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衛星ライダーを利用して
森林の樹高やバイオマスを高精度に計測できる技術を開発

　　　　　　　　　　国立環境研究所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　　　　　　　　　　国立環境研究所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
　　　　　　　　　　国立環境研究所地球環境研究センター　副センター長　　三枝 信子　　　　　　　　　　国立環境研究所地球環境研究センター　副センター長　　三枝 信子
　　　　　　　　　　国立環境研究所地球環境研究センター　主席研究員　　山形 与志樹

　　　　　　　　　　北海道大学大学院農学研究院農林環境情報学研究室　教授　　平野 高司

1. 背景
　二酸化炭素が主要な温室効果ガスであることか

らもわかるように、炭素の動態は地球温暖化と密

接に関係しています。そのため、森林に蓄積され

ている炭素量を計測可能な技術は、炭素の循環過

程の解明や地球温暖化を抑制する仕組み（REDD+

（注 1）など）を構築するためにも重要です。従来は、

現地で１本ずつ樹木の太さや高さを計測する方法

が採られていましたが、これは非常に労力がかか

るため、近年は衛星データを利用することで効率

的に広域を観測する方法が採られることも多くな

りました。しかし衛星データにも、炭素蓄積量の

多い森林では計測精度が十分ではないなどの問題

点もありました。そこで国立環境研究所では、衛

星ライダーというセンサを利用することで、高い

精度で森林の物理量（樹高や森林バイオマス）を

計測できる手法を開発しました。

　衛星ライダーとは、衛星から発射したレーザ光

で地表面を照射し、その反射光を観測することで

地表面の情報を得るセンサです（図 1）。今までに

実用化された衛星ライダーとして、2003 年から

2009 年にかけて NASA が運用していた ICESat 衛

星があります。この衛星は、軌道の直下を 170m 間

隔で約 60m 径の範囲を照射し、ほぼ全球をカバー

しています。

　今回開発した手法により、現地での計測をほと

んど必要とせずに、10,000km2 あたりおよそ 1,700

点もの炭素蓄積量に関係した森林の物理量の計測

データを収集できます。これは、炭素循環過程の

解明や REDD+ において有効なツールとなります。

また、国立環境研究所では温室効果ガス観測技術

衛星「いぶき」（GOSAT）による計測データに基づ

いて炭素排出量の分布を地図化する研究を進めて

いますが、それを検証し高精度化することにも利

用できます。

2. 計測技術の開発
　炭素蓄積量を直接計測することは困難なので、

実際には、まず、樹高や森林バイオマスを計測し、

その値を炭素蓄積量に換算する方法がしばしば用

いられます。森林バイオマスとは樹木の乾燥重量

のことで、炭素重量はその約半分であるため、容

易に炭素蓄積量に換算できます。

　北海道とボルネオ島の森林をテストサイトとし

て技術開発を行ったところ、衛星ライダーが観測

した波形の特徴量を複数組み合わせて利用するこ

とで、樹高と森林バイオマスを高精度に計測でき

る手法を開発できました。その計測精度（自乗平

図 1　衛星ライダーによる観測の模式図。約 60m 径の

範囲をレーザ光で照射して、地表から反射されたレー

ザ光強度の変化を波形として記録している。この例で

は、最も高い樹冠からの反射で信号が始まり、最も低

い地面からの反射で信号が終了している。

信号開始

信号終了
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均平方根誤差）は、樹高については約 4m（北海道：

3.5m、ボルネオ島：4.0m）、森林バイオマスについ

ては 1 ha あたり約 40 トン（北海道：41.2 トン、ボ

ルネオ島：38.7 トン）でした（図 2）。

　特に熱帯の森林では樹高や森林バイオマスが高

いことが多く、今回のテストサイトであるボルネ

オ島では、平均樹高 30m、平均森林バイオマスが 1 

ha あたり 300 トンといった森林資源豊かな林分も

ありましたが、そのような森林でも精度が低下す

ることなく計測できました。これは、他の衛星セ

ンサを利用する従来の手法では高バイオマスの熱

帯林では正確な計測が難しかったのに対して、本

技術により計測精度を大幅に改善できることを意

味しています。また計測地点数は、北海道では約

13,800 ヶ所、ボルネオ島では約 128,000 ヶ所もの膨

大な数にのぼりました。

図 3　2004 年の台風 18 号の前後における、北海道苫小牧周辺の森林の樹種別の平均樹高変化。広葉樹と比較す

ると針葉樹は樹高低下が大きかったこと、中でもカラマツの樹高低下が著しかったことがわかる。写真は、台風

により風倒被害を受けた苫小牧国有林のカラマツ林の様子。

図 2　ボルネオ島において衛星データから推定した樹高（左）および森林バイオマス（右）の値と、地上調査に

より収集した検証データの値との比較。

0 0
500 500

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30

樹
高
：
衛
星
推
定
値

(m
)

樹高：検証データ (m)

R2 = 0.757

0 0
500 500

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 300

森
林
バ
イ
オ
マ
ス
：
衛
星
推
定
値

(t 
/ h

a)

森林バイオマス：検証データ (t / ha)

R2 = 0.883

 

17.5 

19.7 

16.2 
18.1 18.3 

13.6 

16.1 15.3 

11.7 

20.7 

0

5

10

15

20

25

トドマツ エゾマツ アカエゾマツ カラマツ 広葉樹

平
均
樹
高

(m
)

台風前
台風後



－ 4 － － 5 －

地球環境研究センターニュース　Vol.26　No.8（2015年11月）

3. 計測技術の利用
　衛星ライダーによる樹高計測技術を応用して、

2004 年に台風被害を受けた北海道の森林の樹高変

化を計測しました（図 3）。その結果、カラマツ林

で特に被害が大きく、平均で 35% もの樹高低下が

計測されました。これは、カラマツの根が浅く、

風倒害に弱いためと考えられます。また、どのよ

うな地理条件の場所で風倒害のリスクが高くなる

かといった定量的な評価も行うことができました。

同様に樹高計測技術を応用して、2004 年から 2007

年にかけてのボルネオ島の森林消失率が年間 2.4％

であることを算定することにも成功しました。こ

の時期はエルニーニョの影響で特に森林消失が激

しかったとはいえ、約 8,600km2 という広島県に匹

敵するほどの面積の森林が毎年のように失われて

いることになります。

図 5　ボルネオ島において州別に見た森林バイオマスのヒストグラム（度数分布図）。北カリマンタン州やブル

ネイには森林バイオマスの高い林分が多いことなどがわかる。
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図 4　20km メッシュごとに平均を計算した、ボルネオ島の森林バイオマスの空間分布。島の北東から南西にかけ

て分布する脊梁山地に沿って高バイオマス林分が分布していることなどがわかる。
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　また、森林バイオマス計測技術を応用して、ボ

ルネオ島の森林バイオマスの空間分布を把握する

とともに（図 4、5）、ボルネオ島の森林バイオマス

総量は 1.034 × 1010 トンであることを明らかにし

ました。

4. 今後の展望
　今回の研究開発により、現地での計測をほとん

ど必要とせずに数万点から数十万点の樹高や森林

バイオマスの計測データを、衛星観測により取得

できることが示されました。この技術は、炭素循

環過程の解明や REDD+ の遂行などに応用できま

す。今回の研究で利用した ICESat 衛星はすでに運

用を終えており、現段階で利用できる衛星ライダー

はありませんが、NASA や JAXA が新しい衛星ラ

イダーを計画しています。例えば、JAXA が推進し

ている MOLI 計画は、国際宇宙ステーションの実

験モジュールに森林観測に特化した衛星ライダー

を設置する計画で、ICESat 衛星に較べて高精度に

森林を観測できると期待されています。今後、衛

星ライダーは森林の広域観測において不可欠な役

割を担うことが期待されます。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）途上国における森林減少・森林劣化からの排

出削減および、森林の炭素蓄積の保全、森林の持続

可能な管理、森林の炭素蓄積の強化活動

この内容は、2015 年 9 月 14 日付で Taylor & Francis 

発行のジャーナル「Carbon Management」オンライ

ン版に掲載されるとともに、国立環境研究所から 9

月 18 日付で記者発表されました。

【発表論文】
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Takao G. (2015) Quantitative assessment of the 

impact of typhoon disturbance on a Japanese forest 

using satellite laser altimetry. Remote Sensing of 
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j.rse.2014.09.028

記者発表
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　2015 年 9 月 2 日から 5 日まで、グローバルカー

ボンプロジェクト（GCP）つくば国際オフィス、

北海道大学、国際応用システム分析研究所（IIASA）、

気候変動に関するメルカルトル研究所（MCC）が

共催し、標記ワークショップを北海道大学で開

催した。国立環境研究所からは 4 名（伊藤昭彦、

SHARIFI Ayyoob、山形与志樹、横畠徳太）が参加

した。

　2014 年、全球の大気中二酸化炭素（CO2）濃度

が年平均値ではじめて 400ppm を超えた。温暖化を

防止するためには、産業革命前と比較して全球平

均気温の上昇を 2℃未満に抑え、温室効果ガス濃度

を安定化させなければならないのだが、このこと

は、このままでは、確実に一時的に安定化目標よ

り高い濃度レベルに達してしまう（オーバーシュー

ト）ことを示している。大気中の温室効果ガス濃

度を安定化させることはできるのだろうか。地球

温暖化の緩和策（広兼克憲「地球環境豆知識 ［29］

緩和策と適応策」地球環境研究センターニュース

2014 年 6 月号）でカギになるのは、カーボンニュー

トラルなバイオエネルギー（植物由来の原料の場

合、植物の生長過程で光合成による CO2 吸収量

がバイオマスを燃やしたときの CO2 排出量を相殺

する）とエネルギー生産時の炭素を回収貯留する

BECCS とを組み合わせたネガティブエミッショ

ン（NE）である。化学工学的技術や広域での植林、

土壌の CO2 吸収など大気中 CO2 濃度を直接回収す

る方法についても議論されている。NE は気候管理

において有効策と見なされているが、一方で、社

会経済的・技術的な側面や気候シナリオにおいて

不確実な部分も残っている。こうした不確実性へ

の取り組みの一環として、GCP つくば国際オフィ

スでは MaGNET プロクラムを立ち上げ、2013 年

東京で行われた MaGNET を紹介するワークショッ

プなど、これまでいくつかのイベントの開催を支

援してきた。今回のワークショップでは、さまざ

まなネガティブエミッション技術（NETs、加藤悦

史「地球環境豆知識［27］ネガティブエミッショ

ン技術」地球環境研究センターニュース 2014 年 4

月号）とその制約、持続可能な開発目標（SDGs）

との相互作用や SDGs への影響について特別セッ

ションが設けられた。また、期間中、キャパシティ

ビルディングと NE に関心をもつ北海道大学の研

究者にこれらに関する最近の研究を紹介するため、

MaGNET をテーマに半日のオープンセミナーを開

催し、苫小牧 CCS 実験サイトの見学も実施した。

1. 研究発表と議論の主な内容
　参加各国から NETs の実現に不可欠な技術に関

する詳細な研究結果が発表された。全球および地

域レベルのモデル研究の成果が報告され、日本と

韓国で現在進められている CCS 実験プロジェクト

も紹介された。日本の CCS サイトは 3 日目に見学

の機会が設けられた（詳細は下記コラム）。韓国の

CCS プロジェクトでは、2020 年に予想される国内

の CO2 排出量を 30％削減することが可能となる。

どちらのサイトも CO2 処理の安全性の確保と漏れ

防止のための取り組みが紹介された。

　NETs は、気候安定化に重要な役割を果たし、産

業革命前と比較して全球の平均気温上昇を 2℃未満

に抑え、地球温暖化を防止するという目標達成に

貢献する可能性があることが議論された。NETs は

非常に注目されているが、植林やバイオエネルギー

など陸域関連の NE については課題もある。今回

2℃目標の達成に向けて
－ネガティブエミッション（温暖化緩和策と社会ニーズの架け橋）
に関する国際ワークショップ報告－

　　　　　　　　　　GCPつくば国際オフィス　事務局長　　SHARIFI Ayyoob（シャリフィ アユーブ）
　　　　　　　　　　GCPつくば国際オフィス　代表（地球環境研究センター　主席研究員）　　山形 与志樹

