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PM2.5 の原因は黄砂以外にも

　　　　　　　　　　地球環境研究センター地球大気化学研究室　特別研究員　　池田 恒平
　　　　　　　　　　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. 背景
　微小粒子状物質（PM2.5）は健康や気候への影響

が懸念される大気汚染物質であり、日本では 2009

年に環境基準が定められました。2013 年度の一

般大気環境測定局によると、環境基準の達成率は

16% と低く、環境基準の達成には人為起源だけで

なく自然起源も含めた各発生源による寄与を定量

的に理解することが必要だと考えられています。

森林火災は大気汚染物質の重要な発生源であり大

気環境への影響が懸念されてきましたが、わが国

における PM2.5 濃度に及ぼす影響については明らか

になっていませんでした。本研究では、過去 12 年

間のデータを用いて、シベリアの森林火災が日本

の PM2.5 濃度に及ぼす影響を調べました。　

2. 結果
　2001 年から東アジア酸性雨モニタリングネット

ワーク（EANET）等の観測所で測定されている

PM2.5 質量濃度の変動を調べました。その結果、シ

ベリアの森林火災が大規模だった 2003 年の春季と

2008 年の春季に、北海道・利尻島（45.1°N, 141.2°E）

で月平均値が大きく増加していたことがわかりま

した（図 1 の矢印）。

　利尻は大気が清浄な地域に位置するので、通常、

PM2.5 の月平均濃度は 10µg/m3 弱と低い値になって

います。また、日平均濃度の環境基準値（35µg/

m3）を超えた高濃度日は多くても年 3 回であり、

その多くは黄砂が原因でした（表１）。一方、2003

年と 2008 年の春季は、35µg/m3 を超過している日

数がそれぞれ 6 回と 4 回となっており、平年より

も多いことがわかりました（表１）。

　代表的な例として、2003 年 5 月における領域化

学輸送モデル（WRF/CMAQ）によるシミュレーショ

ン結果から、高濃度 PM2.5 気塊は大規模な森林火災

の発生していたバイカル湖の東側から中国東北部、

ロシア沿海地方を通り、北海道に到達していたこ

とがわかりました（図 2 左）。

　一方、シベリア森林火災からの排出量をゼロに

したシミュレーションでは、観測のような濃度上

昇は再現されず、利尻における環境基準値の超過

がシベリアの森林火災の影響によって起きていた

ことが示されました。また、MODIS 衛星観測によ

図 1　利尻島における 2001 ～ 2012 年の PM2.5 質量濃度の日平均値 （＋） と月平均値 （●）。 点線は日平均濃度に

対する大気環境基準値 (35µg/m3) を示す。 横軸の 1 目盛りは 3 ヶ月ごとに区切られている。
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るエアロゾルの光学的厚さ（図 2 右）からも、汚

染気塊がシベリアから北日本に輸送される様子が

同様に確認されました。

　国内 3 地点の長期平均した PM2.5 濃度の値を見る

と、平年は、隠岐（島根県）で最も高く、箟岳（宮

城県）、利尻の順に低くなっており、日本では、西

側の方が高く東に向かうに従い低くなる傾向があ

ることがわかります（図 3）。

　一方、シベリアで大規模な森林火災が発生した

2003 年 5 月は、影響が最も大きい利尻では月平均

値は平年と比べ約 2 倍高くなっていました。つま

り、利尻の PM2.5 濃度は箟岳や隠岐よりも高く、分

布の傾向が平年とは逆になっていたことがわかり

ます（図 3）。

3. 今後の展望
　シベリアでは毎年春から秋にかけて森林火災が

発生していますが、年によって規模が異なります。

通常の年には、わが国に大きな影響はないものの、

2003 年や 2008 年のように大規模な火災が発生した

図 2　（左） 領域化学輸送モデル （WRF/CMAQ） による地表付近の PM2.5 濃度 （µg/m3） と水平風速 （m/s） および （右）

衛星観測 （MODIS） によるエアロゾルの光学的厚さ。 2003 年 5 月 4 ～ 6 日の平均値を示す。

表１　利尻において日平均濃度が環境基準値 （35µg/m3） を超えた高濃度日の日数および年平均濃度。 括弧内は高

濃度日の内、 利尻に近い気象官署 （稚内、 旭川） において黄砂が目視観測された日数を示す。

年 高濃度日の日数［日］ 年平均濃度 (µg/m3) 

2001 1 (1) 9.0 

2002 3 (3) 8.0 

2003 6 9.8 

2004 2 8.2 

2005   3 (1) 8.2 

2006 1 8.1 

2007 0 7.6 

2008 4 9.1 

2009 1 8.4 

2010 0 8.6 

2011 0 8.5 

2012 1 7.5 
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年には、長距離輸送によって日本の環境基準濃度

レベルを超える PM2.5 汚染を引き起こすことがわか

りました。地球温暖化が進むとシベリアを含む北

方での森林火災の増加が予測されており、今後も

大規模な火災が発生した際には、北日本を中心に

PM2.5 濃度への影響を監視する必要があると言えま

す。

　こうした森林火災の監視には宇宙からの衛星観

測が大きな役割を果たします。従来の衛星センサー

に加えて、静止気象衛星「ひまわり 8 号」による

エアロゾルのリアルタイムデータの活用が望まれ

ます。

　なお、本研究は地球温暖化研究プログラム PJ1

「温室効果ガス等の濃度変動特性の解明とその将来

予測に関する研究」および東アジア広域環境研究

プログラム PJ1「観測とモデルの統合によるマルチ

スケール大気汚染の解明と評価」、環境省・環境研

究総合推進費「アジア起源の短寿命気候影響物質

が北極域の環境・気候に及ぼす影響に関する研究」

の一環として実施されました。

　この内容は、10 月 8 日付で IOP 出版発行のオー

プンアクセスジャーナル「Environmental Research 

Letters」に掲載されるとともに、国立環境研究所か

ら 11 月 20 日付で記者発表されました。

【発表論文】

Ikeda K., Tanimoto H. (2015) Exceedances of air 

quality standard level of PM2.5 in Japan caused by 

Siberian wildfires. Environmental Research Letters, 

10, 105001, doi:10.1088/1748-9326/10/10/105001.

