今日発生しているさまざまな環境問題を解決するためには、各専門領域にと
どまることなく、これらを包含した総合的視点から、各専門分野の研究を推進
する必要があります。
また、環境研究に関する多様なニーズに応え、効果的、効率的な研究を進め
ていくため、新たな情報交換の場を設け、より一層、連携・協力を緊密にして
いくことが不可欠となっています。
そこで、環境研究に携わる国立及び独立行政法人の研究機関が情報を相互に
交換し、環境研究の連携を緊密にするため、「環境研究機関連絡会」が平成13
年に設置されました。

連絡会では、
(1) 環境研究の推進状況の紹介と相互理解
(2) 環境研究の主要成果の紹介
(3) 環境研究の協力・連携・連絡
などを行っています。

連絡会は平成15年4月現在、以下の機関で構成されています。
独立行政法人防災科学技術研究所
独立行政法人農業環境技術研究所
独立行政法人森林総合研究所
独立行政法人水産総合研究センター
独立行政法人産業技術総合研究所
国土交通省気象庁気象研究所
国土交通省国土技術政策総合研究所
独立行政法人港湾空港技術研究所
独立行政法人土木研究所
独立行政法人国立環境研究所

独立行政法人農業環境技術研究所が、平成14年10月から、連絡会の事務局
を1年間担当しています。
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拶．環境研究の連携と進化をめざして・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
陽

捷行（農業環境技術研究所）

講演１．気候変動に関わる気象・沿岸害の長期変動予測・・・・・・・・・・・ ６
松浦

知徳（防災科学技術研究所）
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佐藤

康雄（気象研究所）

講演３．海洋の二酸化炭素吸収の観測と解析に関する研究・・・・・・・・・・ 10
野尻

幸宏（国立環境研究所）

講演４．炭素循環フィールド観測と対策技術評価・・・・・・・・・・・・・・ 12
山本

晋（産業技術総合研究所）

講演５．農業環境におけるダイオキシン類の動態とその制御技術・・・・・・・ 14
上路

雅子（農業環境技術研究所）

講演６．自然共生型流域圏・都市の再生に関する研究・・・・・・・・・・・・16
藤田

光一（国土技術政策総合研究所）

講演７．炭素収支に係る主要貝類の生物機能に関する研究・・・・・・・・・・ 18
中村

義治（水産総合研究センター）

講演８．メソコスム実験による干潟生態系の動態と干潟再生に関する研究・・・ 20
桑江

朝比呂（港湾空港技術研究所）

講演９．新しい調査ツール，マルチテレメトリシステムを用いた野生動物研究・22
〜河川工事が野生動物の行動に与える影響評価〜
傳田

正利（土木研究所）

講演10．地域の生物多様性を単一の希少種で代表させることの問題点・・・・ 24
尾崎

研一（森林総合研究所）

環境研究の連携と進化をめざして
独立行政法人 農業環境技術研究所 理事長

陽 捷行

環境研究に携わる国立および独立行政法人の研究機関が情報を相互に交換し、
環境研究の連携を緊密にするため、環境研究機関連絡会が平成１３年１０月に設
置されました。この連絡会の目的は、１）環境研究の推進状況の紹介と相互理解、
２）環境研究の主要成果の紹介、および３）環境研究およびこれに関連する事項
の協力・連携・連絡、にあります。この目的に基づいて、ここに「環境研究機関
連絡会成果発表会−環境研究の連携をめざして−」を開催する運びになりました。

環境研究を進めるにあたって、われわれはどのように考えていけばいいのでし
ょうか。私は、ここで次の四点を強調します。それは、「分離の病」を克服し、
「国際・学際・地際」を推進し、「俯瞰的視点」を維持し続け、「自他の共生」
を図ることです。

「分離の病」は三つあります。専門主義への没頭や専門用語の迷宮など生きて
いない言葉を使う「知と知の分離」、理論を構築する人と実践を担う人との分離
やバーチャルと現実の分離に見られる「知と行の分離」、客観主義への埋没、知
と現実との極端な乖離（かいり）に見られる「知と情の分離」がそうです。時間
と空間を越えて「環境を守る」ためには、これらの分離を可能な限り融合するこ
とが必要なのです。

国籍、人種、宗教、政治、経済体制、貧富、性別などを差別せず、お互いが相
手の立場で思考し、意見の対立が感情の対立にならない交流こそが、「国際」化
と考えます。空間を超えて生じている環境問題を解決するためには、この国際化
を無視することができません。広く分野や所属をこえて研究を共にする「学際」
は、説明の必要がありません。現場のない環境研究はありえません。これが、
「地際」の重要な点です。「知と行の分離」にもつながるところがあります。
「地際・学際・国際」の融合こそが環境研究の決め手になるでしょう。

「俯瞰的視点」とは、人類が２０世紀に獲得した最大の成果です。文明史上、
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人類が最高の高度から地球を眺め、人類と地球の来し方行く末を認識する視点で
す。２０世紀の人類は月にその足跡をしるし、火星に生き物が生息しないことを
確認し、人類のあり方を考える俯瞰的視点をえたのです。