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201406/283002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201404/281003.html
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のワークショップでは、CCS と BECCS が、IPCC

の低位安定化シナリオの多くで必要不可欠とされ

ている効果的な排出削減策として取り上げられた。

BECCS を入れないモデルの開発も可能であるが、

BECCS を用いることで目標達成のためのコストを

大きく削減できる。大気中 CO2 の直接回収や風化

促進（自然の化学風化を人工的に促進し CO2 と反

応し除去する技術）、植林、鉄散布による海洋肥沃

化、土壌炭素吸収、バイオ炭などの可能性につい

ても議論された。NETs をグローバルに展開すると

きに障害となる社会的・

生物物理学的・経済的制

約について詳細な報告が

あった。さらに、前述の

技術が、陸域、水圏、養分、

アルベド（反射率）、エネ

ルギー、コストに及ぼす

影響についての情報が共

有された。実現可能性が

高いものもあるが、どの

NETs についても限界はあ

る。また、NETs は短・中期間において、気候変動

の思いきった緩和策の代用や、何の対策もしない

ケースが引き起こす多くの（なかにはまだ知られ

ていない）気候リスクに対処できるものとは考え

られない。

　さまざまな NETs の大規模な展開および、食糧安

全保障（例えば、バイオマス原料の栽培のために

土地の争奪を引き起こしかねない）など SDGs の

対象となる社会的ニーズとの相乗効果やトレード

オフに関する研究発表もあった。NE と気候変動の

緩和策、SDGs の三者の取り組みが対立しないよう、

補足的な政策が必要となる。モデルと SDGs のコ

ミュニティは緊密な連携をさらに進め、それぞれ

の取り組みにおけるギャップと不十分な点を確認

しなければならない。その連携により、モデルグ

ループが SDGs に何を提供できるか、SDGs コミュ

ニティはモデル処理とその結果の改良にどう貢献

できるかが明らかになるだろう。

　全球モデルが表しているものは現実に起こって

いることを必ずしも反映してはいない可能性があ

ることが参加者の間で確認された。したがって、

ボトムアップの解析にトップダウン型が求めてい

るものを組み込む必要がある。モデルコミュニティ

とガバナンスコミュニティが効果的に作用しあい、

お互いの研究をよく知ることについて、方法論的

な課題があることが重要なテーマとなった。科学

と政策の架け橋となることを推進するだけではな

く、NETs および、その社会的・政策的な意味合い

について理解を深めるために、社会科学とガバナ

ンスを含めた統合された手法で研究を進めること

が必要である。これにより、各国で NETs を広め、

推進する可能性が高まる

ことになるだろう。NETs

を実施する際に起こり得

る影響については、政府

機関や現場の担当者の意

見を踏まえた厳格な科学

的評価が求められる。例

え ば、NETs の 実 現 に は

技術的な専門知識と十分

な 財 政 投 資 が 必 要 で あ

り、そのために現状維持

を余儀なくされているが、NETs 市場でシェアを拡

大したい石油会社やガス会社に好都合かもしれな

い。

2. ワークショップの成果
　 ワ ー ク シ ョ ッ プ で 収 集 し た 貴 重 な 意 見 は、

MaGNET 研究計画の今後の発展に利用していきた

い。また、本ワークショップの議論に基づく論文

の作成も検討している。

3. 今後の計画
　今後のワークショップの計画が議論され、次回

のワークショップが 2016 年の同時期に開催される

ことになった。次回はヨーロッパの機関が主催す

る予定である。

【略語一覧】

グローバルカーボンプロジェクト（Global Carbon 

Project: GCP）

国際応用システム分析研究所（International Institute 

for Applied Systems Analysis: IIASA）

写真 1　パネルディスカッションの様子
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気候変動に関するメルカトル研究所（Mercator 

Research Institute on Global Commons and Climate 

Change: MCC）

バイオマス燃料の利用とそれに伴う炭素回収貯

留（Bio-Energy with Carbon Capture and Storage: 

BECCS）

全球のネガティブエミッション管理（Managing 

Global Negative Emissions Technologies: MaGNET

ネガティブエミッション技術（Negative Emissions 

Technologies: NETs）

持 続 可 能 な 開 発 目 標（Sustainable Development 

Goals: SDGs）

二酸化炭素隔離貯留技術（Carbon dioxide Capture 

and Storage: CCS）

コラム：苫小牧 CCS サイト見学

　苫小牧の CCS プロジェクトは日本で初めて進め
られているものです。2009 年から 2011 年に苫小
牧サイトの調査が行われました。2012 年にデザイ
ン、施設の建設、掘削などの準備作業が開始され、
2016 年初めから CO2 隔離が実施できることになっ
ています。2016 年から 2018 年まで年間約 10 万ト
ンの CO2 の貯留が見込まれています。さらに 2 年
後の 2020 年までモニタリング調査が継続されます。
苫小牧サイトの見学は、実際に CCS プラントを立
ち上げるときのさまざまな制度上の問題や経済的・
技術的な側面に関する知見を得るいい機会となりま
した。CCS サイト担当者から詳細な情報を提供して

いただいたことに感謝の意を表します。

＊本稿は SHARIFI Ayyoob さんと山形与志樹さんの原稿を編集局で和訳したものです。原文（英語）も掲
載しています。
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生物や生態系の変化をデータから読み解く 
～ JaLTER 全科学者会議 2015 の報告～

　　　　　　　　　　生物・生態系環境研究センター生物多様性保全計画室　主任研究員　　松崎 慎一郎
　　　　　　　　　　地球環境研究センター　副センター長　　三 枝  信 子

1. はじめに　JaLTERの活動
　日本長期生態学研究ネットワーク（Japan Long-

Term Ecological Research、以下 JaLTER）は、長期

かつ大規模な調査・観測、公開型データベースの

構築、フィールド教育を推進する研究者ネットワー

クとして、2006 年に発足しました。学際的な活動

を通じて、社会に対して自然環境、生物多様性、

生態系機能、生態系サービスの保全や向上、持続

可能性に寄与する科学的知見を提供することを目

指しています。JaLTER には、全国の森林、草地、

農地、湖沼、河川、沿岸などの調査サイト（20 の

コアサイトと 36 の準サイト）があり、サイトネッ

トワークを活かして様々な研究が実施されていま

す。国立環境研究所では、地球環境研究センター

が富士北麓準サイトを、生物・生態系環境研究セ

ンターと地域環境研究センターが共同で霞ヶ浦コ

アサイトを担当しています。

　JaLTER では、参加している研究者による情報交

流や、今後の研究展開を議論するため、年 1 回、

毎回違うサイトで All Scientist Meeting（全科学者

会議、以下 ASM）を開催しています。ASM2015 は、

国立環境研究所がホスト役となり、9 月 14 ～ 16 日

に国立環境研究所で開催しました。ASM2015 では、

京都大学生態学研究センターの共同利用研究助成

を受け、データベース構造やデータ入力に関する

演習（データ入力キャンプ）、公開シンポジウム、

霞ヶ浦エクスカーションが行われました。今回は

後者 2 つについて報告します。

2. 公開シンポジウムの開催
　大澤剛士氏（農業環境技術研究所）の協力を得

て、JaLTER 以外の観測ネットワークやデータベー

スとの連携、データの利活用を推進する研究者と

データを利用する研究者間の交流、時系列データ

の解析手法の習得を目指して、9 月 15 日に公開シ

ンポジウム「生物・生態系情報の統合と時系列デー

タの解析～生物や生態系の変化を読み解く～」を

開催しました（写真 1、2）。

　午前のセッション「生物・生態系情報の統合と

利活用」では、5 名の方に話題を提供していただき、

データ収集、データベース構築、観測ネットワー

クを通じたデータの統合と利活用について情報交

換や議論を行いました。シンポジウムの口火とし

て、大澤剛士氏から「生物多様性に関する基盤情

写真 2　講演者の先生方、JaLTER メンバー、写真撮影

にご協力いただいた参加者の方と記念撮影。

写真 1　シンポジウムの様子。各講演後の質疑も活発

に行われました。
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報整備と利活用に向けた取り組み -GBIF 日本ノー

