が何度上がるかといった物理的なシミュ

レーションからある程度の推定ができます。最近

の研究例では、水平方向については、生物の移動

が気候の変化に追いついているケースがあるとの

報告があります。一方、垂直方向の移動については、

追いついていないという報告があります。高山で

は、岩など土壌がないところがあり、気温の上昇と

ともに標高の高いところに生物が移動しようとし

ても、崖や尾根や山頂があってそれより高いところ

へ行けないなどの理由で生息地を拡大できないこ

とがあります。私たちができるベストなことは、な

るべく早く重要な生態系でモニタリングを始めて、

変化を正確に記録し知見を蓄積することです。

【高橋】生物の分布の変化などは、物理化学的とい

うより確率的なことに支配されることが多く、簡

単に関数にして予測できるものではないというこ

とですね。

【三枝】物理化学的なプロセスですと、ある程度、

理論と経験式の積み重ねで予測が可能ですが、生

物については、枯死率、生存率、発芽率など確率

的にしか記載できないことが多く含まれますので、

変化を推定する手法も異なりますし、それを検証

する方法も違ってきます。さらに、そのための観

測データのとり方も違ってきます。

3. 温暖化影響の指標となる動物に注目
【高橋】地球温暖化の影響というと植物が主です。

動物への影響はあまりないのでしょうか。

【三枝】あります。温暖化の影響を受けるとされる

典型的な動物や、昆虫を

含む動物と植物の関係が

どうなっているかという

ことを見る必要がありま

す。温暖化の影響で海氷

面積が減少すると、ホッ

キョクグマは氷上で狩り

ができなくなって、健康

状態が悪化したり数が減

少するという報告があり

ます。また、特定の昆虫に受粉されなければ生存

できない植物もあるため、昆虫と植物の分布域に

ずれが生じると、双方の生息が危ぶまれるという

ことが起こります。植物と動物の相互作用がなけ

れば生態系が維持できないという地域において、

一つの種が絶滅すると、その生態系全体のバラン

スが大きく崩れる場合があるときに、特定の種を

指標のように扱って、その個体数や変化に注目す

ることもあります。ところで、私たちの目にはあ

まり見えていませんが、地球の炭素循環に圧倒的

な影響を与えているのは微生物です。土壌のなか

に私たちがまだ知らないたくさんの種類の微生物

がいます。私たちが観測している富士北麓などの

森林の観測サイトにおいても、植物が吸収した二

酸化炭素の半分以上を土壌微生物が大気に戻して

いますから、微生物の役割は重大です。
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4. 物理学と生物学との価値観の違い
【高橋】三枝さんは気象学に近い分野の出身で、大