環境研究を一層進化させるために、さらに「自他の共生」が必要です。人類は
自分たちの利益を増すことに努力し、今日の繁栄を手に入れました。これは、す
なわち「自」の歴史でした。その結果、環境問題が起こり、「自」を主体におけ
ば行き詰まりが見えることを理解しました。歴史は、「自から他へ」に視線を向
けなければならないことを教えてくれたのです。われわれは、遅まきながら環境
を視野に入れた科学が必要であることに気づきました。「自他の共生」を図らな
ければ、地球の、ひいては人類の将来がないことを学びました。この原理は、環
境問題を研究しているわれわれの組織においてもしかりでしょう。

自然界では「自」と「他」が併存し、両者の共存で全体が成り立っています。
併存する「自・他」を含む全体が機能することは「自他の共生」といえます。こ
れによって自然界はうまく運行しています。この自然界の「自他の共生」を、環
境を研究している我々の個々の組織にもうまく適用させることが肝要と考えます。

組織と組織の社会ですから、自他の均衡は難しく、そこには「自他の衝突」が
待ちかまえています。しかし我々は、知恵と協力と活力を背景に、「自他の共
生」のシステムを構築しなければなりません。それぞれの研究所が、単に組織だ
けを守る共同体ではなく、広く環境を保全できる機能体として働く場をつくる必
要があるのです。

このように、「分離の病」を克服し、「国際・学際・地際」を推進し、「俯瞰
的視点」を維持し、「自他の共生」を図ろうとする意志の一つが、この環境研究
機関連絡会成果発表会だと考えます。この発表会を機に、僅かでも環境研究の進
展が期待できれば、大きな喜びとなります。

発表課題は、各研究所のオピニオン・リーダーによる最も今日的なテーマに彩
られています。課題のキーワードは、大気（気象、物質、海）、物質（動態、農
地、生物、都市、海）および生物（海、河川）に大きく分類できます。各研究所
の研究を推進していく過程で、これらの成果発表が参考になることを期待して開
会の挨拶とします。
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気候変動に関わる気象・沿岸災害の長期変動予測
独立行政法人 防災科学技術研究所 総合防災部門 総括主任研究員

松浦 知徳
１．はじめに
防災科学技術研究所では特定プロジェクトにおいて、地球温暖化等の気候変動にともなって将
来、気象災害、洪水・渇水災害、沿岸災害の危険度が増加するのか、またそれらの災害がどのよ
うに変質するのかを予測、評価することを目的としたプロジェクト「気候変動に関わる気象・水
災害の予測に関する研究」
（平成１4 年度〜平成 17 年度）を実施している。その中で 2 つの中
心的なサブテーマである「台風災害の長期変動の予測」と「沿岸災害長期危険度の予測」の成果
に関して紹介する。
この研究の特徴として気候変動に絡む長期の災害を予測するということで、我々が開発した高
解像度大気海洋結合モデル（CGCM）の結果を利用し、災害を出来るだけ定量的に予測・評価
することを目指している。

２．高解像度大気海洋結合モデル
防災科学技術研究所で開発した CGCM は大気モデル（気象庁 GMS8911）と海洋モデル
（GFDL MOM2）を結合させている。 我々の CGCM は全球規模の気候変動と台風・梅雨
の中規模の気象現象が同時に表現できる分解能 0.5625°のモデルである。 図 1 はシミュレ
ーションを実行して 2 年目の 10 月に日本に上陸したモデル台風を三次元的に示したものであ
る。現実に観測されているような、かなり強い台風が日本付近まで北上する様子を捉えることが
できている。また、図 2 はこの CGCM で再現された強いフロントとしての梅雨前線が中国長
江付近から九州南部にかけてシャープに再現された。やはり、シミュレーションの 2 年目の梅
雨期 6 月 17 日から 22 日までの 5 日平均した降水量分布で示している。今年度は地球シミュ
レータ等を利用して 50 年分のシミュレーションを実行する予定である。

図１．モデル台風の 3 次元図

図２．CGCM で再現された梅雨前線

３．台風災害の長期変動の予測
我々は、台風災害の長期変動の予測を実現するために、①「台風災害長期変動事例解析」、②
「台風の長期変動の解明」
、③「台風の長期変動予測実験」
、④「災害変質マップとリスク評価」
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の 4 項目から研究を推進している。台風災害を予測・評価するためには自然的素因と社会的素
因の両面のデータが必要となるため、現在、GIS や統計パッケージを組み込んだ台風災害データ
ベースシステム（NIED-TD2BS；図 3 参照）を開発中である。
台風活動の長期変動解明として、特に台風の発生個数に 20 年程度の変動のあることがわかり、
それが熱帯域の気候変動としての 10 年変動と関連している。この結果を台風長期変動予測に生
かしていく（図 4）。最終的に、①、②、③の成果を基に将来の台風活動の変質マップを作成す
る。
情報提供