ド JBIF-」と題して、データの公開、データベース

構築の重要性、データペーパー（データやデータ

ベースそのものを査読付き論文として公開するし

くみ）の利点、データを統合した共同研究の推進

など「生物多様性情報学」の重要性と、地球規模

生物多様性情報機構 Global Biodiversity Information 

Facility（GBIF）の日本ノード JBIF としての活動内

容について紹介いただきました。JBIF については、

中江雅典氏（国立科学博物館）からも、自然史標

本の膨大なデータベースを使った新しい研究の可

能性や課題についてお話しいただきました。

　続いて、石井励一郎氏（総合地球環境学研究所）

からは日本生物多様性観測ネットワーク Japanese 

Biodiversity Observation Network（J-BON） の 取 り

組みと、アジアやグローバルスケールの生物多様

性観測にむけて、まずは観測体制の確立、続いて

データベースの所在の確認や情報共有の必要性を

お話しいただきました。関連して、Future Earth に

ついても情報提供いただきました。伊勢戸徹氏（海

洋研究開発機構）からは、海洋生物分布のグロー

バルデータベース Ocean Biogeographic Information 

System (OBIS) を使ったホットスポットの地図化、

データの不足している場所の可視化、保護区の選

定などについて紹介いただきました。

　午前最後の講演では、鎌内宏光氏（金沢大学）

から、JaLTER のサイトネットワークを利用して

世界中の誰もが同じ方法で簡便にできる紅茶の

ティーバッグを用いた土壌中有機物の分解能を調

べる研究（http://www.decolab.org/tbi/index.html）に

ついて紹介いただいた後、統一的な手法を用いた

全球比較やメタ解析研究への展開、教材や市民参

加型調査としての活用などについてお話をいただ

きました。

　午後のセクション「時系列解析レクチャー」では、

長期的な生態学データを扱う者にとっては避けて

通れない時系列解析について、統計に詳しい 5 名

の方にレクチャー形式で講演いただきました。ま

ずは、久保拓弥氏（北海道大学）による「生態学

の時系列データ解析でよく見る『あぶない』モデ

リング」と題する講演があり、安易に分析してし

まうと、ニセの回帰やうたがわしい回帰をしてし

まうことを、実演を通じてわかりやすく解説いた

だきました。また、ランダムウォークや状態空間

モデル（時系列解析の一種）について学びました。

伊東宏樹氏（森林総合研究所）には、統計フリー

ソフト R のパッケージを用いた状態空間モデルに

ついて、深澤圭太氏（国立環境研究所）と深谷肇

一氏（統計数理研究所）からは、状態空間モデル

を用いた研究例や使い所についてお話しいただき

ました。最後に、土居秀幸氏（兵庫県立大学）よ

り、時系列データを用いて、レジームシフトの早

期警戒シグナルを検出する解析、Convergent Cross 

Mapping （CCM）と呼ばれる因果関係解析等、最新

の時系列解析手法を紹介いただきました。

3. シンポジウムを通して
　当日は、117 名（講演者を除く）もの参加があり、

大盛況となりました。まさに、データを集める（た

い）人、公開する（したい）人、利用する（したい）

人、解析する（したい）人が一堂に会したシンポ

ジウムとなりました。質疑や総合討論でも、デー

タを収集・公開し利活用を推進する側とデータを

利用し統合・統計解析する側で、それぞれに課題

や問題点があること、逆に、互いに要望や希望が

あることが見えてきました。今回のシンポジウム

と懇親会は、その擦り合わせをする場となったと

感じました。今後、これをきっかけとして、交流

や情報交換がはじまり、新しい研究が展開してい

くことが期待されます。

4. 霞ヶ浦エクスカーションの開催
　9月16日には、JaLTERのコアサイトでもある霞ヶ

浦においてエクスカーションを開催しました。霞ヶ

浦では国立環境研究所が 40 年近くモニタリングを

継続しています。つくばから土浦港に向い、国立

環境研究所の調査船 NIES' 94 に乗船しました（写

真 3）。土浦入の沖合に停船し、毎月の定期モニタ

リングで行っている環境調査、採水、採泥、プラ

ンクトンやベントスの採集を参加者全員が体験し

ました（写真 4、5）。また、高速フラッシュ励起蛍

光光度計（FRRF 法）と呼ばれる最新の機器を用い

て、植物プランクトンの一次生産量を現場で瞬時

に測定する手法についても紹介がありました。は
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じめて乗船する調査船、はじめて見る機材や生物

に驚く参加者もいました。霞ヶ浦長期モニタリン

グの成果や研究課題について議論するとともに、

他の JaLTER サイトで様々な分野の長期観測を異な

る手法で実施している担当者らと意見交換等を行

いました（写真 6）。

5. おわりに
　次回の ASM2016 は北海道での開催を予定して

います。ウェブサイトやメーリングリスト等でご

連絡いたしますので、ぜひご参加下さい。また

JaLTER の活動に興味を持った方は、JaLTER 事務

局またはお近くの JaLTER メンバーにご連絡下さ

い。若手研究者や学生の参加を歓迎いたします。

　最後になりましたが、今回 ASM2015 を開催する

にあたり、研究助成をいただきました京都大学生

態学研究センター、ならびに、お手伝いいただき

ました国立環境研究所の地球環境研究センターと

生物・生態系環境研究センターのスタッフの皆様

に、この場をかりて深く御礼申し上げます。

【参考サイト】

・日本長期生態学研究ネットワーク（JaLTER）

　http://www.jalter.org/

・JaLTER 公開シンポジウム 2015「生物・生態系情

報の統合と時系列データの解析～生物や生態系

の変化を読み解く～」

http://www.nies.go.jp/biology/Events/20150915/

index.html

・国立環境研究所地球環境研究センター　地球環境

モニタリング

　http://db.cger.nies.go.jp/gem/ja/

・国立環境研究所生物・生態系環境研究センター　

霞ヶ浦データベース

http://db.cger.nies.go.jp/gem/inter/GEMS/database/

kasumi/index.html

写真 4　プランクトンネットの鉛直引きを体験し、採

集されたプランクトンをルーペで見る参加者。

写真 3　国立環境研究所所有の調査船 NIES'94（双胴

船）に乗船。多項目水質センサーで環境要因を測定す

る参加者。

写真 6　エクスカーションを終えて、船上で記念撮影。

写真 5　大口径の底泥柱状コアを採集し、泥の様子を

側面から観察する参加者。

http://www.jalter.org/
http://www.nies.go.jp/biology/Events/20150915/index.html
http://db.cger.nies.go.jp/gem/ja/
http://db.cger.nies.go.jp/gem/inter/GEMS/database/kasumi/index.html
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　9 月 14 日から 17 日に開催された第 18 回二酸

化炭素・温室効果ガス等の計測技術に関する国際

会 議（18th WMO/IAEA Meeting on Carbon Dioxide, 

Other Greenhouse Gases, and Related Measurement 

Techniques、GGMT-2015） に 参 加 し ま し た。 こ

の 会 議 は 世 界 気 象 機 関（World Meteorological 

Organization: WMO）と国際原子力機関（International 

Atomic Energy Agency: IAEA）の主催により 2 年に

一度開催されるもので、今回はアメリカ・サンディ

エゴの海岸沿いにあるカリフォルニア大学サン

ディエゴ校スクリプス海洋研究所の眺めのよい会

議場において開催されました。この会議では、温

室効果ガス等の観測に必要な技術について議論が

行われるほか、温室効果ガス観測指針の作成も行

われます。この指針は会議後に出版され、温室効

果ガス観測を行う機関はこの指針に従って観測を

実施します。

　この会議の歴史を繙くと、第 1 回の会議は今か

ら 40 年前の 1975 年に今回と同じ場所で、Charles 

David Keeling 教 授 に よ っ て 開 催 さ れ ま し た。

Keeling 教授は 1957 年に世界で初めてハワイ島の

マウナロア山で二酸化炭素（CO2）の観測を始めた

研究者として有名です。会議では 10 名程度の専門

家が集まり、温室効果ガス等の観測に関する技術

的な内容について細部に至るまで議論したとのこ

とです。現在では 100 名以上の研究者・技術者が

参加する会議となりました。18 回目の今回は 40 周

年の記念として、第 1 回と同じ場所で、第 1 回主

催者のご子息であるスクリプス海洋研究所の Ralph 

Keeling 教授により開催されました。世界各国で観

測を行っている約 140 名が参加し、講演 42 件、ポ

スター 70 件の発表がありました。内容は、温室効

果ガス等の計測技術、観測体制の紹介、データの

取扱に関するポリシーなど多岐にわたりました。

　今回新しく加わったテーマである都市域での観

測セッションでは、フランス・パリやアメリカ・

インディアナポリスなどで都市から排出される

CO2 量推定のための観測例が紹介されました。い

ずれの都市でも数カ所の観測点を設け（パリでは

エッフェル塔でも！）、研究を進めているとのこと

です。近いうちに、東京タワーやスカイツリーで

の観測が始まる日が来るかもしれません。この会

議では、これまで大気中の温室効果ガス観測に関

する話題が主に取り上げられてきており、海洋で

の観測も今回から新たに加わったテーマです。海

水中の溶存 CO2 の観測などについて、標準物質の

調製と配布から船舶を利用した観測紹介など、海

洋観測を網羅する報告が行われました。また、A

地点でのデータと B 地点でのデータは本当に比較

してよいのか、高精度な計測が必要な温室効果ガ

ス観測ではこのような当たり前のことを実現する

ために多くの労力が割かれています。新しい都市

域での観測も、従来から行われているバックグラ

ウンド大気の観測でも、近年では大きなプロジェ

クトの下で 10 地点以上の多地点での観測が増えて

きました。これらのデータの同一性を確保するた

めに、計測装置の特性の調査、日常の測器の較正、

異常データの排除、得られたデータの配布方法な

どについての詳細な報告がなされました。中でも

測器較正に欠かせない標準ガスに関するセッショ

ンはほぼ 1 日を費やすほど重要視されています。

これは温室効果ガスの非常に精密な計測には測器

の較正が重要で、それに必要な標準ガスが避けて

は通れない話題であるうえ、標準ガスの調製方法

やその保存性に多くの問題を抱えていることによ

ります。WMO と協力関係にある国際度量衡局や

各国の計量研究所からの参加者から、CO2 をはじ

めとする温室効果ガスの標準ガスの調製方法その

精度、国際度量衡局や計量研究所と WMO との標

準ガス比較実験予定について報告されました。ま

40 周年を迎えた温室効果ガス観測国際会議

　　　　　　　　　　地球環境研究センター観測第一係　高度技能専門員　　勝又 啓一

　　　　　　　　　　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
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た、WMO の標準ガスを管理している機関からも、

標準ガスの保存性の問題について報告され、決定

的な解決策はないことが実感されました。データ

の配布についても、様々な議論がなされています。

観測する研究者とそのデータを利用する研究者の

橋渡しをするデータベースはいくつかありますが、

使い勝手や橋渡しの機能についての改良が報告さ

れました。そのデータベースの作成やデータ配布

に尽力されてきたアメリカ海洋大気庁の Kenneth 

Masarie 氏が自身が作成したデータセットである

ObsPack の報告を行うと共に、今年末で引退する

ことを表明すると、会場は総立ちとなり拍手がお

くられました。学術会議の場でこのような出来事

は筆者にとって初めての経験でした。

　今回の会議には地球環境研究センターから 6 名

の研究者と技術者が参加し、アジア地域や波照間

ステーションでの観測紹介や、O2/N2 比分析の機

関間相互比較、同位体分析技術等について発表

し、意見交換を行いました。次回の会議はスイス・

チューリッヒ近郊で 2017 年 8 月に開催されます。

写真 2　アメリカ大気海洋庁の Kennith Masarie 氏に

よる発表。この後引退が表明され参加者総立ちで拍手

がおくられました。（写真提供：寺尾有希夫）

写真 1　天気のよい会場前の庭での昼食は大変気持ち

よいものですが、同時に午前中に行われた報告に関す

る議論も続いています。後ろに見える桟橋はスクリプ

ス海洋研究所の観測施設です。（写真提供：寺尾有希夫）
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　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 7 回は、 甲斐沼美紀子さんに、 地球温暖化の緩