記者発表

http://www.nies.go.jp/whatsnew/2015/20151120/ 

20151120.html

図 3　利尻と箟岳、 隠岐における PM2.5 の 2001 ～ 2012 年の春季 （4 ～ 5 月） 平均濃度および、 シベリアで大規模な

森林火災が発生した 2003 年 5 月の月平均濃度の比較。 長期平均値は 2003 年と 2008 年を除いて算出している。

http://www.nies.go.jp/whatsnew/2015/20151120/20151120.html
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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 8 回は、 五箇公一さんに、 地球温暖化と生物多

様性や外来生物の関係についてお聞きしました。

1. 生物多様性減少の最大の原因は生息地の減少や
破壊

【江守】「地球温暖化の事典」では生物多様性の減

少をもたらしているさまざまな原因として、温暖

化以外は、五箇さんに包括的にお書きいただいて

いません。生物多様性減少およびそれがもたらす

生態系機能の劣化はどのような複合的原因で起き

ているのでしょうか。

【五箇】生物多様性の減少の最大の要因は生息地の

減少・破壊です。そのなかでも一番問題なのが熱

帯林の破壊です。熱帯林は世界の陸地面積の 7％に

すぎませんが、生物多様性が非常に豊かで、地球

上の生物種の 40 ～ 50％が棲息しているといわれて

います。そこを破壊すると生物多様性の減少にな

ります。さらに、熱帯では温度が高い分呼吸や光

合成も速くなり、二酸化炭素（CO2）固定と酸素供

給が地球全体に与える影響が大きいと予測されて

います。ですから、熱帯林破壊は生物多様性の減

少と地球温暖化対策という点で地球環境に相当大

きなダメージを与えることになります。

【江守】ほかに原因はありますか。

【五箇】日本では、道路やダムを造ったりすると生

息地が分断され、生き物たちのすみかが矮小化し

てしまいます。また、外来種の問題もあります。

グローバル化が進んだ現在、ものすごい勢いでい

ろいろな生き物が動き、外来種が蔓延することで

在来の生態系に悪影響を与えるということがあり

ます。それと、有害化学物質や廃棄物から出てく

る汚染物質が分解しきれずに土壌に悪影響を及ぼ

し、結果的に生物相が変化するということがあり

ます。

【江守】外来種の問題は「地球温暖化の事典」にも

書かれていますが、外来種が入ってきたときに、

インタビュー：「地球温暖化の事典」に書けなかったこと(第8回)

　　　　　　　　　　

   　 「地球温暖化の事典」担当した章
    　6.2　温暖化と生物多様性
                                      　6.6　温暖化と外来生物

   　 次回「地球温暖化の事典」に書きたいこと
    　地域レベルの生物多様性の現状把握をもとにした
    　全球的な将来予測や分析

インタビュア ：江守正多 （地球環境研究センター　気候変動リスク評価研究室長）

生物史上第 6 の大絶滅
－ヒトが引き起こす生物多様性減少と帰結としての気候変動－

五箇公一さん（生物・生態系環境研究センター　主席研究員）
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温暖化により、定着できないものもいれば、逆に

新しい環境に適応して分布を拡大するものもいる

というのは、複合的な作用ということですね。

【五箇】複合的ですね。しかし概してどんな生き物

でも寒いところにいくのはつらいので、温暖化す

れば生物多様性は高まるのです。現在はグローバ

リゼーションと同時に都市化と攪乱が起きていま

す。本来の自然を改変して乾燥土壌を作り、南の

生き物ほど棲みやすい環境ができあがり、北の森

林の生き物が棲みにくいという生物相の遷移が起

きています。加えて、人間による破壊と、温暖化

で一層棲みやすくなり遷移に拍車をかけています。

在来種と外来種についても、今外来種がはびこっ

ていますが、外来種が直接在来生態系にインパク

トを与えているというより、外来種が棲みやすい

環境ができていることのほうが問題です。

【江守】農業も生物多様性減少の原因になりますか。

【五箇】なります。70 億という人口を支えるために

森林を伐採して農耕地を広め、単一の種類の生物

を植えて育てると土壌は劣化します。そこに人工

化学物質として、合成肥料や合成農薬が入ります

から、土壌そのものも自然土壌ではなく、攪乱環

境になってしまいます。

【江守】最近、人類が地球に影響を及ぼし始めてか

らの時代のことを anthropocene（人類世）という言

い方をしますが、特に good anthropocene といって、

人類の都合のよいように地球に影響を及ぼしてう

まくやっていこうという考え方があります。その

発想でいえば、食料工場を造って、自然は残して

おいて、自然に頼らない食料を作ればいいという

ことで、テクノロジーで解決しましょうという話

になっていくかもしれません。

【五箇】それはできないと思います。人間は生き物

だから、絶対どこかで生き物と接触しないとだめ

みたいです。空気、水、土壌、微生物、ウィルス

からバクテリアレベルまですべてあって、生態系

があって、生きられるのです。

2. 温暖化による生物への影響の実証には長期のモ
ニタリングが必要

【江守】温暖化すると、温度帯が寒いほうにシフト

します。高緯度側、つまり北半球でいえば北上、

もしくは山の高いほうに動くので、環境の変化に

追いついていけない生物が数を減らしていくとか、

生態系で相互作用していたので、追いついていけ

るものと追いついていけないものとのバランスが

崩れるという説明をよく聞きます。

【五箇】実証するには長い期間が必要です。国立環

境研究所では高山植物モニタリングを進めていま

すが、10 ～ 20 年では結果はでません。今のとこ

ろ仮説段階といえるでしょう。理論的に考えると、

生態系はその土地の環境に応じてセットで進化し

ているものですから、温度が変わることで、移動

能力があるものだけが生き抜けることになります。

移動からとり残された生態系のバランスが崩れた

り、また移動した先で元の生態系のバランスを崩

すということも起こりえます。あるいは、北上し

セアカゴケグモ

　オーストラリアの亜熱帯地域原産の毒グモ。1995

年に大阪で侵入が確認されて以降、しばらくその存在

が忘れられていたが 2011 年以降急速に分布が拡大し、

2015 年には北海道でも確認された。

　分布拡大の背景には温暖化も影響している可能性も

あるが、それ以上に、国内における物流の増大、土地

整備や宅地開発などの環境改変、都市化によるヒート

アイランド化など人間による移送と環境改変が大きく

影響していると考えられる。
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た先に棲める環境がなくて、絶滅してしまうこと