GIS表示

検索要求

利用者

各種データ

統計解析

台風災害データベースシステム
管理者
データ蓄積・システム管理

図３．台風データベースシステム（NIED-TD2BS）
の概念図

図４．台風の発生数の数十年
変動。(a)観測結果、
(b)CGCM 結果

４．沿岸災害長期危険度の予測
地球温暖化に伴い海面上昇が引き起こされた場合、沿岸地域では台風の通過による高潮などの
異常波浪による被害が増大する可能性がある。防災科学技術研究所では、1966 年から平塚沖
で波浪観測を行っており、有義波高の長期変動について解析を行ったのでその結果を示す。
平塚沖における有義波高の 1980 年から 1999 年までの年毎の変化をみると、特徴的なこと
は、エルニーニョと相関があり、エルニーニョ期に有義波高が高いことである（図 5）。実際、
平塚沖の有義波高は海面水温との相関パターンはエルニーニョ期に現れる海面水温偏差パター
ンと一致しており、また熱帯域の西風偏差と強い正の相関を持つ。
また、夏季と冬季共に平塚沖の有義波高に正の長期のトレンドが現れており、夏季は 0.16
cm/year、冬季は 0.67 cm/year の上昇を示す。北太平洋アラスカ沖や北大西洋においても有
義波高の長期の上昇傾向が示されている。これらの結果も温暖化と関連あるのか興味深いところ
である。

図５．平塚有義波高の時系列変化
影をつけている部分がエル
ニーニョの期間
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気象研究所における黄砂研究の現状と展望
国土交通省 気象庁 気象研究所 環境・応用気象研究部長

佐藤 康雄
気象研究所では科学技術振興調整費による日中共同研究プロジェクト ADEC (Aeolian Dust
Experiment on Climate impact)を平成１２年度より実施しています。これは、大陸の乾燥域から風
によって舞い上がる風送ダス
ト（東アジアでは黄砂と呼ば
れている）が気候にどのよう
な影響を与えるのかを明らか
にする研究計画です。ADEC
の一環として、気象研では、
タクラマカン砂漠を始めとす
る中国、日本の各地で観測を
行っています。図１は、
ADEC プロジェクトにおけ
る観測点を示したものです。
黄砂の発生域である中国のタ
クラマカン砂漠周辺から日本

図１

日中共同研究 ADEC プロジェクトの観測点展開図

まで広範囲にわたって、ライ
ダーや放射計を用いたネットワーク観測網を構築し、黄砂の発生から沈着に至る過程の詳細な観測デ
ータを取得しています。写真１は、タクラマカン砂漠南縁に位置する策勒（チーラ）に設置した地上
気象観測装置（AWS）の設置状況です。
気象研究所と中国との共同研究は、科学
技術振興調整費による「砂漠化機構の解明
に関する国際共同研究」（平成２〜７年度）
以来１０年以上の歴史があり、今回のプロ
ジェクトもその経験が生かされる事により、
極めて順調に研究が進められています。気
象研究所では、中国科学院傘下の研究所と
共同で、以下に述べる地上観測、ネットワ
ーク観測並びに数値モデル実験に関する研
写真１

策勒（チーラ）に設置した地上気象自動
観測装置（ＡＷＳ）

8

究を推進しています。
地上観測では黄砂の発生域の一つである

タクラマカン砂漠において、上記 AWS 等を用いて、気象要素と黄砂粒子の舞い上がり過程の観測を
行ない、黄砂発生に関わる詳細な気象条件、地表面条件の影響の解析を行っています。
また、ネットワーク観測では、黄砂粒子による日射の散乱量を測定する放射計を、黄砂の発生域か
ら日本に至るまで輸送経路に沿って配置し、黄砂粒子による放射強制力や黄砂の粒径情報の観測を行
うとともに、ライダーを用いた鉛直分布の観測も行っています。これらの観測結果から、黄砂層の鉛
直構造や時空間変動に関する詳しい情報をとらえる事に成功しました。さらに、静止気象衛星データ
を利用して大気中を輸送される黄砂の広域分布情報を求めるためのアルゴリズム開発も行っています。
一方、黄砂の発生や時空間分布を全球スケールで再現するためにはスーパーコンピュータを用いた
数値モデルの活用が不可欠です。モデル開発グループは、地上観測によって得られた黄砂発生域の風
速や土壌飛散情報、地表面情報などを活用し、黄砂の発生をモデルで再現すると共に、ネットワーク
観測情報を用いて黄砂の輸送、沈着モデルの検証・改良を行いつつ、同モデルに放射伝達モデルを組
み込むことにより、黄砂が放射過程を通して気候の形成、変動にどのように影響を与えているかを定
量的に明らかにするための研究を進めています。このうち、黄砂の発生、輸送、沈着に関する数値モ
デルの結果を図２（左）に示します。これによると図２（右）に示した目視観測の結果とよく一致し
ており、このモデルが黄砂の輸送などをよく表現していることが確認されました。
黄砂粒子はそれ自身が放射に対して影響を与える（直接効果）ほかに、大気中に浮遊する過冷却水
からの氷晶あるいは雲粒を作る時の核となる働きをもっていることから、雲形成を通しての放射に与
える影響(間接効果)を正確に評価することが今後の大きな課題の一つとなっています。本プロジェク
トで得られたさまざまな情報は、これらの研究推進にも役立つものと期待されています。また、本プ
ロジェクトにより得られた知見は、今後、黄砂予測などの気象庁の業務にも貢献できるものと思われ
ます。