和策の策定やその前提となるシナリオ研究についてお

聞きしました。

1. 2050年 80％削減へ：3つのシナリオで検討
【花崎】国際社会では、産業革命前と比較して全

球の平均気温の上昇を 2℃未満に抑える「2℃目

標」が合意事項となっています。その関連研究

と動向について甲斐沼さんにお聞きしたいと思

います。最初に今年の 9 月に発行された大幅な

炭素排出削減に向けた道筋プロジェクト（Deep 

Decarbonization Pathways Project: DDPP） の 報 告 書

の内容について簡単に教えていただけますか。

【甲斐沼】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）では、

2020 年以降の気候変動に対処するため、196 の加

盟国 / 地域が温室効果ガス削減目標を決めようとし

ています。しかし、UNFCCC では、多数決ではな

く、コンセンサス方式（明確な反対意思の表明が

なくなるまで議論を続ける）で合意し、採択する

ので、なかなか動きません。これまでの経験から、

「2℃目標」を達成するために、全球でどれくらい

温室効果ガスを削減しなければいけないかに合意

し、その後、各国がどれだけ削減するかを割り振

るという手順で削減目標を決めるのは難しそうで

した。そこで、各国が 2020 年以降の削減目標を決

めて、これを「約束草案」として、この年末にパ

リで開催される第 21 回締約国会議（COP21）の前

に表明することが、ワルシャワで開催された第 19

回締約国会議（COP19）で決まりました。温暖化

対策に関しては、エネルギーシステムの変換や人々

の意識改革も必要となってきますから、長期目

標も必要です。DDPP はコロンビア大学の Jeffrey 

Sachs 教授とフランス持続可能開発・国際関係研究

所の Laurence Tubiana 所長（現在は COP21 の気候

変動特別大使）が提唱し、2050 年の温室効果ガス

削減シナリオを各国の研究者が作るプロジェクト

として 2 年前に始まりました。2014 年 9 月の国連

気候サミットで中間報告が発表され、今年の報告

インタビュー：「地球温暖化の事典」に書けなかったこと(第7回)

　　　　　　　　　　

   　 「地球温暖化の事典」担当した章
    　8.1　温暖化対策シナリオ分析

           インタビュア ： 花崎直太 （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）

多様な未来社会を可能にするために
－さまざまな社会状況に適合するシナリオを考える－

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）
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書はさらにそれを深めて、COP21 に向けて各国が

2050 年の削減シナリオを作成しました。

【花崎】何か国くらい含まれるのでしょうか。

【甲斐沼】スタートのときは 15 か国だったのです

が、その後イタリアが加わり 16 か国になりました。

世界の温室効果ガスの排出量に占める割合は、そ

の 16 か国で 74％になります。

【花崎】研究者が執筆しているのですか。政府の政

策方針は入っていないのでしょうか。

【甲斐沼】研究者がメインになっていますが、政策

方針が基本になっています。日本は、2050 年まで

に、温室効果ガスを 1990 年比で 80％を削減する長

期目標を掲げていますから、それを目標として実

現可能性を考え、3 つのシナリオで比較検討しまし

た。1 つ目は想定できるすべての技術が利用可能と

したミックスシナリオ、2 つ目は原子力を使わな

いシナリオです。3 つ目は、二酸化炭素（CO2）回

収・貯留技術（Carbon Capture and Storage: CCS）の

導入を半分に抑えたシナリオです。CCS はまだ日

本では実証試験中です。中央環境審議会の報告で

は、2050 年に CCS は年間 200 MtCO2/year（2 億ト

ン）くらい回収・貯留できるといわれていますが、

その半分で 2050 年に 80％削減を実現できるかどう

かを検討しました。

【花崎】なるほど、技術的な実現可能性が示されて

いるのですね。

【甲斐沼】コストも計算しています。3 つのどのシ

ナリオもだいたい省エネでエネルギー需要量を半

分にし、残りの対策はカーボンフリーのエネルギー

を使用するというものです。計算してみると、省

エネは経済的にベネフィットがあるので、BAU（特

段温暖化対策をしないケース）でもかなり進みま

すが、カーボンフリーのエネルギーより発電コス

トの安い石炭火力が BAU では使われると予想され

るので、エネルギー生産での CO2 原単位（1 単位

のエネルギーを生産する時に排出される CO2）は

増えます。対策シナリオでは、CO2 排出量削減に

有効な再生可能エネルギーが増えます。GDP 全体

に与える経済的な影響については、2050 年で 0.02％

と少ないというのが結論です。

【花崎】DDPP 報告書への反応、受け止められ方は

どんな感じでしょうか。

【甲斐沼】9 月にフランスを始め、日本、英国、米

国、中国、インド、南ア、ロシアなど約 15 か国 25

名程度のメディアの方々に紹介しました。Tubiana

氏からも長期目標の検討が重要であるとの説明が

ありました。しかしまだ日本のなかでの認識は低

いので、10 月 29 日に東京でワークショップを行い、

作成したシナリオの実現可能性や実例を紹介する

予定です。東京都はかなり熱心に CO2 削減に取り

組まれていて、実際に下げています。また、省エ

ネ機器やホームエネルギーマネジメントシステム

（HEMS）、エネルギー管理システム（BEMS）等を

通じた CO2 削減の可能性や再エネ導入に向けた取

り組みを企業の方々にも話をしていただくことに

なっています。そして、こういう取り組みをもっ

と日本全国で広めたら 80％削減できるのではない

かということを紹介したいと思っています。

(a) Energy intensity of GDP

(b) Energy supply decarbonization – Carbon intensity of electricity

(c) Electrification, share of electricity in final energy

DDPPにおける対策の3つの柱

(a) エネルギー消費の削減

2010 (基準年）

（b）電力・燃料の低炭素化

（c）需要部門のエネルギー源の低炭素化

参照

ミックス

原子力ゼロ

CCS半減

2010 (基準年）

2010 (基準年）
参照

ミックス

原子力ゼロ

CCS半減

参照

ミックス

原子力ゼロ

CCS半減

2015 年 9 月に開催された DDPP プロジェクトのメディ

アを対象とした報告書発表会の様子

左から2人目がDDPPを立ち上げたTubiana教授（COP21 

気候変動特別大使）。
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2. 2℃目標からはじまる議論
【花崎】2℃目標というのは非常にわかりやすいの

ですが、一般的な根拠はありますか。私は温暖化

影響評価の研究をしていますが、2℃の前後で温暖

化影響が劇的に変わるかというと、そうでもなさ

そうです。

【甲斐沼】2℃目標を達成するのは絶対無理だから

2.5℃という意見もありますし、島嶼国の人たちは

既に影響を受けていて、先進国の人たちには 1.5℃

に安定化してほしいという意見もあります。2℃と

いうのは、みなさんが目安にしやすい、わかりや

すい一つの目標ではないかと考えています。ただ、

2℃目標の達成が非常に難しいのも事実ですし、現

在出てきている約束草案を足してもまだ足りなく

て、3.5℃まで上がるのではないかという計算もあ

ります。少なくとも今のまま温室効果ガスを排出

していくと気温はどんどん上がっていき、2℃目標

は達成できません。しかし 2℃目標があるから、目

標達成のためにもっと努力していきましょうとい

う話し合いになります。

3. ビルの建築基準から 450ppmを感覚的に理解する
【花崎】気温上昇の目標の他に、温室効果ガス濃度

の目標が示されることもありますね。ただ、CO2

の濃度が 450ppm と言われても感覚的にわかりませ

ん。

【甲斐沼】建物の室内に CO2 濃度の基準があるのを

ご存知ですか。映画館や会議場など、人が集まっ

てくると CO2 濃度が上がりますので、窓がないと

ころは空調ができるようにしなければなりません。

そういう建物は、外気と空気を入れ換えて、室内

の CO2 濃度が 1000ppm 以下になるように造らな

ければいけないという基準が建築物における衛生

的環境の確保に関する法律（ビル管理法）にある

のです。1000ppm 以上になると非常に敏感な人は

ちょっと眠くなり、空気を入れ換えてフレッシュ

な空気を吸いたくなります。

【花崎】1000ppm というのは、空気を入れ換える指

標として使っているのですね。

【甲斐沼】現在外気の CO2 濃度は 400ppm を超えて

いますが、IPCC 第 5 次評価報告書の RCP シナリ

オ（注 1）の 8.5 ですと、2100 年には 800ppm 以上

になってしまいます。そうすると換気しても外気

が 800ppm 以上では空気を入れ替えても 1000ppm

以下にするのは厳しくなります。

【花崎】なるほど、温暖化問題を放置すると CO2 濃

度が現在の環境衛生管理基準に達してしまうとい

うわけですね。少し実感がわいてきました。

4. 地球温暖化研究：AIMの開発からシナリオへ
【花崎】甲斐沼さんは長年にわたって温暖化対策の

シナリオ分析を実施されてきました。シナリオの

研究を始められたのはいつ頃からでしょうか。

【甲斐沼】まず、地球温暖化の研究を始めたのが

1990 年です。その年の 7 月に国立公害研究所が国

立環境研究所に改称され、それまでは典型 7 公害

（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地

盤沈下、悪臭）が研究対象でしたが、国内のこと

だけではなく、地球全体の研究が必要となってき

ました。そして地球環境研究グループができて、

私はそこの温暖化影響・対策チームに所属になり

ました。地球温暖化問題は今後重要になるという

意識はありましたが、温暖化対策技術の開発を行

う下地はありませんでした。その頃、アメリカの

温室効果ガス排出量の予測

追加的な緩和策のないベースラインシナリオでは、

2100 年における温室効果ガス濃度は 1000ppm（二酸

化炭素換算）以上になる可能性が高い

出典： IPCC AR5 WGIII 図 SPM.4（上図）
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ICF コンサルティング社が温暖化の統合評価モデ