もあります。われわれが思っている以上に生態系

は複雑なシステムなので、一個でもネジがはずれ

ればバランスが崩れてしまうということはありま

す。そのようなバランスの崩れはそう簡単には直

らない。特に温暖化を今後 10 ～ 20 年で元に戻す

ことはできないとなると、いかにそのほかのイン

パクトを除去して今の生態系を維持する努力をす

るかということが、人間が喫緊にとるべき行動で

しょう。

3. 新興感染症のウィルスと地球温暖化の関係
【江守】温暖化とも関係する生態系を通じた影響の

一つとして、野

生 生 物 と 共 生

し て い た ウ ィ

ル ス が 人 間 社

会に出てきて、

新 た な パ ン デ

ミ ッ ク（ 感 染

症 ） の 原 因 に

なる可能性があると、以前五箇さんからうかがっ

たことがあります。いろいろな生態系サービスの

なかで、この話は一番強烈で、大きなリスクをも

たらしうると思いました。

【五箇】公衆衛生の分野で世界的に問題になってい

ることの一つは、新興感染症です。人間は、コレラ、

ペストといった旧来の感染症を、抗生物質を使っ

て抑えてきましたが、高度経済成長期にいろいろ

な新しいウィルスが発生してきました。その起源

を辿っていくとアフリカに集中していて、それを

さらに遡っていくと野生動物がほとんどです。野

生動物由来の感染症が新興感染症として人間社会

に入っているのが問題です。

【江守】ウィルスが野生生物から人間社会に出てく

るメカニズムというのはどんなことが考えられま

すか。

【五箇】単純に人間が動物と接触するだけでも移り

ます。アフリカから発症する例が多いのは、野生

動物を食べるという古い習慣があるからです。ま

た、狩りをするときに血に触れてしまうというこ

とからも感染は始まります。さらにグローバリゼー

ションが進む中で、アフリカに先進国の人が入っ

て現地の人との接触が起こり、アフリカで発症し

た病気が世界中に出ていきます。

【江守】温暖化、気候変動との関係はありますか。

【 五 箇 】 野 生

生 物 か ら 人 間

に 入 っ て く る

ウィルスはかな

り強烈ですが、

血液感染や動物

との接触、医療

シ ス テ ム の 問

題なので、温暖化との関係はほとんどありません。

しかし、最近話題になったデング熱など昆虫媒介

性のウィルスやバクテリアは、温暖化の影響を相

当強く受けることになります。デング熱を媒介す

るヒトスジシマカは暑いところを好みますから、

温暖化すれば分布域が拡大し、病気そのものも広

がる恐れがあります。マラリアは温暖化して分布

域が北上する恐れがあると警戒されていますが、

実はマラリアに関してはちょっと特殊です。マラ

リアの病原体の最適温度は 24℃、それを媒介する

ハマダラカの最適温度は 25℃です。それがなぜ南

のアフリカにとどまっているかというと、公衆衛

生の発達している北で DDT により追い出されたた

めです。感染症については、温暖化より社会にお

ける公衆衛生システムの問題のほうが影響があり

ます。ただし、温暖化が進むことで干ばつが起き

たり、農業ができなくなったりして経済的な破綻

が生じれば、当然インフラの整備や公衆衛生が劣

化し、マラリアの感染症が再興するリスクがある

と言われています。

【江守】温暖化で社会のシステムが狂うことが問題

なのですね。ところで、2014 年夏 ､ 代々木公園で

デング熱患者がでてニュースになりました。

【五箇】日本での発症については、気候変動は無関

係ではないと思います。2015 年はなぜ発生しなかっ

たのかとよく聞かれますが、前年の発症を受けて

都内を中心に自治体による蚊の防除が強化された

ことが功を奏したといえますが、別の理由として 7

月から 8 月にかけての空前の猛暑によって蚊の初

期密度が抑えられたことも考えられます。
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4. 生物が生物を滅ぼす？
【江守】温暖化が生態系の劣化の原因なのかと聞か