図２

数値モデルを用いた黄砂の予測結果（左）と同時刻の目視観測（右）
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海洋の二酸化炭素吸収の観測と解析に関する研究
独立行政法人 国立環境研究所 地球温暖化研究プロジェクト 総合研究官

野尻 幸宏
CO2 を始めとする温室効果気体類の大気濃度が、人為的要因で増加しつつあり、放射強制力の増加によっ
て地球温暖化が起こるという予測は、科学的知見の蓄積から確からしさを加えつつある。起こるであろう気
候変動の大きさを予測することは、必要な対策の程度を考えるために重要な情報であるので、それを正確に
することが、今日の地球科学研究に与えられた命題である。計算機技術の進歩で、地球全体の熱と水の循環
を物理方程式から解く「気候モデル」研究が大いに進化した。物理方程式から構成される気候モデルにおい
ては、温室効果気体の濃度はいわば「定数項」であり、一気に増加するように、あるいは、年々増加するよ
うに与えられる。化学的・生物学的反応性の乏しいフロン類のような温室効果気体の場合、その大気濃度の
与え方は比較的容易であるが、CO2・CH4・N2O など重要な温室効果気体の場合、人為的放出源だけでなく、
陸域と海洋に自然の放出源や吸収源があり、気候変化でその強度変化(フィードバック)が起こる。
陸上植物にとって光合成の材料である大気 CO2 の濃度増加は施肥効果を与えて植物体成長を促進し、陸の
吸収は増加する。また、大気 CO2 濃度増加は、大気・海洋表層間の濃度差を拡大させるので、海洋への CO2
移動量が増加する。これら自然吸収源作用の将来変化は、気候変動予測に極めて重要であって、気候変動予
測モデルとして、気候変動(気温上昇、降水量変化など)が発生源・吸収源に与える効果を取り込んだより複
雑なもの、すなわち「地球物質循環モデル」が必要となってきた。しかしながら、このような予測(prognostic)
モデルはあくまで将来予測モデルであるので、具体的な検証をする方法がない。予測モデルは、現状説明
(diagnostic)モデルをもとにして構築されるものであるので、予測モデルのベースとなる現状説明モデルが
今日の地球物質循環をよく表現するかどうかでモデルの評価を行う。
地球上の CO2 循環における海洋の役割はきわめて大きく、大気存在量の 50 倍の無機炭素が海洋に溶解し
て存在している。もし、化石燃料消費で大気へ放出された CO2 が海洋に平衡に溶解する（大気・海洋間の
CO2 交換が極めて急速）ならば、大気・海洋間の CO2 濃度差がなくなるまで大気から海洋に CO2 が移動す
るので、存在比の 1:50 の分配比にならないにしても、1:10 程度の分配比で海洋に吸収され（CO2 の化学
平衡に基づく）、大気濃度増加が大いに緩和される。しかしながら、海洋が暖かい表層と冷たい深層という
強い層構造をもつこと、大気 CO2 濃度増加が極めて急速であることが原因となって、海洋吸収による大気
CO2 濃度増加の緩和は十分に進まず、大気海洋間の CO2 濃度(分圧)は非平衡状態となり、大気 CO2 濃度が
高まった現代は、大気・海洋間の CO2 分圧差が生じた(大気が高い)状態となっている。年間 6Gt (G=109)
の化石燃料燃焼で放出された CO2 の海洋吸収量は、その約 1/3 の年間 2Gt である。
物質循環モデルの海洋部分の検証には、人為起源で放出された CO2 が海洋にどのように分布しているか、
海洋の CO2 吸収・放出フラックスの海域分布とその季節変化がどうなっているか、の 2 つが鍵となる情報
であり、その綿密な観測が求められている。2003 年 1 月に、SCOR (Scientific Committee on Oceanic
Research)/IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission) CO2 Advisory Panel と
IGBP/WCRP/IHDP による GCP (Global Carbon Project)合同の活動で、これからの海洋 CO2 観測の国
際共同をコーディネートするためのワークショップが開催された。その際、1.現在の海洋物質循環モデルの
現状、2.海洋断面観測による人為起源 CO2 観測、3.海洋表層観測による CO2 吸収・放出観測の 3 つの基調
講演が用意された。
人為起源 CO2 の海洋分布を観測から求めるには、大洋を横断する観測線を設定し、観測船航海でできるだ
け密な間隔で表層から深層にいたる溶存無機炭素と関連する海洋パラメータ(栄養塩類、溶存酸素など)の鉛