ルを作り、いろいろな分析結果を政府に出してい

ました。1990 年に公表された IPCC の第 1 次評価

報告書にもシナリオの分析結果が出ていました。

そこで、森田恒幸室長（当時）を中心に、どれく

らい温暖化が進むか、温暖化が進んだらどういう

対策が必要かという統合評価モデルを作り、日本

やアジアを対象とした分析をしようということに

なりました。当時中国やインドは CO2 排出量がそ

んなに多くなかったのですが、今後経済発展に伴っ

て増加し、その動向が非常に重要になっていくは

ずなので、そのなかで日本がアジアの温暖化対策

に貢献できるよう、アジア太平洋統合評価モデ

ル（Asia-Pacific Integrated Model: AIM）の開発が始

まったのです。どういう対策をしたらどれだけ削

減できるかというボトムアップの対策モデルから

はじめ、その後経済影響が分析できるモデルも含

めました。1995 年に出版された IPCC の第 2 次評

価報告書で AIM の結果が引用されました。その後、

2000 年の IPCC 排出シナリオに関する特別報告書

（Special Report on Emission Scenarios: SRES） の 作

成過程に深く関わることで、ストーリーラインを

含めたシナリオ研究が進展しました。さらに SRES

をベースにした AIM の対策シナリオが 2001 年の

IPCC の統合評価報告書に出ています。社会経済の

予測は困難で、過去のトレンドだけでは追えませ

んから、どういう世界に住みたいのか、どういう

世界にいったらいいかということをいろいろな立

場の人にインタビューし、経済が発展する社会か、

環境重視の社会かという軸と、グローバルになっ

ていくのか、経済や政治がブロック化していくの

かという地理的な軸でまとめられました。これに

よりシナリオ研究が集大成されて、比較的受け入

れやすくなりました。

【花崎】シナリオ研究の発展は、主に政策的なニー

ズからでしょうか、研究者の興味からでしょうか。

【甲斐沼】両方かもしれません。IPCC 第 3 次評価

報告書の頃は対象としていた温室効果ガスは CO2

だけでした。エネルギー関係なのでグローバルに

データがとりやすかったですし、対策についても

技術的な面での理解が進んでいたからです。その

後、CO2 以外の温室効果ガスにも着手しました。

アメリカ環境保護庁（EPA）の人が CO2 以外の温

室効果ガスの対策リストを作成し、データ整理を

してくれました。それを使って、CO2 以外の温室

効果ガスで 450ppm 安定化シナリオを作るという

EMF（Energy Monitoring Forum）の課題に取り組み

ました。政策のニーズを考えながら研究的にでき

るところを進めてきました。

5. AR6でレビューされるシナリオ開発
【花崎】IPCC は第 6 次評価報告書（AR6）に向け

て動いています。甲斐沼さんの研究分野ではどう

いった要素が AR6 に新しく入ってきますか。

【 甲 斐 沼 】 共 通 社 会 経 済 シ ナ リ オ（Shared 

Socioeconomic Pathways: SSP）です。2℃目標が達

成されても温暖化影響は現れるので、適応と緩和

の両方を考慮したシナリオが AR6 ではレビューさ

れるのではないかと思います。そのシナリオをベー

スに気候影響などモデルの開発も進むのではない

かと思います。私たちが取り組んでいる SSP では、

SSP2 と呼ばれる経済がある程度成長して適応もで

きる社会、SSP3 と呼ばれる石炭を大量に使用して

CO2 を排出している（それをいいとは思っていま

せんが）割には経済的に自立できず、適応が非常

に難しい社会、SSP5 と呼ばれる石炭を大量に使っ

て CO2 を排出していても防波堤を上げるなど技術

革新的な適応策がとれるような社会、SSP1 と呼ば

れる CO2 は出さないし、再生可能エネルギーなど

積極的な適応策が行われていて、比較的いい暮ら

しができる社会、そういったシナリオを検討して2015年 1月に開催された第20回 AIM国際ワークショップ
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います。

【花崎】適応策は主にお金があるかどうかにかかっ

てきますね。

【甲斐沼】そう思います。適応は影響が現れたらす

ぐに進めなければいけないところもありますし、

空調の導入などエネルギーシステムの変更を伴う

ものには長期の更新計画が必要です。

【花崎】緩和策をこれくらい実施して、適応策もこ

れくらい実施すると、これくらいのダメージで収

まりますというような総合的な温暖化対策の提案

を、AIM では具体的にどのような形で進めていま

すか。

【甲斐沼】緩和策と適応策の取りやすさの異なる５

つの社会を想定し、それぞれについて温暖化の進

行を RCP2.6、4.5、6.0 に抑制した場合、どんな影

響が出て、その社会ではどれくらい適応ができる

かというのを開発している最中です。

【花崎】そのあたりはフロンティアですね。

【甲斐沼】別の大きなフレームとして、今年の 9

月に国連でゴールが決まった持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals: SDG）があります。

SDG のなかで 2℃目標をどう結びつけて対策して

いくかということについても、研究者は考えてい

ます。国際応用システム分析研究所（IIASA）の

Pavel Kabat 所長、コロンビア大学の Jeffrey Sachs

教授、ストックホルム・レジリエンス・センター

の Johan Rockstrom 所長の三者が中心になり研究を

進めていますが、AIM もそのなかに結果を出した

いと思っています。温暖化だけではなく、大気汚

染対策にもなる省エネなど、ほかの指標も含めて

いきたいと考えています。もう一つは作ったシナ

リオの社会実装をどうするのかということです。

現実的にするにはお金が必要でしょう。環境を重

視している企業に投資するなど資金の流れも含め

た研究も必要になってくるでしょう。

6. 「約束草案」をわかりやすく説明してほしい
【花崎】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。

【甲斐沼】私が書きたいというより、適切な人に是

非執筆していただきたいのが、最初にお話した約

束草案です。

【花崎】一般的には十分に知られていませんね。

【甲斐沼】ですから、2020 年以降の気候変動対処の

ため約束草案が話題になっていること、約束草案

とは何か、どういう背景で出てきたのかというこ

とを整理して、一般の人々に向けてわかりやすく

説明する機会をもてたらいいと思います。

--------------------------------------------------------------------
（ 注 1） 代 表 濃 度 経 路 シ ナ リ オ（Representative 

Concentration Pathways: RCP） は IPCC 第 5 次 評 価

報告書にある気候変動予測シナリオ。2100 年以降

も放射強制力の上昇が続く「高位参照シナリオ」

（RCP8.5）、2100 年までにピークを迎えその後減少

する「低位安定化シナリオ」（RCP2.6）、これらの

間に位置して 2100 年以降に安定化する「高位安定

化シナリオ」（RCP6.0）と「中位安定化シナリオ」

（RCP4.5）の 4 シナリオがある。

＊このインタビューは 2015 年 10 月 2 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。

飢餓のリスクにある人口

緩和策と適応策の取りやすさの異なる 5 つの社会は

SSP1 から SSP5 に分類される。SSP1 は緩和策や適応

策が進む社会。SSP3 は緩和策や適応策を実施する

のが難しい社会。

Source: Hasegawa et al (2015) Scenarios for the risk 

of hunger in the twenty-first century using Shared 

Socioeconomic Pathways

http://m.iopscience.iop.org/article/10.1088/1748- 

9326/10/1/014010
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摩周湖は今（2015晩夏、写真による観測日記）

　　　　　　　　　　企画部　主席研究企画主幹　　広兼 克憲

写真 1　車や現地植生に傷がつかないように丁寧に養

生して現場に入ります。

写真 4　澄みきった水を湛える静かな湖面にたどり着

きました。

写真 2、写真 3　急な斜面にはロープや梯子を使って安全を確保

します。

　北海道東部にあるカルデラ湖の摩周湖は、かつ

て世界第一位の透明度を記録した（41.6m、1931 年）

ことで有名です。国立環境研究所は 1981 年から摩

周湖でのモニタリングを開始しました。1994 年に

摩周湖は国連環境計画（UNEP）の GEMS/Water ベー

スラインモニタリングステーションとして登録さ

れ（「地球環境豆知識［12］GEMS-Water」地球環

境研究センターニュース 2009 年 12 月号）、GEMS

本部へデータ提供を行っています。湖水が循環す

る春期（5 月末から 6 月初め）と温度成層が発達し

た夏期（8 月末から 9 月初め）に、年２回の観測を

行っています（※調査は関係当局の特別の許可を

得て行っており、一般の方は湖面に降りる

ことはできません）。

　水質環境の測定には、項目によって高

度な計測器を要するものや実験室に持ち

帰って時間をかけて同定しなければならな

いものもあります。その中で、原理が簡単

で誰にでもわかりやすい測定方法は「透明

度の測定」です。具体的には、直径 30cm

の白い円盤（セッキ板）を水中に沈めてい

き、その円盤が見えなくなる深さをｍ単位

であらわした数値が「透明度」です。澄ん

だ水をたたえる水域ほど、透明度の数値が大きく

なることになります。

　地球環境研究センターでは摩周湖と霞ヶ浦の水

質観測を所掌しておりましたが、第 3 期中期計画

期間（2011 年度）から、その研究業務を生物・生

態系環境研究センターに移管しました。観測調査

は同センターと環境計測研究センターとが協力し

て実施しています。

　2015 年 8 月末、筆者は摩周湖の定例水質調査に

同行する機会を得ましたので、地球環境研究セン

ターニュース愛読者へ、その後の摩周湖調査の様

子についてご報告させていただきたいと思います。

http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol20/vol20-9.pdf#page=16
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1. 荷物を背負って湖面までの険しい道を降りる（写
真ダイジェスト）
　年に 2 回だけしか使われない観測のための道な

き道を、滑落などしないよう十分な対策と装備を

した上で、湖面まで慎重に下りていきます（写真 1

～ 3）。150 ｍほどの高度差を下りきるとようやく

静かな湖面に到着します（写真 4）。すぐに観測船

に機材を積み込んで湖心方面に船を進めます（写

真 5）。

2. 湖岸では
　観測船を湖の中心へと送り出すと、湖岸に仕掛

けたザリガニ捕捉用のネットを確認します。実は

最近の調査で、水深 200m 以上の摩周湖の水底に

ザリガニの足跡ではないかとも考えられる痕跡が

カメラにとらえられ、屈斜路湖のクッシー以来の？

大きな関心を集めているのです。このため今回は

調査対象にザリガニを加えています。湖岸に仕掛

けた網の中には捕捉されたザリガニに交じって、

それを食べようと迷い込んだ外来種で駆除対象の

ミンクが入っていました（写真 6）。また、湖岸で

すぐにろ過等の前処理を行って持ち出す荷物の軽

減を図っています（写真 7）。

3. 湖上では
　湖ではいろいろな調査を行います。主な作業は

水深別の採水、生き物採取用ネットの回収、そし

て透明度の観測です。現場で結果がわかるのは、

生き物採取と透明度ぐらいですので、その様子を

レポートしました。

　まず、湖底に沈めたザリガニ等捕捉用の網を仕

掛けていますので、それを回収します。仕掛けた

場所は GPS が正確に記録しているため、モニター

を見ながら目印の係留用の白い浮きの位置をすぐ

探しだすことができます。GPS の進歩のおかげで

湖面の観測は格段に正確でやりやすくなっていま

す。湖底の深い所から網を引き上げるには人力で

写真 6　網に入った複数のザリガニとミンク。

写真 5　透明度を測るセッキ板など観測機材を観測船

に積み込みます。

写真 7　一部採取水は現場でろ過し残留物のみを分析

します (水は重いので )。
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はなくウインチを使います（写真 8）。

　定点観測している湖のいちばん深い場所付近で、

観測船の縁から直径 30cm の白い円盤（セッキ板）

を静かにおろしていきます。ロープとともに白い

円盤が湖面に吸い込まれていきますが、これが見

えなくなった時のロープの長さが透明度になりま

す（写真 9）。今回の調査での透明度は 17.2m でした。

41.6m という淡水湖沼としては世界最高の透明度

を記録した 1931 年当時には及びませんが、最近の

研究の進展で、一年のうちで透明度がいつごろに

高まるかなど、そのメカニズムもわかるようになっ

てきました。

写真 9　セッキ板を沈めて透明度を測定します。

写真 8　係留の目印である白い浮きを発見し、湖底か

ら網を回収してザリガニ等の生き物の捕獲を行います。
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4. 日暮れとともに
　湖上での観測を終えると採水瓶をすぐに分析に