れると、五箇さんは、広い意味で、温暖化も生態

系の劣化も人間という一つの生物種が生態系のな

かで特異な地位に立ってしまったことによる結果

であるという説明をされていますね。

【五箇】40 億年という生命進化の歴史のなかで、生

物の種数は右肩上がりで現在に至っています。そ

の間に地殻変動、隕石落下などのイベントがあり、

生物多様性はこれまで 5 回、90％のバイオマスが滅

ぶという大絶滅を経ています。ただし、大絶滅は自

然現象として起きていて、生き物が大絶滅をもたら

すという現象は過去の歴史のなかではありません。

【江守】90％の減少というと、残り 10％ということ

ですね。

【五箇】バイオマスが 10％まで落ちて、その都度

新しい種が生まれてきて、という繰り返しの中で、

現在は少なくとも種数としては絶頂期にあります。

生態系ピラミッドは、強いものほど数が少ないこ

とでバランスがとれています。ところが人間は生

態系の頂点にありながら、70 億人という極端に大

きいバイオマスをもち ､ 生物や資源を食い尽くそ

うとしている。特に、化石燃料を掘り出してから

はものすごいパワーをもち、知恵もあり、人間は

本来の動物学的な力以上の力を発揮することがで

きるようになりました。さらに医療によって延命

措置もとれるという状況のなかで、かつてない速

度で生物多様性を減少させています。恐竜の絶滅

には 100 万年以上もの時間がかかったとされるの

に、人間はわずか 100 年の間に無数の生物種を絶

滅に至らしめています。生物学者もこの先何が起

こるか読めません。過去にそういうイベントがあ

れば化石から類推したりできますが、今まで起こっ

たことがなく、しかも破壊のプロセスがぜんぜん

違うわけです。人間は土地を改変して無理矢理生

産して生きていますが、それも自然のサイクルで

はないですから、いずれバランスを崩して崩壊す

るということが起きます。また、他の動物はだい

たい繁殖期を終えると死ぬのですが、人間は子ど

もを産んでからも長く生きます。もう一つ決定的

に違うのは、人間は自分の人生を楽しむことがで

きる動物なのです。つまり、エゴイスティックな

のです。人間はエゴイスティックなうえに長生き

し、物を食い、食ったものを自然に返せばいいの

にそれすらしないのですから、われわれはこの地

球の一番のコンシューマーなのです。

5. 生き物がいるから生物圏がある
【江守】人間がこれだけ地球に影響を与えて改変し

ているのというのは、地球の歴史のなかで極めて

特異な時期です。この状況を人類がどう捉え、対

処していったらよいのか、お考えがあれば教えて

ください。

【五箇】文明の利器こそがきっと人間を救うという

考え方の人がいます。それは当たっているかもし

れません。楽観的に見るのか悲観的に見るのかは、

人の感性の問題もあるのですが、科学的な根拠は

どちらにしてもあまりないと思います。

【江守】どちらが好きかということでしょうか。

【五箇】好きか嫌いか的な結構無責任な理想論です。

一番の安全策はあまり触らない方がいいというこ

とです。今の人間の知識では先が読めないからで

す。われわれ生物学者も生態系のメカニズムすべ

てをわかってはいませんし、生き物の種数すら正

確にはわからないのです。たぶん人類の歴史の中

で解明することはできないだろうと思います。昨

日いた種は明日、もういないかもしれないし、進

化するし絶滅するという、動的平衡を繰り返して

系が作られているなかで、われわれは一断片しか

見られない。永久的な法則は生物学では出てこな

いでしょう。リスク予測も、機能解析もできない

のが生物多様性なのです。ただ、一つだけ間違い

がないことは、生き物がいるから地球の生物圏が

あるということです。

【江守】テレビで、生き物はかわいいとか、自然と

親しもうという話をしていると、五箇さんは、自

然は本来荒々しくて、むきだしの人間が入っていっ

たら死んでしまうとおっしゃっていますね。

【五箇】究極的に野生生物は人間にとって宿敵です。

すべての生き物は闘いながら生き残る努力をし、

進化し続けています。生き物どうしが支え合って

生きているとよく比喩されますが、本当はどの生

き物も自分の遺伝子を残すことのみが存在意義で

すから、生態系とは個体間、種間の資源の争奪戦
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の戦場です。つまり支えているのではなく足を引っ

張り合って、張力でバランスをとっているのが生

態系です。

【江守】結果的に戦略的な協力関係みたいなのがあ

るのですね。

【五箇】相互の利己が一致するような妥協点として

共生があります。自分が得することを優先したら

そうなったというだけの話です。それを考えると

人間という生き物も同じで、原始社会において、

木登りが下手な系統はジャングルから追い出され

てサバンナ（熱帯草原）に出なければならなかった。

サバンナでは立っていないと先が見えない、だか

ら二足歩行せざるをえなくなった。しかし二足歩

行するようになると四足歩行していたときより脚

力と腕力が圧倒的に弱くなり、しばらくは喰われ

まくっていて、たぶん夜行性としてしか生きられ

なかったと思います。弱いから、社会をつくって

寄り添い、敵を常に監視しながら細々と生きてい

くしかなかった。原始の人間にとってはすべての

生き物は敵という状況のなかで、放っておけば絶

滅するところだったのに、二足歩行したことで頭

が大きくなり、脳が発達して知恵をつけ、武器と

火をもつことで野生生物と対峙することができる

ようになって生き残ったのです。今の繁栄は動物

たちとの戦いのなかで勝ち得たもので、今さら自

然に戻ろうとしても戻れるわけがありません。

6. 地域レベルの生物多様性の現状把握をもとにし
た将来予測や分析を書きたい

【江守】次回、「地球温暖化の事典」を執筆すると

したら、是非書きたいという内容はありますか。

【五箇】執筆時は IPCC 第 3 次評価報告書と第 4 次

評価報告書をベースにしていて、生物多様性の評

価は面積当たりの種数や、それと温度とかけ算し

てというような結構雑ぱくな計算によるものでし

たが、もっとローカルに現状を把握し、それを世

界、地球レベルにするとどうなるかというのを予

測、分析してみたいという気持ちがあります。

【江守】種数の評価については、方法論が進化して

いるのですね。

【五箇】進化というより、実証データが積み重なり

つつあります。ただモデリングはあまりに複雑な

ので、今のコンピュータでも十分対応しきれない

ところはあります。

【江守】グローバルに外挿するところはかなり大雑

把になるのでしょうか。

【五箇】理論的にしかできません。モデリング的

に進めるにはまだまだ時間がかかります。という

か現状把握自体がまだできていません。生物多様

性及び生態系サービスに関する政府間プラット

フ ォ ー ム（intergovernmental science-policy platform 

on biodiversity and ecosystem services: IPBES）（注 1）

が 2012 年につくられて、やっと地域レベルの現状

把握にのりだしました。

【江守】これが大きく変わったところですね。

【五箇】しかし悩みはあります。国際会議でも、生

物学者はみんな自分の好きな生き物のことしか話

さないのです。問題は統合する能力のある人が少

ないことです。

【江守】地球環境研究センターの伊藤昭彦さんは、

炭素循環／収支のモデリングを始めたとき、他の

生物学者からそれがなぜ生物学なのかと言われた

そうです。

【五箇】彼の仕事には期待したいです。生き物学か

らみたら面白くないから揶揄されてしまいますが、

生態系機能の解明という観点から地球環境という

分野では重要です。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）生物多様性と生態系サービスに関する動向を

科学的に評価し、科学と政策のつながりを強化する

政府間のプラットフォームとして、2012 年４月に

設立された政府間組織。科学的評価、能力開発、知

見生成、政策立案支援の４つの機能を柱とし、気候

変動分野で同様の活動を進める IPCC の例から、生

物多様性版の IPCC と呼ばれることもある。（環境

省ウェブサイトより引用）

＊このインタビューは2015年11月10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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地球温暖化研究プログラム・ステークホルダー会合について