直分布を測定する必要がある。この測定を 5 年から 10 年の時間間隔で繰り返すと、海洋表層数百メートル
で CO2 量の実質的な増加が認められ、人為起源 CO2 の海洋への浸透が把握される。この観測を太平洋、大
西洋、インド洋、南大洋など世界海洋を効果的にカバーして継続すると、その量の把握が正確になる。また、
同時に炭素同位体比や大気由来トレーサーであるフロンなど指標成分を測定することも、人為起源 CO2 量の
把握につながる。
海洋表層の CO2 吸収・放出観測では、大気・海洋間の CO2 分圧差の測定を、多くの海域で、全ての季節
をカバーするように行うことが重要である。海洋の CO2 分圧は、CO2 溶解度が海洋表層水温で変化すること、
植物プランクトンの生産が無機炭素を固定化すること、海洋表層の冷却で表層水に亜表層水から無機炭素が
回帰することなどが原因となり、大きく時間変動する。これには、２つの良い観測方法があり、大洋を定期
的に横断航海するような商船で毎月・毎季節の観測を行うこと、定置ブイあるいは漂流ブイに自動計測装置
を設置し、連続的に測定することである。
海洋断面、海洋表層のそれぞれの CO2 観測とも、広大な海洋をカバーするという点で一国の努力で可能な
ものではなく、各国の観測資源、研究資源をいかに有効活用すること、国際間連携で無駄のない観測網を拡
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大すること、観測結果を統一的にデータベース化して解析利用すること、これらの点に絞った議論が進めら
れた。海洋表層観測においては、演者が基調講演に指名され、太平洋における貨物船を利用する CO2 観測の
実施とその結果、そこから発展した観測の国際協力について発表を行った。
国立環境研究所は、貨物船を利用する太平洋の海洋表層 CO2 観測を、1995 年 3 月から 1999 年 9 月ま
でカナダシーボード所属材木運搬船 Skaugran で、1999 年 11 月から 2001 年 5 月まで商船三井所属
Alligator Hope で、2002 年 7 月から(継続中)トヨフジ海運所属 Pyxis で行っている。Skaugran の基本
運航形態は、カナダの製材を日本に運搬し復路で日本車を北米西岸へ輸送する（約 6 週間周期）のであるが、
貿易状況変化により、製材運搬に専念する時期、自動車運搬だけにあたる時期など、運航状況が変化した。
このことが幸いし、北緯 34 度以北の広い範囲にわたる CO2 観測を行うことができ、この海域の CO2 吸収
放出の季節変化を詳細に把握することができた。一方、
1999-2001 年にかけての Alligator Hope 観測は、
往路東京−シアトル、復路バンクーバー−東京の 5 週間周期固定航路で行われたので、高緯度海域の高頻度
観測を行うことができた。両船による 6 年間の継続観測は、商船による海洋 CO2 観測として世界最長継続
となり、その成果が注目を浴びた。解析から、北緯 34 度以北の太平洋海域は年間 0.26Gt の CO2 正味吸収
を示していることが求められ、従来データの集積による推定と矛盾しないことが示された。図 1 に吸収・放
出フラックスの季節変化と年間平均を示す。また、長期継続の成果として、海域の CO2 分圧年々変動が解析
できた。これまで、海域の CO2 分圧年々変動は、赤道太平洋において知られているだけであり、その他の海
域では解析困難であった。赤道太平洋では、エルニーニョ・ラニーニャの海洋循環変化（ENSO）が東赤道
海域の湧昇の大きさに作用し、100μatm(大気濃度の ppm にほぼ相当する)という大きな変化幅を与える。
本観測による北太平洋高緯度海域の CO2 分圧は、ENSO
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図１ 北太平洋の貨物船観測で得られた CO2 の交換フラックス、a)１
−３月、b)４−６月、c)７−９月、d)10−12 月、e)年間平均、カラー
バーに示した数字と背景の色が単位面積あたりのフラックス(mgC m-2
day-1)を示す、数字は 5 度×15 度のグリッドのフラックス(106tC)を示
す、正の数字が海洋の放出、負の数字が海洋の吸収を表わす。
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炭素循環フィールド観測と対策技術評価
独立行政法人 産業技術総合研究所 環境管理研究部門 副部門長