回す必要があります。現場で冷やして保存用にし

たものをそのまま持ち帰ります。観測が終わった

のが夕刻前、暗くなる前に観測機材等の荷物をま

とめて急な坂を上ります。ここは共同研究して

いる北海道大学の若い学生さんの出番です（写真

10）。長期モニタリングの継続には若い力が必要な

ことを再認識させられます。

5. 何がわかってきたか？
　摩周湖には人為的な汚染の流入がまったくあり

ません。流入するのは降水だけです。

　このことに注目し、地球環境ベースライン調査

のスポットとして摩周湖のモニタリングが続けら

れてきました。地球環境研究センターでも、摩周

湖は「地球環境を映し出す鏡である」としてその

モニタリングに尽力してきました。その期間は足

掛け 35 年間にも及びます。つまり、地球環境研究

センターが生まれる 10 年以上前、国立公害研究所

誕生直後から、観測データを蓄積してきたのです。

　本年 6 月東京と大阪で開催された国立環境研究

所公開シンポジウム 2015 でこれまでわかってきた

摩周湖の観測結果のエッセンスと最近の観測技術

の進歩について、この研究に長く携わっている田

中敦主任研究員が非常に興味深い発表を行いまし

た。例えば、データロガーによる自動観測により、

これまで観測できなかった真冬も含む連続水質観

測が可能になり、水の循環と透明度の季節変化を

明らかにすることができましたし、分析技術の進

歩により微量のリン濃度についても摩周湖で観測

できるようになっています。

http://www.nies.go.jp/event/sympo/2015/files/

program_genko/2015_Slide_a04.pdf

　また、下記ウェブサイトからは、最近の摩周湖

の状況、基本的なデータ等が整理され、貴重なデー

タが公開されています。是非一度ご覧ください。

http://db.cger.nies.go.jp/gem/inter/GEMS/mashu/

index_j.html

6. 最後に
　今回、約 10 年ぶりに摩周湖の観測に同行させ

ていただきました。基本的な観測のやり方は同じ

ですが、前述のとおり観測機器の進歩等により以

前よりいろいろなことがわかってきましたし、目

を見張るものがありました。モニタリングは地球

環境が発するかすかな信号をとらえる手段ですが、

何よりも時間的蓄積が必要です。現在は、研究成

果をすぐに求められるご時世ですが、ここまで観

測を積み上げてきて、ようやくいろいろなことが

わかり始めた地球環境ベースラインモニタリング

はこれからも工夫しながら後世のために続けなけ

ればならないと感じました。

写真10　調査が終わると素早く荷造りして退去します。

http://www.nies.go.jp/event/sympo/2015/files/program_genko/2015_Slide_a04.pdf
http://db.cger.nies.go.jp/gem/inter/GEMS/mashu/index_j.html
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1. 宇宙人材育成プログラムにおける国立環境研究
所の協力
　平成 27 年 9 月 19 日～ 9 月 23 日のシルバーウィー

ク期間に、文科省の公募事業である宇宙人材育成

プログラム活動が山梨県富士吉田市にある富士北

麓フラックス観測サイト（以下、富士サイト）に

て行われました。宇宙人材育成プログラム（以下、

宇宙人材）とは、文部科学省で推進している事業

の一つであり、「国際社会における我が国のプレゼ

ンス向上・競争力強化や宇宙開発利用における人

的基盤の強化等の観点から、大学生、高校生等を

対象として、国際的なフィールドでの宇宙科学技

術の研究開発、実践的な手法によるサイエンスコ

ミュニケーション等を通じて、国の枠を超えたス

ケールでの宇宙開発利用に携わる次世代の育成を

目指す」というプロジェクトです。今回参加した

のは、平成 26 年度に採択された、千葉大学による

「地球観測衛星データの地上検証活動による実践的

人材育成スキームの構築」という課題の活動です。

　今年度は 8 月に苫小牧市の北海道大学演習林で 1

回目のプログラムが行われ、今回が 2 回目の観測

実習となります。

　今回、宇宙人材に参加した関係法人は千葉大学

（主催法人）、北海道大学、筑波大学、国立環境研

究所（以下、NIES）となります。その中で NIES は、

観測実習の拠点となる富士サイトを管理・運営を

しており、また、千葉大学から、観測場所の利用

申請や観測実習の説明及び研修生の指導等協力の

依頼があったため、地球環境研究センターの三枝

信子副センター長、水沼登志恵高度技能専門員、

渡會貴之係員、金田秀斗係員（筆者）の 4 名が参

加しました。

　筆者自身、初めて富士サイトを訪れるというこ

ともあり、観測場所や観測機器の設置状況を確認

する良い機会を頂きました。また、会計課にいた

ころは、泊まりがけの出張とは無縁でしたので、

不安や緊張がありましたが、関係者として宇宙人

材の運営協力をするとともに、一参加者として学

ぼうという気持ちで参加しました。

　今回の主な活動内容は、山梨県富士吉田市山中

湖付近にある筑波大学の宿舎にて宇宙人材参加者

及び関係者が共同で生活し、コミュニケーション

を図りながら観測実習を行うことです（写真 1）。

宇宙人材のメンバーは、高校生及び大学生、大学

院生の約 30 名程度で構成されています。5 日間の

スケジュールとして、葉面積指数（Leaf Area Inde: 

LAI）計測、バイオマス計測、ヘリ観測（カメラ、

宇宙人材育成プログラム参加日記

　　　　　　　　　　地球環境研究センター観測第二係　　金田 秀斗

写真 1　5日間を過ごした山中湖付近にある研修所

写真 2　研修 2 日目に初めて富士サイトを訪れる宇宙

人材のメンバー
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センサーを搭載したヘリを使用した上空からの森

林観測）をそれぞれの日ごとに行うように設定し

ました。本稿では、NIES が担当した項目について

ご紹介します。

2. 富士サイトにおける実地報告
　富士サイトは富士山の北麓に位置し、森林の炭

素吸収機能を多面的に評価・検証するなど、多分

野の調査観測を総合的に実施する総合的観測拠点

です（写真 2）。その特徴としては、カラマツ林内

に設置された高さ 32 ｍの観測タワーがあり、CO2

フラックス観測をはじめ、森林植物・土壌の CO2

交換プロセス（光合成、植物呼吸、土壌有機物の

分解）の測定とデータ蓄積、樹木の生長量・落葉

落枝量並びにリモートセンシングによる推定と

いった、それぞれ異なる手法による多角的な評価・

検証であるといえます。

3. 9/19～ 9/20：オリエンテーションと 500mサイ
ト設置
　9 月 19 日～ 20 日にかけて、オリエンテーション

及び 500m サイト設置を行いました。

　まず、初日のオリエンテーションでは、宇宙人

材の参加者と先生方（関係機関の研究者）による

簡単な自己紹介から始まり、野外調査を行う際の

注意点や、富士サイトの概要について説明があり

ました。NIES の宇宙人材初仕事は、筆者と渡會係

員から富士サイトを利用する上での注意点と関係

法令等の規制についての説明です。説明する前は、

法律のことなど堅い話を真面目に聞いてくれるだ

ろうかと不安でしたが、大きな間違いで、みなさ

んが真剣に聞いて下さり、調査中に自然公園法に

ついて質問する方もいました。研究、調査だけで

はなく、専門分野以外のことにも興味をもつ大学

生や高校生の積極的な姿勢は自分としても見習い

たく思います。その後、三枝信子副センター長か

ら富士サイトにおける観測手法や観測結果の詳細

な説明がありました（写真 3）。筆者は、今まで研

究者から研究内容についてのプレゼンを聞く機会

がありませんでしたので、説明の仕方、パワーポ

イントのデザインなども含めてとても勉強になり

ました。オリエンテーション後は交流を目的とし

たお茶会が行われました。そこで、さまざまな人

と交流を深めることができました。　

　次の日はいよいよ野外調査地である富士サイト

にて、500m サイトの設置、LAI 観測を 5 人 1 組に

分かれて行いました。500m サイトの設置とは、気

候変動観測衛星（JAXA:GCOM-C）による放射や

植生観測のための地上における検証サイトとして

メジャーや目印となる 1m 程度のポールを使い、

サイトを作成する作業になります。富士サイトは

自然公園法の規制がかかっていることもあり、自

然そのままの状態が保護されています。そのため、

倒木やぬかるみに気をつけつつ、膝上まで伸びた

草をかき分けながら歩かなければならないので、

くたくたになりましたが、お茶会で交流を深めた

こともあり、各々連携して調査を行うことができ

ました。

4. 9/21～ 9/23：バイオマス調査・毎木調査
　9 月 21 日～ 23 日は、バイオマス調査・毎木調査

を行いました（写真 4）。バイオマスとは、生態学で、

特定の空間に存在する生物（bio）の量を、物質の

量（mass）として表現したものです。森林におけ

るバイオマスを調査することで、特定地域の炭素

循環の量を推定することができ、さまざまな研究

に役立つデータを獲得することができます。

　バイオマス調査を行う前の説明会では、筆者が

実際に使用する観測機器を用いて操作方法や記録

の取り方を説明させて頂きました。どのように説

明をするとわかりやすく伝えることができるかを

その場で考えてしまい、もたつく場面が何度かあ

りましたが、できるだけ丁寧に説明を行うことで写真 3　観測データの計算方法を指導中
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無事に終えることができました。相手に物事を伝

える能力の重要性を改めて理解することができま

した。

　21 日の午後には、富士サイト内でグループに分

かれ、バイオマス調査を行いました。グループ毎

に指定された地点の調査を進めていき、午前中の

説明会を思い出しながらバイオマスの測定作業を

行いました。宇宙人材の参加者は、調査を行う中

で「こうしたら測定しやすいのでは」など方法を

模索しつつ、グループで協力しあって作業を進め

ており、筆者はその熱心な姿に感心しました。

5. 研修を終えて
　宇宙人材に参加した学生たちは、観測タワーか

ら眺める富士北麓の景観や観測ヘリを飛ばし、デー

タを測定する計測機器に触れるなど、普段は体験

できない充実した観測実習を送ることができたの

ではないでしょうか。また、合宿中に多くの先生

方（関係機関の研究者）とコミュニケーションを

取り、今後の発展につながるような人材育成になっ

たかと思います。

　筆者も富士サイトを初めて訪れ、サイトの設立

から運営まで、たくさんの人の手で支えられてい

ることを実感することができました。最初は、宇

宙人材の参加者に富士サイトのことを教える立場

で観測実習に参加しましたが、多くのことを学び、

勉強させて頂いたのはこちらだと最後に気づかさ

れました。この体験を今後の業務においても活用

できるよう日々努めたいと思います。

写真 5　観測実習 4 日目のお昼に富士サイトへ向かう

前の集合写真（関係機関の研究者及び宇宙人材の参加

者約 30 名）

写真 4　観測機器を使い、調査区間の中にある調査対

象となる木を選別するための演習（調査対象となる木

の高さ、胸高直径などを計測中）
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1. はじめに
　2015 年 9 月 7 日（月）から 18 日（金）までの