　　　　　　　　　　地球環境研究センター交流推進係　　広兼 克憲

1. はじめに
　2015 年 9 月 25 日（金）15 時より 18 時までの 3

時間、東京・御茶ノ水の会議室をメイン会場に、

インターネットを介してつくばの国立環境研究所

地球温暖化研究棟会議室ともビデオで中継し、研

究所として初めての試みとなる「地球温暖化研究

プログラム・ステークホルダー会合」が開催され

ました。これまで研究評価委員会などで専門家か

らコメントをいただく機会は数多くありましたが、

ステークホルダー（注 1）として幅広く外部の方々

から研究に対するご意見・コメントをいただき、

対話する機会は一度もありませんでした。本稿で

は、ステークホルダーの皆様からのご意見と当研

究所研究者とのやりとりなどを簡単に紹介いたし

ます。今回、ステークホルダーの皆様のご発言は

所属する組織を代表するものではなく、個人の立

場から自由なご発言をお願いしました。なお、紙

面の都合上、すべての内容を伝えきれてはおりま

せん。あくまで筆者の印象の一部をご報告するも

ので、すべての文責は筆者にあることをあらかじ

めお断りしておきます。

2. メンバー
【ステークホルダー側】

市川博美様：一般社団法人地球温暖化防止全国ネッ

ト　企画・広報グループ長

上田壮一様：一般社団法人 Think the Earth　理事、

株式会社スペースポート　取締役社長

江藤仁樹様：日本航空株式会社　コーポレートブ

ランド推進部シチズンシップグループ　アシス

タントマネジャー

堅達京子様：NHK 編成局　コンテンツ開発セン

ター　チーフ・プロデューサー

後藤敏彦様：環境監査研究会　代表幹事、特定非

営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム

　代表理事

【研究所側】

江守正多：地球温暖化研究プログラム総括、プロ

ジェクト 2 リーダー

向井人史：地球環境研究センター長、プロジェク

ト 1 リーダー

三枝信子：地球環境研究センター副センター長

増井利彦：社会環境システム研究センター室長、

プロジェクト 3 リーダー

亀山康子：社会環境システム研究センター室長

花岡達也：社会環境システム研究センター主任研

究員

花崎直太：地球環境研究センター主任研究員（趣

旨説明担当）　ほか　東京会場全 16 名、つくば

会場全 15 名

3. ステークホルダーと研究所とのやりとり概要
（1）導入

　まず会合の趣旨について江守総括から、ご意見

をいただきたいポイント等について花崎主任研究

員からがありました。続いて、江守総括がプログ

ラム全体について紹介しました。

写真 1　ステークホルダー会合（東京メイン会場）の

様子 
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（2）プロジェクト 1（温室効果ガス等の濃度変動特

性の解明とその将来予測）

　向井リーダーがプロジェクトと成果の概要を説

明し、以下のようなやりとりがありました。

【NHK・堅達様】CO2 濃度が 400ppm を超えたとい

う事実は、非専門家は知る機会が少なく、日本を

代表する研究所がこの事実を発表する意味が大き

い。

【Think the Earth・上田様、地球温暖化防止全国ネッ

ト・市川様】何がわかっていなくて、何を明らか

にしようとしているのかをより明確に。

【環境監査研究会・後藤様】最近数年の日本では環

境問題への関心が下がっており、この状況下で成

果をどう説明するか工夫が必要。

【日本航空・江藤様】CO2 濃度 400ppm 超過は、研

究者にとっては自明のことであるが、そこは一般

の方と感覚の違いが大きな点。

　説明者（研究者）が当たり前と思うことでも、

非専門家が知ってなるほどと思うことはあります

し、よりわかりやすい説明が研究所や研究者に期

待される場合もあります。一方で、専門家がすべ

ての事象をわかっていないことも多いのです。特

に地球温暖化にかかわる現象では地球上の非常に

多くの事象と気候変動との関係を解き明かさなく

てはなりません。このことの説明は非常に難しい

のです。とはいえ、非専門家がある程度正確に理

解でき、そのことに関心を持てるように説明する

ことも重要です。最近は以前のように環境問題と

いうだけでは関心を持ってもらえない状況がある

ということなど、研究所側にとっても大変参考に

なりました。

（3）プロジェクト 2（地球温暖化に関わる地球規模

リスクに関する研究）

　江守リーダーがプロジェクトと成果の概要を説

明し、以下のようなやりとりがありました。

【後藤様】世界では、拘束力のある厳しいルールよ

り、自主性のある柔軟なルールが好まれている。

他方、企業にとって温暖化はリスク要因だけでは

なくチャンスでもあり、企業戦略・行動を変えよ

うとしていることに留意が必要。

【上田様】天気予報に降水確率が導入されてわかり

やすくなったように、この研究が進み、異常気象

の確率が数字で出せるのであれば、地球温暖化へ

の理解・関心が深まると感じた。さらに、温暖化

によって災害の確率が高くなると言えるとわかり

やすい。

【堅達様】将来の温度上昇について “1.5℃ , 2.0℃ , 

2.5℃上昇の影響の差は小さい” と説明した場合に

写真 4　向井リーダーによるプロジェクト１の説明写真 3　江守総括からの全体説明

写真 2　花崎主任研究員からの趣旨説明
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は、非専門家には、“2.5℃上昇で良いのか” と誤解

されてしまい、真意と危機感が伝わらないので工

夫が必要。

【市川様】研究結果の見せ方、バイアスのかけ方、

専門家としての覚悟についても検討すべき。専門

家の知見を市民に分かりやすいように伝えるため

のインタープリタ（通訳）など、研究結果の咀嚼

方法は今後も検討を続けてほしい。

【江守】市民に何を伝えるかについては、自分は講

演する際、自分の意見を持ってくださいと言って

いる。通訳については、基本的には研究者自身が

できるようになりたい。ただ、メディアや NPO が

仲介してくれるのはありがたい。

【江藤様】2℃目標について、例えば 4℃では何故い

けないのかという違いが、一般の方々にはよくわ

からないのでないか。ティッピング要素という用

語も一般にはあまりなじみがない言葉だと思われ

るので、より噛み砕いた表現であるとわかりやす

い。アマゾンの旱魃の起きやすさが、温暖化の影

響で何倍になったかという点について、シミュレー

ションを多数回行ってみて確率的に検証する研究

は、研究者以外の多くの方にも非常に興味深いと

感じられると思う。

【江守】ティッピング要素は、温度上昇がある程度

進むと、グリーンランドの氷床が解け続けてしま

うといった “ある温度を超えると不連続に起きる

変化” のこと。

（4）プロジェクト 3（低炭素社会に向けたビジョン・

シナリオ構築と対策評価）～全体に関する議論

　増井リーダーならびに花岡、亀山サブテーマリー

ダーがプロジェクトとその成果の概要を説明し、

以下のようなやりとりがありました。そこから次

第に全体に関する議論に入っていきました。

【後藤様】日本において温室効果ガスを 2050 年に

90 年比 80% 削減と閣議決定で決まっているのな

ら、当然どうやって実現していくのかわかると思

うのだが、プロジェクトの説明ではそれに対する

答えがよくわからない。こういうことが理解でき

るとさらに良い。ステークホルダーの定義自体に

ついて利害関係者というのは誤訳で本来は関心の

ある人。そうすると関係者が無限に広がり日本文

化は嫌がる。従来型の日本の考え方を意図的に変

え、組織としてもっと真剣にやったらコミュニケー

ションが深まる。

【増井】2050 年までの過程の考え方については

DDPP（Deep Decarbonization Pathways Project）とい

うプロジェクトで公表して議論している。政府が

COP に対して示した 2030 年目標策定時はモデル分

析をする研究者は入っていなかったので、実際に

どういう数値が決まったのかが追えない。政府の

方針でそうなったと思われるが、研究サイドから

は具体的にはわからない形になっている。

写真 5，6，7　3 人の研究者によるプロジェクト 3 の

説明
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【上田様】NASA は CG 専門の職員がいて成果をビ