学では生態学に近い分野で教官を務めていた時期

もありますね。そういうご経験についてお話くだ

さい。

【三枝】もともと東北大学では地球物理の気象学

を専攻していました。筑波大学の生物科学系に職

を得たのは偶然でしたが、生物学の分野で働き始

めて、双方の研究分野で考え方が 180 度くらい違

うということにすぐに気づきました。物理学で

は、世界を一本の式で表せるような統一的・基本

的な原理を見つけることに高い価値をおく一方、

生物学では新種発見をはじめ私たちの理論や知識

を軽々と超えていく生物の多様さを見出すことに

価値をおくようでした。最初はとまどいましたが、

異なる価値観をもつ二つの分野で研究する経験を

したことにより、得るものは大きかったと思いま

す。たとえば物理学の分野で確立した観測手法を

応用して生態系の観測を行い、予測しにくい生態

系の応答を謙虚に検出しようという考え方につな

がったと思います。

【高橋】生態系のガス交換に関する研究はどちらか

というと理論先行で、観測技術は少し遅れてつい

てきた印象がある分野ですね。

【三枝】はい。二酸化炭素や水収支の観測技術は、

最近 10 年から 20 年で向上し、世界各地で無人観

測ができるまでに発展しました。こうした技術を気

象学からもらい、生態系の応答について何を明ら

かにすべきかという問題意識と、これまでに蓄積さ

れたたくさんの知識を生態学からもらいました。

5. さまざまな分野の新しい研究成果を加えたい
【高橋】次回、『地球温暖化の事典』を執筆すると

したら、書きたい内容はありますか。

【三枝】全体構成として、温室効果ガス、エアロゾル、

地球システムなど、温暖化に関する基本的な物理

化学的なシステムについてはよく網羅されている

のですが、生物圏や湖沼をはじめ、温暖化に対し

て脆弱な地球表層への影響については、章はある

ものの、事典発行後の研究の発展が大きいので、

強化した方がいいかなと思っています。とくに海

面上昇、海洋酸性化、高山帯や沿岸の生態系、雪

氷や極域、植物と動物の相互作用を含む生物多様

性についてです。私がとくに強化したいと思うの

は、気候と生態系の間のフィードバック効果につ

いてです。地球が温暖化すると極域で永久凍土が

溶けて、地中に蓄えられた大量の炭素が二酸化炭

素やメタンなどとして大気中に放出されます。そ

の放出がかなり大きいと、放出された温室効果ガ

スがさらに温暖化を加速するので、私たちの予想

を超えたスピードで温暖化が進行するかもしれま

せん。これが正のフィードバックです。逆に負の

フィードバックもあります。温暖化して高緯度の

気温が上がり、降水などの水条件がよければ、亜

寒帯域やツンドラ地帯でも森林が定着したりバイ

オマスが増える可能性があります。森林は大気中

の二酸化炭素を固定しますので、負のフィードバッ

クがかかり、温暖化のスピードを緩める効果があ

るかもしれません。このような気候変化と生態系

プロセスによるフィードバックメカニズムとその

実証に関する章が一つほしいですね。

【高橋】今のお話で、三枝さんがカバーしている範

囲は広いという感じがします。

【三枝】私自身がすべてをカバーはできませんが、

幸い、地上観測、衛星観測、近接リモートセンシ

ングなどいろいろな手法を使った生物・生態系の

新しい研究手法も発展しています。ただ、やはり

私たち陸域分野の研究者は、自分が調査している

事象や生態系については非常に詳しいのですが、

世界の生態系の中で何が起こっているかを全体と

して明らかにしましょうといった研究の総合化が

あまり得意ではないので、それを乗り越えていか

なければなりませんね。

＊このインタビューは 2015 年 9 月 1 日に行われま

した。

＊インタビュー「地球温暖化の事典」に書けなかったことは地球環境研究センターウェブサイト（http://www.
cger.nies.go.jp/cgernews/jiten/）にまとめて掲載しています。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/jiten/
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http://www.3r-teitanso.jp/
http://www.3r-teitanso.jp/
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　地球温暖化などの気候変化は作物の収量に影響

を与えると予測されている。食料生産を維持する

ために、作物収量に対する将来の気候変化が及ぼ

す負の影響を軽減する方策（適応策）を実施する

ことは重要である。適応策の時系列を示す「適応

経路」を描くことは、気候変化が進む中でいつ・

どのような適応策が求められるのかを検討する上

で有効な手段となる。本研究では、世界の主要な

コムギ（小麦）生産国 9 か国について、2010 ～

2090 年代の 10 年代毎に、現在からの収量減少を

防ぐために必要な適応策を逐次的に導入していく

と仮定して、21 世紀にわたり現在のコムギ収量を

維持するための適応経路を導出することを試みた。

具体的には、（1） 灌漑面積の拡大と（2） 品種の変

更および新規の高温耐性品種の開発導入の 2 つを

考慮して適応経路を評価した結果、適応導入のタ

イミングや強度が各国で大きく異なることがわ

かった。また、適応策導入の適切なタイミングを

逃した場合と比べて、将来必要な適応策を予測し、

着実に導入を進めることで、気候変化が及ぼす負

の影響（本研究ではコムギ収量の減少）を軽減で

きることが示された。本研究の適応経路は食料需

要の増減や社会経済変化を考慮しないなど、様々

な制約下の結果であるが、本研究で提示した手法

は世界の食料生産の気候変化に対する適応の時間

的側面を定量的に評価するための第一歩になると

考える。

【本研究の論文情報】
タ イ ト ル：Adaptation pathways of global wheat 

production: Importance of strategic adaptation to 

climate change

著者：Tanaka A., Takahashi K., Masutomi Y., Hanasaki 

N., Hijioka Y., Shiogama H., Yamanaka Y.

掲 載 誌：Scientific Reports, 5, 14312; doi: 10.1038/

srep14312 (2015).

最近の研究成果

　　　　　　　　　　

気候変化に対する世界のコムギ生産の適応経路の分析

社会環境システム研究センター統合評価モデリング研究室　特別研究員　　田中 朱美
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アクセスランキング

　　　　　　　　　　2015年 4月～ 2015年 9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

　７ 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

　４

「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

　８

「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　１

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

　５

附属書 I 国の京都議定書（第一約束期間）の達成状況 
～すべての締約国が達成に目途～

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 酒井広平・
小坂尚史・楊川翠

2014 年 7 月号

　６

地球温暖化の停滞期に猛暑が増加し続ける謎を解明—人
間活動の影響が顕在化—

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・地球環
境研究センター 気候変動リ
スク評価研究室 主任研究員 
塩竈秀夫

2014 年 9 月号

１０ 地球温暖化の解明はどこまで進んだか—IPCC 第 1 作業
部会第 5 次評価報告書

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

2014 年 4 月号

　３

京都議定書第一約束期間終了～基準年比 6% 削減の目標
は達成の見込み～

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 小坂尚史・
酒井広平

2014 年 1 月号

　２

長期観測を支える主人公—測器と観測法の紹介—(7): 
なぜ鏡は動くのか？ フーリエ変換赤外分光計（FTIR）—
測定原理

地球環境研究センター 衛星
観測研究室 主任研究員 森野
勇

2013 年 11 月号

　９ 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/201308/273002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201409/286001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201401/278001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201304/269001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201311/276003.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201207/260005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201407/284004.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201404/281001.html
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