山本 晋
（１）はじめに
地球温暖化を抑制し、持続可能な経済社会の実現にむけて、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの計画的排出抑
制が不可欠となる。本研究では二酸化炭素対策技術を評価し、将来の排出シナリオの検討、二酸化炭素海洋隔離の影響
予測手法の開発に資することを目的として、海洋、大気、陸上植生圏及び圏間それぞれでの炭素の挙動の解明、陸上植
生、海洋の炭素吸収固定能の定量的評価を行う。また、本研究で得られた成果、データを国際的な協力体制のもとに交
表１ 本研究の研究課題、目標と成果の活用
換、集積、利用できるネットワー
クの構築を目指す。さらに、測定
データと炭素循環グローバル大
気輸送モデルと結合して炭素収
支計算精度の向上、モデルの改良
を図り、二酸化炭素対策技術の効
果の検証、排出シナリオの評価を
行うツールとする。また、海洋の
中深層での現場観測や室内実験
に基づき、海洋隔離後の二酸化炭
素の挙動および影響の予測手法
を構築する。
（２）フィールド観測による二酸
化炭素の環境での挙動の解明
［森林生態系の二酸化炭素吸収能の解明］ 森林が光合成作用によって大気中のＣＯ２を取り込み、有機物を生産する
ことは良く知られているが、この生産量の大きな部分は森林自体の呼吸により消費されて、ＣＯ２を大気に戻す。残り
の部分は森林の生物部の増加・固定となる。また、森林の生物部の一部は枯死し、落葉・落枝となって地面に落ちる。
一方地面上層部の土壌は多くの有機物を含んでおり、その量は落葉・落枝による有機物の増加と有機物の腐敗によるＣ
Ｏ２の放出により増減している。このように森林生物部と土壌を含む森林生態系での炭素吸収、分解過程には多くの環
境要因が関連しているが、現状では十分に解明されていない。本研究では、先ず、二酸化炭素吸収能を定量的に長時間
連続測定できる測定手法を開発した。その野外測定手法は東アジア（高温多湿）
、東北アジア（低温乾燥）における特
徴的森林生態系、諸気象条件下で長期・安定的に作動することが確認されており、米国の測定システムとの比較・検証
が行なわれている。その手法を用いた野外でのタワー観測に基づき、大気と森林生態系間のＣＯ２ﾌﾗｯｸｽ（正味交換量
NEE）を解析し、大気と森林生態系間のＣＯ２ﾌﾗｯｸｽと気象条件の関係、炭素収支の季節変化、年々変化を調べた。諸
研究機関・大学との協力の下に行われている東アジアの代表的な森林生態系におけるフラックスタワー観測から大気／
森林生態系間の正味交換量（ＮＥＥ）として 1.3 から 5.7tC／ha／yr（平均 3.2）の森林生態系の取り込みという結
果が得られている。
［海洋／大気間炭素循環過程の解明］ 本研究で開発・改良した測定手法を用いて、西部北太平洋で海洋表層の炭素循
環の調査を行っている。これまでに当研究所を中心に測定された北太平洋中深層の二酸化炭素ならびにフロンなどの化
学トレーサーデータと他
機関のデータを合わせて、
過去十数年にわたる観測
で得られた海水中の二酸
化炭素濃度データの時系
列解析を行い、太平洋中深
層の二酸化炭素吸収速度
を求めた（図１）
。
図１過去の時系列二酸
その結果、北太平洋で最
化炭素濃度変化からの
蓄積速度の推定
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も人為起源二酸化炭素が蓄積されている海域は日本沿岸の西部海域で 8 gC /m2/year であった。また、1990 年代平
均でみると、北太平洋が 0.54 ± 0.01 Pg C / year (Pg = 1015 g)の人為起源二酸化炭素を吸収していることがわか
った。一方西部北太平洋表層で一次生産に使われた炭素は年間平均で見ると約半分が有光層より下にもたらされること
がわかったので、今後沈降粒子束、溶存有機物などを加味した西部北太平洋表層の炭素循環を解明する。
（３）二酸化炭素対策技術の評価への成果の活用
表２ 世界の植林可能面積と CO2 可能吸収量の試算
［植林等森林管理などの炭素収支への森林生態系
の役割の評価］ 現状では誤差が大きい森林吸収
能をより正確に評価する科学的根拠を持った植
林等森林管理方法の確立が重要である。本研究に
よる森林生態系での炭素循環における知見は、ア
ジア諸国との排出権取引等の京都メカニズム活
用の促進などに活用される。表２は世界の各種
森林生態系でのフィールドタワー観測による森
林の炭素吸収量を用いて、世界の植林可能面積と
CO2 可能吸収量の試算したものである。
さらに森林生態系など陸域炭素収支のメカニズムの把握により、気候変動下での炭素収支の予測精度を高め、科学
的知見に基づく排出規制をさらに進める京都議定書の第 2 約束期間以降での陸域炭素収支管理の政策オプションの検
討に貢献する。
［海洋隔離環境影響評価手法への活用、海洋隔離技術の評価］ 海洋の中深層には膨大な量の水が蓄えられており、ま
た、二酸化炭素の溶解度が大きいことから、海洋は発生源で回収される二酸化炭素の貯留場所として有望な場所とされ
ている。一方、海水は常に循環して
いるためいずれ大気と接し二酸化
炭素が大気に放出される恐れや、現
在の海洋環境を変化させてしまい
生態系へ重大な影響を与える恐れ
がある。しかし、海洋の中深層に関
するこれまでの知見は乏しく、海洋
隔離後の二酸化炭素の挙動および
影響の予測はなされていない。そこ
で、近年開発された手法を用いた現
場観測や室内実験によるデータを
活用して、隔離後の二酸化炭素の動
態を明らかにし、二酸化炭素海洋隔
離の影響予測手法の開発を進めて
いる。図２に二酸化炭素海洋隔離に
伴う環境影響予測技術開発の要素
図２ 二酸化炭素海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発（CO2 海洋隔離の
研究を示している。
手順と要素研究）
（４）おわりに
二酸化炭素挙動のフィールド観測手法について、測定信頼性を高めるとともに測定及び解析手法の標準化を図ってき
た。取得した炭素循環過程についてのフィールド観測データ、科学的知見はデータベース化、論文化して公表すると共
にし、フィールド野外観測データを当研究部門で開発を進めている産総研大気輸送モデル、高分解能海洋循環モデルの
改良と検証に役立てる。さらに、森林生態系での観測データについては国内外の観測データと合わせて、東アジア陸域
生態系炭素収支モデルの開発に活用する。これらのモデルをツールとして炭素収支の定量的評価、CO2 対策の評価を
さらに進める。
なお、本研究は「経済産業省：二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術研究開発」
、
「環境省：地球環境研究総
合推進費」による研究プロジェクトを軸に当研究部門が諸研究機関・大学と協力して推進されている。
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農業環境におけるダイオキシン類の動態とその制御技術
独立行政法人 農業環境技術研究所 環境化学分析センター長