ジュアルでわかりやすく伝えている。ただし、普

段から研究に接することがない外注者がこれを

やっても効果は少ない。国立環境研究所がもっと

情報公開すれば何かできることがあるかもしれな

い。アウトリーチからパブリックエンゲージメン

トの時代になってきた。例えば、惑星探査の研究

者たちも予算がつく前から、土星の衛星探査を一

般と対話しながら進めていると聞いた。予算を取

る前から研究者が市民としっかり対話ができる環

境があるといい。今の学生は、知識はあり、自分

たちのためだけでなく社会の課題に貢献したいと

いう人が多い。JAMSTEC の研究者が深海で 6000m

に潜るときの様子をニコニコ動画で生放送した。

深夜にも関わらず多くの若い人がこの放送を見た

が、研究者のパーソナリティも大きかったと思う。

その後、一般向けの報告会を夜のカフェで行った。

人は人に対して興味を持つ。人となりを知るとい

うのはすごい入口になる。居酒屋のような雰囲気

で話をするのも良かった。すごい研究をしている

人が同じ目線で話してくれるというだけで関心が

高まる。この会合自体が企業や NPO とどのように

協働するのか検討することになって良かったと思

う。

【堅達様】市民が食いつきやすいテーマから始めて、

研究成果を入れるというのも手段の一つ。例えば

今回、関東東北水害が起こった。これが温暖化と

どのように関連しているかということについては

科学的に検討できる。そして、さりげなく研究成

果を放り込む。そういったことを入口にしてとい

うこともある。1 年に一回くらいタイミングをみた

らいい。残念ながら気候変動とか低炭素とか炭素

循環とかのグラフはとても難しい。たとえば池上

彰さんのような解説の専門家に出てきてもらって

要点をわかりやすく伝えることが重要。

写真 8,9,10,11,12　メンバーの皆様から非常に積極的なご意見を多数いただきました。
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【増井】我々も、研究成果の報告についてはいろい

ろ取り組んでいるが、様々な不確実性がありどの

程度の内容を伝えていいか不安な面があった。皆

様の話を聞いて、もっとアクセルを踏んでも良かっ

たのかと思った。先日、所の国際アドバイザリボー

ドからもアウトリーチについてもっと積極的にな

るようにとのコメントをもらった。Web を使った

成果発信の仕方など、まだまだいろいろなやり方・

工夫がある。

【堅達様】科学のストライクゾーンからずれたり、

色がついたと思われたらだめ。でも、目的は温暖

化防止、低炭素社会構築ということで、ぎりぎり

のところを攻めてほしい。たとえば新三本の矢に

低炭素がなぜ入らないのか、科学者の発信が足り

ない部分もあるかもしれない。ぎりぎりのところ

まで科学的エビデンスに基づく旗を上げて頑張っ

てほしい。NHK でもステークホルダー会合をやっ

ているが、環境の専門家が出ていれば、こういう

報道があったけど…という指摘をし、さらなる報

道につなげていけることもある。より一層、理解

を深めてもらうことが重要。

【江藤様】国立環境研究所の研究は、環境面での政

策にも大きく関わり、実際に貢献していることを

より多くの方々に知っていただきたい。JAL でも

同様に航空機による大気観測を行うことで、社会

のお役に立ちたいという思いがある。研究者の皆

さんが大切にする研究データを開示する際の中立

の立場も確かに重要だが、ある程度の示唆もあっ

て良いと思う。危機感を持っている研究者の思い

を具体的に伝えることで、企業や社会の興味・関

心にもつながると考える。

　つくば会場の原澤英夫理事から、「研究だけやっ

ていい時代は終わって、きちんと情報を残して伝

えないといけない。環境問題の関心が下がってい

ることは重要課題。福島など大震災のあとに人々

の関心は安心安全という方向に行ったと思うが、

温暖化に対してのリスク認知はまだ低い。今回、

厳しいご質問もあったが、我々が色々考える機会

になりとても有意義だった。」と受け止めがありま

した。

　最後に江守総括が、「中立性の話は大事な問題。

でも真ん中かどうかではなくてバイアスがかかっ

ているかどうかがポイント。都合のいいように情

報が曲がっていると良くない。相手が曲がってい

る時には批判する必要がある。そのためにも、自

分が曲がってはいけない。次期中期計画において

社会対話協働推進オフィスというのを提案してい

る。双方向の対話をすることとコミュニケーショ

ンのプロを雇うということを目標にしていた。こ

れを実現したい。」と締めくくりました。

4. 終わりに
　ステークホルダー会合という機会を初めて設け、

これまでにない観点から多くの有益なアドバイス

をいただくことができました。研究所が独りよがり

にならないためにも、このような機会を設け、成長

を実感しつつ研鑽を積んでいきたいと感じました。

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

（注 1）「利害関係者」と訳されることが多く、その解

釈には幅がありますが、今回は、『我々の研究活動

の利用者、協力者、関係者、興味を持って下さる方々』

としました。
写真 13　つくばの国立環境研究所から原澤理事がコ

メント
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　CAMS と は、 加 速 器 質 量 分 析 法（Accelerator 