間、大学学部 3 年生の私たちは実務研修生として

国立環境研究所の地球環境研究センター（以下、

CGER）で現場実習を行いました。その内容は主に、

CGER の研究活動について学び、それらをアウト

リーチするためのパンフレットを大学生の立場か

ら作成するというものでした。今回、実習の報告

を兼ね、CGER ニュースの記事を書く機会をいた

だきました。ここでは、現場実習を通して学んだ

CGER の研究活動内容を、体験したこと、感じた

ことを交えながら紹介させていただきます。スペー

スの関係上、全てについては書けませんが、この

記事から CGER の活動について、より知っていた

だけたら幸いです。

2. 地球温暖化研究の基盤「モニタリング」
　研修の前半では、地球温暖化研究の基盤である

「温室効果ガスモニタリング」を行っている研究者

の方々に様々なモニタリングのお話しを伺いまし

た。

（1）人工衛星モニタリング

　担当の横田達也さんにお話しを伺いました。

GOSAT（愛称「いぶき」）という人工衛星が、地

球上の温室効果ガス濃度を測定しています。「いぶ

き」は、世界で初めて温室効果ガスの測定を専門

に行う人工衛星です。地上 666km の宇宙空間から、

雲がない限り測定できるため、まだ地球上での観

測が行われていない領域の観測に役立っています。

学生の目から見ると、GOSAT の観測データが、ど

のような研究に使われ、身近なところで具体的に

どのように社会に役立っているのか気になるとこ

ろです。温室効果ガスがどこで発生してどこで吸

収されるのかを明らかにすることが科学に求めら

れている大きな課題ですが、GOSAT のデータで多

くの新しい論文が執筆され、その課題の解決に向

けた様々な研究成果が上がってきているようです。

膨大なデータが何を意味するかを理解しやすくす

るには、可視化という技術が有効です。一部につ

いては可視化されたものも見せていただきました

が、多くの「見える化」によりさらに理解が進む

のではないかと思いました。

　 横 田 さ ん に よ る と、 現 在 は 後 継 機 で あ る

GOSAT-2 の 準 備 を し て お り、 研 究 所 内 で は

GOSAT-2 の観測データ処理解析施設の建設が行わ

れていました。今後の GOSAT そして GOSAT-2 の

活躍に期待したいと思います。

（2）航空機モニタリング

　担当の町田敏暢さんにお話しを伺いました。

航空機を使った温室効果ガスのモニタリングとし

て、「シベリアでの定点観測」と「民間航空機を利

用した広域観測（CONTRAIL プロジェクト）」が

行われています。航空機を使った観測では、地上

地球環境研究センターがやっていること
～現場実習をした大学生から見て～

　　　　　　　　　　早稲田大学創造理工学部　環境資源工学科　　永 瀬  萌
　　　　　　　　　　早稲田大学創造理工学部　環境資源工学科　　福田 宏樹

図 1　いぶきの観測パターン（黄色矢印：標準点観測，

赤色矢印：特定点観測）

パリ

横方向

観測

点数

測定点距離

(km)
横方向 進行方向

1 789 90
3 263 283
5 158 152
7 113 115
9 88 86

特定点観測モード

（2010年8月観測分から）

標準点観測モード

(JAXA提供)
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だけではわからない高度方向の温室効果ガス分布

を知ることができます。つまり、我々が生活する

地表面近くから、飛行機の飛べる最高の高さまで

の濃度を測定することができます。初学の学生に

は気が付きにくいのですが、地上で測った温室効

果ガス濃度だけでは、地球上の温室効果ガスの循

環量を正確に推定することはできません。先に書

いた「いぶき」による衛星観測では地上から上空

まで平均した温室効果ガス濃度を測定します。そ

の意味でも温室効果ガスの高度別濃度分布のデー

タを把握して、衛星データと突き合わせて検証で

きることが必要です。上空の温室効果ガスの濃度

分布はなかなか観測できませんが、それを知るこ

とが全体を理解する上で重要です。

　町田さんのお話をお聴きし、シベリアでの観測

による高度方向の温室効果ガス濃度の季節変化が、

地上の活動や状況に深く関係していることが分か

りました。例えば図２を見ると、7 ～ 9 月の地上の

二酸化炭素濃度が低くなっていることが良く見て

とれます。これはシベリアの短い夏の間に地上付

近の森林が光合成により多くの二酸化炭素を吸収

したことを反映しています。

　また、CONTRAIL プロジェクトでは、国際線が

世界各国から集めてきた温室効果ガス観測データ

の蓄積により、北半球で排出された二酸化炭素が

南半球に移動する様子が「可視化」され、分かっ

てきたそうです。今回短い期間でしたが「可視化」

というプロセスが重要な知見につながることを理

解しました。民間事業者と協力して素晴らしいデー

タを取得するというのが CGER の 18 番のようです。

今後も航空機モニタリングの観測データの活躍に

注目していきたいと思います。

（3）地上モニタリング

　担当の町田敏暢さんにお話しを伺いました。

　地上モニタリングの分野では、北は北海道の落

石岬、南は沖縄の波照間島で温室効果ガスなどの

観測が行われています。両地点の最大の特徴は、

周りには大きな都市がなく、人間活動による直接

的な影響が少ないという点です。二酸化炭素の排

出は人間がいるところから起こるのになぜこのよ

うな地での観測になるのか、最初はあれっと思い

ましたが、CGER が観測対象にしているのは、ヒー

トアイランドではなく、地球温暖化による気候変

動なので、地球全体への影響を見る観点からは、

大気が良く混合した場所で観測する必要があると

いうことも理解できました。ここでは、その地域を

代表する平均的な温室効果ガス濃度を測定するこ

とができます。図 3 を見ると、濃度の季節変動は

ありますが、一貫して上昇していることが見て取

れます。季節変動は良く見ると夏に低くなり冬に

高くなるというパターンになっています。これらの

データが、我々が普段ニュースで耳にする温室効

果ガスの上昇の根拠となっているわけです。今ま

でよく見ていたグラフのデータが CGER で観測さ

れていたとは驚きでした。さすが、日本の地球温

暖化研究の最先端を行く研究所だなと思いました。

図 2　二酸化炭素の鉛直分布の季節変化 図 3 二酸化炭素濃度の変動
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（4）海洋モニタリング

　担当の中岡慎一郎さんにお話しを伺いました。

ここでもまた民間船舶に観測の協力してもらって

いることに驚きました。北半球では民間船舶に測

定装置を搭載してもらうことで海洋表層二酸化炭

素濃度の広範なデータを得られるようになった一

方で、南太平洋などまだデータが少ない地域もあ

り、今後のデータ収集が待たれることを教えてい

ただきました。下の図は、現在のデータが得られ

ている範囲を示しています。海上という、観測点

を設置しにくい場所において、今でもこれだけ多

くのデータが集まっていることは驚きですが、確

かに南の状況が知りたくなる研究者の皆様のお気

持ちを察します。

（5）陸域生態系炭素収支モニタリング

　担当の寺本宗正さんにお話しを伺いました。山

梨県にある富士北麓フラックス観測サイトも見学

し、森林の高さを超えるフラックスタワーの頂上

に上らせていただきました（写真 1）。さらに地上

では土壌呼吸の特性（温度や土壌水分に対する反

応）を測定するためサイトで使用しているチャン

バーシステム（箱型観測装置）の仕組みを説明し

てもらい、土壌呼吸が温室効果ガス濃度の変化に

関わる重要な因子であることを教えていただきま

した。また、2014 年 5 月と 2015 年の 3 月にこのサ

イト周辺の森林の間伐が行われたため、土壌呼吸

を含めた林床部での炭素収支に対する影響が予想

されていること、観測データによる検証を予定し

ていることを教えていただきました。

　地球温暖化による将来予測研究では、コンピュー

タによるシミュレーションが行われますが、その

シミュレーションが現実に沿わないものであった

ら意味がありません。このようなシミュレーショ

ンでは、まず、現状を過去のデータから再現でき

るかということで、モニタリングによって観測さ

れた値と照らし合わせることが行われます。「モニ

タリング」は地球温暖化研究の基盤として非常に

図 4　海洋モニタリングの測定海域

写真 1　富士北麓フラックス観測サイトからのながめ

 

写真 2　林床に設置されたチャンバーシステム

写真 3　富士北麓フラックス観測サイトのカラマツ林

内における土壌呼吸の説明
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重要であることが分かりました。

3. モニタリング結果に基づき将来を予測「シミュ
レーション」
　研修の中盤では、実際に将来地球の気候はどう

なっていくのか、そしてその気候変動によって頻

度の増すリスクに関するコンピュータシミュレー

ションについて、担当の小倉知夫さんにお話しを

伺いました（写真 4）。地球の将来の気候変動を予

測するときに使われるのは、気候モデルという数

理モデルです。実際に計算しているところを見せ

ていただいたところ、気候モデルは Fortran という

プログラミング言語で構成されていました。内容

は複雑ですぐに理解できそうには見えませんでし

たが、大学で Fortran を習っていたので、世界最

先端のプログラム計算の画面などを見て非常に親

近感が湧きました。プログラミングを大学で少し

学んでいる大学生にとっては、“気候モデル” と聞

くよりも、具体的な計算画面とかを見せられたら

ちょっと興味をひかれるような気がしました。

　現在小倉さんは、雲の影響を気候モデルにどう

組み込むかというこの分野の最も最先端のテーマ

を研究されています。

4. 私たちが目指していきたい社会「シナリオ」
　低炭素社会（目指していきたい社会）の実現に

向け、未来の社会の姿を予測し、取るべき方策を

提案していく研究について、芦名秀一さんにお話

しを伺いました。各地域、都市ごとに特長を活か

したシナリオの構築を行い、政策立案者の参考と

なるよう広く提供しているそうです。アジアが低

炭素社会へ向かっていくために日本が果たすべき

役割についても深く考えさせられました（写真 5）。

5. まとめ
　地球温暖化に限った話ではありませんが、環境

問題は議論する人の立場によってさまざまに形を

変えるため、議論を導くことが難しいものだと思っ

ています。これまでは、議論の難しさから、とも

すれば踏み込み難いとすら感じていた地球温暖化

問題でしたが、確かな根拠となる観測データやシ

ミュレーションの結果を提示し続ける研究者の皆

様のお話を伺い、地球温暖化研究がどのように進

められていくかを教えていただきました。そして

研修を通じてもっと研究を知りたいと思うように

なりました。今後も温暖化問題に強く意識を向け、

当事者意識をもって向かい合いたいと思います。

（永瀬 萌）

　私はこの実習をする以前、正直、地球温暖化や

その研究に関する知識が非常に乏しい状態でした。

世間やニュースで騒がれている地球温暖化の話を

聞いても、自信を持って正確な知識で議論できま

せんでした。しかし、今回の実習を通して、最先

端の研究内容はもちろん、研究者の方々がどのよ

うな思いで研究に取り組んでいらっしゃるかを学

び感じることができ、ある程度は議論ができるよ

うになりました。地球温暖化は社会全体で考えて

いかなければならない問題であり、私自身も社会

の一員としてここで学んだことを生かしていきた

いと思います。                                           （福田 宏樹）

写真 4　スーパーコンピュータによる将来予測計算の

詳細について説明を受ける

写真 5　芦名主任研究員から説明を受けた「2050 低炭

素ナビ」を操作
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　今回のインターンを通じて、地球温暖化という