上路 雅子
１．はじめに
農業環境中のダイオキシン類には、廃棄物の焼却施設から排出されたものに加えて、過去に使用
した農薬の不純物として農地土壌に蓄積されたものがある。所沢市で問題になった農産物のダイオ
キシン汚染に関するマスコミ報道は社会に混乱をもたらし、農業生産にも大きな打撃を与えた。日
本人のダイオキシン類摂取量の約７割は魚介類に由来する。その供給源として、農地土壌に蓄積し
たダイオキシン類の水系流出が指摘されていた。このような状況から、食品の安全・安心の確保お
よび農業生態系の保全のために、農作物および農業環境におけるダイオキシン類の挙動解析や、汚
染軽減および動態制御のための技術開発が求められ、これまでいくつかのプロジェクト研究が実施
されてきた。ここでは、これまでの研究成果を紹介する。
２．農作物におけるダイオキシン類
イネ、ホウレンソウ、ニンジン、キュウリなど各種作物をダイオキシン類汚染土壌で栽培し、作
物の各部位におけるダイオキシン類濃度と、栽培環境に存在するダイオキシン類の移行について明
らかにした。いずれの農作物でも、可食部位である果実、葉部、根部でのダイオキシン類濃度は低
く、他省庁で実施されたダイオキシン類実態調査とほぼ同程度であった。例えば、ダイオキシン類
汚染土壌（120 pg-TEQ/g）に栽培したイネ体の濃度分布は、葉＞モミガラ＞茎＞玄米であり、
可食部では極めて低濃度であった。さらに、維管束液では検出限界 0.0001 pg-TEQ/mL 以下で
あること、イネおよび栽培土壌の異性体組成の解析結果より、イネへの主要汚染源は廃棄物焼却施
設からの大気由来であることなどが明らかにされた（図１）。
各種農作物におけるダイオキシン類汚染は、キュウリなどウリ科作物を除き、大気中の降下物お
よびガス態、ダイオキシン類汚染土壌の作物付着に由来するものと考察された。このため、雨よけ
栽培、マルチ栽培などにより大気降下物や土壌粒子との接触を少なくすることで、農作物における
汚染低減が可能となった。また、ニンジンのような根菜類では、根の皮部に大部分が分布すること
から、皮むきにより根表面のダイオキシン類
が除去されることを検証した。なお、走査電
子顕微鏡及びＸ線分析により葉菜、根菜の表
面には水洗しても除去できない土壌粒子が
付着していることを明らかにした。農作物中
のダイオキシン類測定で「真の値」を得るた
めには、試料調製法の検討が必要である。
ポット栽培したキュウリの樹液および皮
むきした果肉からダイオキシン類が検出さ
れ、根からの吸収、移行が示唆された。この
ような現象は栽培土壌、栽培時期などによっ
てもその程度に差のあることが確認された。
汚染土壌を植物で浄化する技術を開発する
ためにも、ダイオキシン類の物理化学的特性、
作物生理的な面からの研究を深化させたい。
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３．農地土壌におけるダイオキシン類
(1)農地土壌の汚染と濃度変動
過去に使用された農薬には、その副産物として構造特異的なダイオキシン類を含むものがあった。
これらは、農地土壌のダイオキシン類濃度を高める要因となり、除草剤の PCP に由来する OCDD、
および CNP の 1,3,6,8-、1,3,7,9-TCDD が特徴的であった。1960 年代以降の水田土壌におけ
るダイオキシン類濃度の変動および異性体組成を解析した結果、濃度は除草剤使用状況に連動して
60 年代初期から上昇して 60 年代末にピークに達し、その後、緩やかに減少していることが明ら
かになった。また、検出されるダイオキシン類は PCP、CNP 製剤に由来するものの他に、燃焼・
焼却過程で生成したダイオキシン類が加わって、後者の寄与率が徐々に増加していることを解明し
た。畑土壌のダイオキシン類濃度も減少傾向にあり、また、その異性体組成分布は水田土壌と比較
して多様であった。
(2)水系への流出とその制御
水田の土壌粒子は、代掻き時や増水時に濁り水として水系に流出する。その濁り水の主体が土壌
懸濁物質（SS）であり、ダイオキシン類も同時に流出して排水路および河川・湖沼底質に蓄積して
いることが示唆された（図２）。さらに、連続遠心分離により分類した粒径別 SS のダイオキシン類
濃度は、土壌間で異なった。灰色低地土および黄色土では、粒径が小さくなるとダイオキシン類濃
度が低下する。一方、黒ボク土では逆に高くなる結果が得られている。このような農地土壌粒子に
収着したダイオキシン類の水系流出を抑制するために、水田水管理・栽培管理法として無代かき栽
培や不耕起直播栽培が有効であることを提示した。また、土壌凝集剤として塩化カルシウム
(60kg/10a)を施用することで、稲の生育に影響なく土壌懸濁物質を凝集沈殿できることを明らか
にした。現在、凝集剤を用いたダイオキシン類流出抑制技術として、この実証実験を行っている。
４．今後の課題
「ダイオキシン類対策特別措置法」が 2000 年に施行されて以来、ダイオキシン類の排出は大幅
に抑制された。今後は、農業環境に残留しているダイオキシン類の分解および拡散防止のための技
術開発が必要である。植物および微生物機能を活用した技術の可能性を探るため、さらに基礎的な
研究が重要となる。陸域及び水域生態系における食物連鎖を介した生物濃縮性により、野生生物へ
の蓄積が問題になっているが、このような生態系におけるダイオキシン類の毒性的な影響やその毒
性発現機構は必ずしも明確でない。今後、ダイオキシン類による生態リスクの評価とリスク軽減に
向けて、暴露評価のために精度の高いデータを蓄積したい。
今年度から、イニシャチブ研究「農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発」
が開始された。この研究の中で、POPs（残留性有機汚染物質）など有害化学物質の環境動態、生
態影響の解明および環境修復技術に関する課題が推進されており、他の独立行政法人試験研究機関、
大学、民間などの関係研究者との横断的な連携により、ダイオキシン類研究をさらに発展させたい。
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自然共生型流域圏・都市の再生に関する研究
国土交通省 国土技術政策総合研究所 環境研究部 河川環境研究室長