Mass Spectrometry: AMS）を用いた分析装置です。

炭素 14（Carbon 14）の分析専用に、コンパクト

（Compact）に造られたので頭に“C”が付いています。

　地球環境研究センターでは、地球上にある各種

の炭素の動きや起源などを調べています。炭素は

陸上や海洋の動植物、化石、石灰岩などの岩石、

果てはマグマまで、ありとあらゆるものに含まれ

る元素です。地球温暖化に関わる二酸化炭素の中

にも文字通り炭素が含まれています。

　炭素中に微量に含まれる炭素 14（14C）は、これ

らの起源や循環の様子を調査するために非常に有

効な物質です。あまりに微量なため測定が難しく、

これまで十分な試料を測ることができませんでし

た。

　しかし、地球環境研究センターでは、CAMS の

立ち上げから測定のための精度検証などの準備を

経て、2015 年、ついに、待望の実試料測定に入れ

る運びとなりました。

　出動準備完了！　といったところです。

　CAMS はコンパクトとは言え、高エネルギーを

　　　　　　　　　　地球環境研究センター炭素循環研究室　高度技能専門員　　遅野井 祐美

コンパクト加速器質量分析装置出動！
－3…, 2…, 1…, CAMS are go!－
コンパクト加速器質量分析装置出動！
－3…, 2…, 1…, CAMS are go!－

写真 4　装置のメインとなる加速タンクの中が引き出され

たところ。 ここに 500 kV もの電圧がかかる。

写真 1　クレーンで吊り上げられて搬入される加速タ

ンク。

写真 2　組み立て完了した CAMS。 ビームラインの全長

は 10 メートルほど。

写真 3　ビームラインの位置合わせの様子。

暗いラインの中を照らして、覗きながら中心を合わせ

ていく。
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利用した加速器装置の一種ですので、メインとな

る加速タンクは横幅 2 メートルほどもありますし、

最も重い部品である電磁石は、磁石の部分だけで 3

トンほどというヘビー級です。しかもこれらの部

品をイオンビームが通るビームライン（注 1）から

1 ミリもずれないように配置しなければいけないの

で、組み立ては大変な作業でした。部品の搬入や

組み立ての様子はまるで近未来の宇宙映画のよう

です（写真 1 ～ 4）。

1. 炭素 14ってどのようなもの？
　ところで、CAMS が測っている炭素 14 とは一体

何者なのでしょう？

　炭素には同じ炭素でも重さの違うものが三種類

（12C, 13C, 14C）（注 2）あります。自然界では、その

うち炭素 12（12C）が約 99% を占めていて、炭素

13（13C）はわずか 1 %、炭素 14（14C）に至っては

炭素全体の 1 兆分の 1 しか存在しません。

　なぜ、この微量な炭素 14 が重要なのか？　それ

は、この炭素 14 だけが放射性を持っていて、時間

が経つと壊れていく性質（放射性崩壊）（注 3）が

あるからです。生物は体内に一定量の炭素 14 を

持っているのですが、この性質のために、死んで

から時間が経った古代人の骨などの古いものは炭

素 14 の含有量が少なくなっています。考古学分野

ではこれが年代測定に応用されています（例えば

遺跡から発掘されたミイラや、縄文土器に付着し

ていた植物片など、炭素 14 の量を測ることでどれ

くらい古いものかがわかります）。さらに、何十万

年も昔の化石のようなものは、あまりに古いので

炭素 14 が含まれていません。ですから “化石” 燃

料を燃やして出てくる二酸化炭素にも炭素 14 は

入っていないのです。

　そもそも炭素 14 はどこからくるのでしょうか？

　実は、地球の上空で、降り注いでいる宇宙線と

窒素（14N）がぶつかって作られます（注 4）。でき

てきた炭素 14 は、酸化されて二酸化炭素になって

大気中に紛れ込み、光合成によって植物に吸収さ

れていくのです。そのため、地球上の植物やそれ

を食べている動物は、体内に大気と同じくらいの

割合の炭素 14 を持っていることになります。つま

り動植物が呼吸をして吐き出す二酸化炭素にもそ

れと同じくらい炭素 14 が含まれることになってき

ます。

　このように二酸化炭素だけ取り上げてみても、

炭素の起源によって炭素 14 の割合がかなり変わっ

てきます。従って炭素 14 を調べる事が地球の炭素

循環を知る鍵になるのですね。

2. CAMSはどうやって炭素 14を測るのか？
　CAMS の “MS “は質量分析の意味で、重さによっ

てものを分けて測定するシステムです。例えば、

炭素 14 は簡単に言うと 14 という重さを持ってい

ます。炭素 12 は重さ 12 です。同じ炭素という元

素でも、重いものと軽いものを分離してくれるの

で測定できるのが質量分析です。ところが、ここ

で問題発生です！　重さ 14 のものは実は炭素だけ

ではありません。空気の中に多量にある窒素も重

さ 14 ですし、炭素 12 に水素（重さ 1）が 2 個くっ

つく（12CH2）と重さ 14 に、炭素 13 に水素が 1 個くっ

つく（13CH）と、これまた 14 になります。質量分

析ではこのように、違う物質でも同じ重さ（質量）

のものがあると “同じもの” として検出されてしま

うのです。

　そこで、同じ質量の邪魔なものを除外する仕組

みが、CAMS の “A” に関係しています。A はアク

セル、加速です。AMS では電気的に加速するので、

まず装置の入り口で固体炭素試料（注 1）に電子

をくっつけて電荷を持ったマイナスイオン（C －）

にします。ここに炭素 14 分析の最大の敵である窒

素が間違って入り込んだとしても、窒素は炭素と

違って電子とくっつきにくい性質を持っているの

でマイナスイオンになることができません。最大

の敵はこの入り口で除かれてしまうのです。

　加速の過程では、窒素に次ぐ妨害因子である
12CH2, 

13CH のような分子ができてしまうことがあり

ます。これらは加速の中盤、最も速くなったところ

に待ち構えている、アルゴン（Ar）ガスにぶつけら

れることで除かれます。すごいスピードでアルゴン

のガスにぶつかると、炭素 14 の “原子” はガスを通

過できるのですが “分子” は壊れてばらばらになり、

質量 14 ではなくなってしまうのです。

　その他にも、機械の中から出てくる微量成分など

の各種の妨害を除去しつつ、最終的に炭素 14 だけ
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を測れるように様々な工夫がされています（図 1、2）。