問題について社会に広く知られることの重要性を

実感しました。研究内容を広く伝えていく活動の

一環として今回は拙いながらもパンフレットの草

案を作成しました。そして、伝えることの難しさ

を改めて感じました。今後とも、研究内容を知り、

伝えていく姿勢を大切にしていきたいと思います

　最後になりましたが、マンツーマンで今回の実

務研修の内容を企画してくださった交流推進係の

皆様、机を貸して下さった研究支援係の皆様、私

たちに研修の場を与えて下さった企画部研究推進

室・広報室の皆様、そして、貴重な時間を割き、

私たちに講義や説明をして下さった地球環境研究

センターの諸先生方には大変お世話になりました。

この場を借りて、深く御礼申し上げます。

http://www.3r-teitanso.jp/
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【研究業績】温室効果観測技術衛星（GOSAT）のデー

タ品質の向上に関する研究

【選定理由】

　吉田幸生氏は、2009 年 1 月に打ち上られた温室

効果ガス観測技術衛星 GOSAT のリトリーバルア

ルゴリズムの開発・改良に従事し、CO2、CH4 の

カラム平均濃度（XCO2、XCH4） のデータ品質向

上に努めてきた。誤差要因と考えられる雲やエア

ロゾルの影響の軽減や、主センサーの経時変化の

補正、太陽照度データの見直し、つくばにおける

TCCON-FTS とライダーを用いた事例研究の成果等

を取り入れて、リトリーバルアルゴリズムの改善

を行った。これにより、GOSAT の XCO2 と XCH4

データの不確かさは 1% 以下となり、これまでの

衛星リモートセンシングでは通常考えられないほ

どの優れたデータ品質となった。その結果、地上

観測データと GOSAT のデータを組み合わせた逆解

析により、亜大陸規模の CO2 や CH4 のフラックス

の推定精度が地上データだけを用いた場合に比べ

て向上し、GOSAT データによる応用研究も行われ

つつある。このように、吉田氏は、GOSAT のデー

タ品質の向上に大きく寄与し、GOSAT データの利

用や炭素循環の研究の進展に貢献した。これらの

功績に対して、日本気象学会から正野賞が贈られ

た。

日本気象学会 2015年度正野賞を受賞しました

図　温室効果ガス観測技術衛星 「いぶき （GOSAT）」 の観測で得られた二酸化炭素カラム平均濃度 （XCO2） の推移

最新のアルゴリズム （V02） で得られた XCO2 の月平均値マップを示します。

夏期に植物の光合成により濃度が低下する様子や、 年々濃度が上昇している様子が見てとれます。

リンク先のギャラリーでは、 他の月やメタンの月平均値マップもご覧頂けます。

　【GOSAT データ ・ ギャラリー】 http://data.gosat.nies.go.jp/

　2015 年 10 月 28 日（水）～ 30 日（金）、京都にて開催された日本気象学会 2015 年度秋季大会において、国立

環境研究所地球環境研究センターの吉田幸生主任研究員が正野賞を受賞しました。
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アクセスランキング

　　　　　　　　　　2015年 5月～ 2015年 10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

　３

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

　５

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/201310/275002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201304/269001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201401/278001.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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Workshop on negative emissions: 
Bridging societal and mitigation needs

Principal Researcher, Center for Global Environmental Research

YAMAGATA Yoshiki
Head, GCP Tsukuba International Office

 SHARIFI Ayyoob
Executive Director, Global Carbon Project, Tsukuba International Office

－2-5 September 2015 at Hokkaido University, Japan－

   This report  summarizes the discussions and 

conclusions from the Workshop on negative emissions: 

Bridging societal and mitigation needs held 2-5 

September 2015 at Hokkaido University, Japan. The 

workshop was jointly organized by Global Carbon 

Project-Tsukuba International Office, Hokkaido 

University, IIASA, and MCC. 

   Earth's atmospheric CO2 level has surpassed 400ppm, 

which is the highest level in the last 2M years. It thus 

appears that we are indeed steering towards an overshoot 

before stabilizing greenhouse gases to keep global 

warming to no more than 2℃ above pre-industrial levels. 

Can this level of GHG stabilization still be achieved? 

One core ingredient in the mitigation mix are negative 

emissions (NE), mostly based on carbon-neutral 

bioenergy (due to the same amount being sequestered 

by feedstock growth as being emitted when combusting 

biomass for energy generation) combined with carbon 

capture and storage (BECCS), which in addition 

captures CO2 during the energy production phase. 

But also other options are discussed including direct 

removal of atmospheric CO2 by chemical means, large-

scale afforestation and soil carbon sequestration. Yet, 

while having long appeared to be an attractive option 

for climate management, many uncertainties remain—

both socio-economically/technologically and on part of 

the climate science. To address some this uncertainties, 

GCP-Tsukuba International Office has established 

the MaGNET initiative and has supported organizing 

several events, including an introductory workshop 

that was held in 2013 in Tokyo. This yearʼ s workshop 

included specific sessions on different negative 

emissions technologies, their limits, and their interaction 

and implications for the Sustainable Development Goals 

(SDGs). It also included a half-day open seminar on 

Managing Global Negative Emissions Technologies 

(MaGNET) that was aimed at capacity building and 

providing general introduction to latest research on 

negative emissions to interested academics at Hokkaido 

University, and an excursion to the Tomakomai CCS 

demonstration project. 

A brief description of major points presented and 

discussed:

   Detailed country-based studies on technologies needed 

for implementation of NETs were presented in the 

workshop. Speakers reported on the results of various 

global and local modelling studies related to the topic. 

Two ongoing CCS demonstration projects in Japan and 

South Korea were also introduced. The Japanese CCS 

project was visited by participants on the third day of the 

workshop and is briefly explained below. The Korean 

case is expected to make a significant contribution 

to achievement of the country's 30% reduction in the 

expected CO2 emissions in 2020. In both cases strategies 

taken to ensure safety of the process and avoid leakage 
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were presented. 

   It was discussed that Negative Emission Technologies 

(NETs) could play an important role in climate 

stabilization and may be necessary to meet the target 

of limiting warming to less than 2℃ relative to the 

preindustrial era. NETs have received a lot of attention 

and concerns have been put forward, especially about 

negative emissions coming from land related options 

such as afforestation and bio-energy. CCS and BECCS 

were mentioned as effective emission reduction 

strategies that are regarded as indispensable in many 

of the recent low stabilization IPCC scenarios. Some 

models can work without 

BECCS. However BECCS 

minimizes  the  cos ts  of 

achieving the goal and it is 

therefore preferable. There 

were also discussions on 

potentials of other NETs 

such as Direct Air Capture, 

Enhanced  Wea the r ing , 

A f f o r e s t a t i o n ,  O c e a n 

Fertilization, Soil Carbon Sequestration, and Biochar. 

Several presentations elaborated on social, biophysical, 

and economic limits that may constrain the global 

capacity for NETs. Information was provided on impacts 

of these technologies on land, water, nutrients, albedo, 

energy, and cost. It was emphasized that although some 

of the options seem to be promising, it should not be 

forgotten that all NETs have limits. NETs cannot be 

considered as a substitute for drastic climate change 

mitigation in the short to medium term, as embarking 

on a Business-as-Usual pathway would entail many, 

partially unknown climate risks. 

   There were also several presentations exploring 

synergies and trade-offs between the large-scale 

deployment of different NETs and other societal 

needs such as food security (and other Sustainable 

Development Goals), which could be impacted by 

competition for land for growing feedstock biomass, 

for example. Supplementary policies are required to 

avoid possible conflicts between negative emissions, 

climate change mitigation, and SDGs. It was discussed 

that further collaboration between modelling and SDG 

communities is needed to identify gaps and shortcomings 

in their respective approaches. This collaboration would 

ideally clarify what modelling groups can offer to SDG 

community and how SDG community can contribute to 

improvement of the modelling process and outputs.

   Participants acknowledged that what we have seen 

from the global models might not necessarily reflect 

the context-specific realities on the ground. Therefore, 

it was discussed that joining top-down demands 

with bottom-up analysis is needed. Methodological 

c h a l l e n g e s  r e g a r d i n g 

e f f i c i e n t  i n t e r a c t i o n 

between the modelling and 

governance communities, 

or even the awareness about 

each other's research, was 

an important issue raised 

during discussions. Working 

in a more integrated way 

with social  science and 

governance research is needed to better understand NETs 

and their societal and political implications, as well as 

to improve the science-policy interface in this matter. 

This would also enhance the chances of diffusion and 

implementation of NETs in different countries. It was 

mentioned that a critical scientific reflection is needed on 

the implication of NETs employment on the agency and 

power-configuration between various actors in the field. 

For example, the technical expertise and significant 

financial investments required for NETs, might favor 

oil and gas companies to expand in the NETs market 

thereby however solidifying a status quo.

Expected workshop products

   Valuable ideas were collected during the workshop and 

will be used for further development of the MaGNET 

research agenda. We are also aiming for a paper based 

on ideas developed at the workshop.
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Future plans

   Initial discussions were made on plans for future 

workshop that is expected to be held around the same 

time next year. Based on the discussions, the next 

workshop will probably be hosted by one of the partners 

in Europe. 

Abbreviations:

MaGNET Program = Managing Global Negative 

Emissions Technologies program

NETs = Negative Emissions Technologies

SDGs = Sustainable Development Goals

List of participants

　　　  Name Organization

Eri Aoki The University of Tokyo

Masahiko Fujii Hokkaido University

Sabine Fuss Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC)

Petr Havlik International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

Akihiko Ito National Institute for Environmental Studies

Etsushi Kato The Institute of Applied Energy (IAE)

Tsuguki Kinoshita Ibaraki University

Florian Kraxner International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

Volker Krey International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

Atsushi Kurosawa The Institute of Applied Energy (IAE)

Shunsuke Mori Tokyo University of Science

Yukako Ojima National Institute for Environmental Studies

Ayyoob Sharifi National Institute for Environmental Studies

Hideaki Shibata Hokkaido University

Pete Smith University of Aberdeen

Yowhan Son Korea University

Detlef van Vuuren 1 PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

Yoshiki Yamagata National Institute for Environmental Studies

Tokuta Yokohata National Institute for Environmental Studies

Hyeon Min Christine Yun Korea University

Ruben Zondervan Earth System Governance

1 Over Skype
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Excursion to the Tomakomai CCS Demonstration Project

   This project is the first of its kind to be implemented 
in Japan. Site surveys at the Tomakomai site were 
conducted between 2009-2011. Preparatory work, 
including design and construction of facilities and 
drilling wells have been started since 2012 and CO2 
injection is expected to start from early 2016. About 
100,000 tons of CO2 is expected to be injected annually 
for the period between 2016 and 2018. Monitoring 
activities will be continued for two more years until 
2020. This excursion was a good opportunity for 
the participants to gain better knowledge of various 
institutional, economical, and technical aspects of a real-

world CCS plant. We appreciate the detailed information 
provided by officials from Japan CCS Company.
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