3. そうして準備完了
　国立環境研究所地球環境研究センターに導入さ

れた CAMS は、アメリカのウィスコンシンという

とても寒い場所で造られ日本にやってきました。

そして、私は昨年度、突然 CAMS のオペレーター

の任をいただくことになりました。2014 年夏には

これまた突然、最先端の炭素 14 測定ラボがあるア

メリカの大学での研修を受けるようにという指令

が下りました（写真 5、6）。ほとんど泣きながら

渡米し、よくわからない英語の中から、なんとか、

炭素 14 測定の重要な情報を得て帰国しました。

　地球環境研究センターの CAMS と私は、この分

野ではよちよち歩きの子供のようなものですが、

日本や世界の偉大な諸先輩方にご指導いただいて、

少しずつ、少しずつ、一緒に成長しているように

思います。

　さて、当面の我々の目標は高い測定精度を出す

ことです。様々な標準試料などを何度も測定しつ

つ、手探り状態で毎日分析を進めて、これまで

で CAMS での測定精度は 2 ～ 3‰（注 5）くらい

になることがわかりました。現在の大気の二酸化

炭素の状況を（平均に近い値をとって仮に）濃度

400ppm とし、炭素 14 の割合を 20‰（Δ 14C 値）

とすると、化石燃料由来の二酸化炭素が 1ppm 増え

ることで、炭素 14 が約 2.5‰低い方にシフトする

ことになります。それを考えるともう少し測定精

度を高くできるように頑張りたいところです。

　炭素循環の鍵を握る炭素 14 を測るという重要任

写真 6　アーバインでの試料調整のレクチャーの様

子。一緒に研修に参加した英語圏のみんなに混じって、

ただ一人片言で「コノ、ガラス、ナニ？」などと聞く。

写真 5　最先端の 14C 測定ラボがあるカリフォルニア大

学アーバイン校。 マスコットは “アリクイ” で、 いたるとこ

ろにいる。

図 2　CAMS の概念図。 炭素試料は金属セシウム蒸気

がぶつかることでイオン化する。 アルゴンガスにぶつかる

ところではマイナスイオンからプラスイオンに変換される。

さらに磁場によって質量が分別されて 12C,13C がそれぞれ

1 番目 2 番目の検出器で測定される。 最終の検出器に

到達するのは 14C のみになるという仕組み。

図 1　CAMS の模式図。向かって右端が試料が入るとこ

ろ。メインのタンクの中央にはアルゴンガスが入って

いて測定の妨害となる分子を壊してくれる。
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務を受けた私は、今日も地球環境研究センターで

働いています。大気中に数百 ppm しかない二酸化

炭素の中の、1 兆分の 1 しかない炭素 14 の、わず

か数‰以下の高い精度と戦いながら、地球環境研

究センターの CAMS が世界に羽ばたく日を夢見て

います。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）CAMS では試料をグラファイト（個体炭素、

いわゆる炭）の形で用意して、試料自体を炭素イオ

ンビームとして飛ばして測定する仕組みになってい

ます。ビームラインというのは試料炭素イオンが飛

んでいく通り道のことで、道の最後に検出器が置か

れ測定されます。

（注 2）同じ元素でも原子核の中の中性子の数によっ

て重さの異なるものが存在し、これらを同位体と呼

んで区別しています。12C, 13C は安定した原子の状

態であり、時間が経っても変化しないため、安定同

位体と呼ばれています。

（注 3）放射性炭素 14C は時間が経つと放射線（β線）

を放出して安定な 14N になります。このように放射

性元素が時間を経て安定な元素に変わることを放射

性壊変と言います。放射性元素の種類によって時間

あたりに壊変する割合が決まっているため、全体の

半分が放射性壊変を起こすまでの時間のことを、半

減期と呼んで指標にしています。14C では多くの議

論を経て、5730 年という半減期が最も一般的に使

われています。

（注 4）厳密に言うと、放射性炭素 14C は、地球に降り

注いだ宇宙線が大気中の物質にぶつかって二次的に

できる熱中性子と窒素が反応することによって作ら

れます。

（注 5）炭素 14 の分析では “ ‰ ” パーミル（1/1000）

という単位を使って測定値を表します。これは、対

象の試料における炭素 12 に対する炭素 14 の割合

を考えた時に、それが基準となる標準試料からどれ

くらいずれているか、を表すものです。ですから、

標準試料に比べて炭素 14 の割合が多いものがプラ

スの数字、少ないものはマイナスの数字で表され、
14C が全く入っていないものは － 1000‰になりま

す。
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　2015 年 5 月下旬、地球温暖化研究棟南面でプラ

ンター栽培を始めたゴーヤ、スイカ、パッション

フルーツの苗は、その後すくすくと育ち、夏場の

強い日差しを遮る一面のグリーンカーテンとなっ

てくれました。そんな暑い時期も過ぎ、近頃は夕

方の寒さが日に日に厳しくなってきています。夏

に青々と葉を広げていたカーテンの植物達は、寒

さですっかり枯れてしまいました。

　ゴーヤやスイカを育てるためには、また新しい

苗や種から始めなければいけません。一方で、パッ

ションフルーツは、挿し木で株を増やすことがで

きます。そこで、すっかり冬になってしまう前、9

月から 10 月の終わりに、パッションフルーツの挿

し木苗を 200 本程度作りました。これらの苗は、

来年の春まで温室で育てる予定です。順調に育っ

てくれれば、4 月の研究所一般公開で来場者の方々

への配布を予定しています。そして、これらの苗

の一部は、グリーンカーテンの一部として、来年

の夏に枝葉を伸ばしてくれるはずです。

観測現場発季節のたより（8）

2015 年冬：グリーンカーテン冬支度

　　　　　　　　　　地球環境研究センター炭素循環研究室　特別研究員　　寺本 宗正

写真 2　今年 7 月、夏の大公開イベントの時のグリー

ンカーテン。子供達もゴーヤやスイカの実に興味津々

でした。

写真 1　9 月末に作ったパッションフルーツの挿し木

苗。これから温室で育てていきます。

写真 3　今年のグリーンカーテン収穫物：ゴーヤ、純白ゴーヤと小玉スイカ（左）。ゴーヤ、純白ゴーヤとパッショ

ンフルーツ（右）。
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＊観測現場発季節のたよりは地球環境研究センターウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/
seasons/）にまとめて掲載しています。

写真 4　最盛期、8 月のグリーンカーテン。見事に葉

が茂って強い日差しをさえぎってくれました。

写真 5　パッションフルーツの花。クダモノトケイソ

ウの名のとおり、時計を連想させる形です。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/seasons/
http://www.3r-teitanso.jp
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http://www.3r-teitanso.jp/
http://www.3r-teitanso.jp/
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アクセスランキング

　　　　　　　　　　2015年 6月～ 2015年 11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

　３

「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

　４

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

　５

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

　６

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/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/201401/278001.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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