藤田 光一
問題認識
むかし日本では、人間活動が流域内の水・物質循環と生態系の中に完全に組み込まれていた。そのような
流域単位の閉じた系に属しながら、人々は、今から見ると不便かもしれないが、安定で自然と共生する社会
を形成していた（流域圏）
。しかし特に高度成長期以降、人口・経済の都市への集中が流域の“容量”を超え
る環境負荷を流域圏にもたらした。この結果、都市が成立するための流域圏の自然基盤は崩壊し、都市と自
然との共生関係は失われ、多くの都市は、それが属する流域圏を越えて水・物質、エネルギーを取り込み排
出する過程の上に、その活動を成立させるようになった。都市規模が大きくなると、その取り込みが流域圏
はもちろん国境を越えてなされるまでになっている。このような状況下で、都市環境という面でも、また都
市と流域との関係を見ても様々なひずみが生じており、今、流域圏全体を視野に入れた環境の保全・修復・
再生が求められている。

本研究プロジェクトの成り立ち
このような認識に基づき、国土交通省を含む６省が連携して本研究課題を総合科学技術会議に提案し、同
会議が重要分野の１つと定める環境分野において、イニシアティブをとるべき重点課題の１つとして採択さ
れた。総合科学技術会議が設定した本課題のイニシアティブに基づき、本研究プロジェクトでは、1)流域圏・
都市のモニタリングと現象解明、2)流域圏管理モデルの構築、3)人文社会科学的な分析・評価システムの開
発、4)自然修復技術の開発、5)情報基盤整備、6)再生プログラムの立案・実践、を具体的な研究開発ターゲ
ットとし、関係６省が連携しながら研究を進める体制を取っている。ここでは、単なる技術開発だけではな
く、その技術が社会的に受け入れられ、実践されるまでの仕組みづくりまでも研究対象としていることに、
本研究の特徴がある。
国土技術政策総合研究所は、関係各省の研究機関とともにこの研究プロジェクトに参画し、特に以下の研
究目標に重点を置き、環境研究部、下水道研究部を中心に平成 14 年度から研究に取り組んでいる。

施策立案の汎用ツールとしての流域水物質循環モデルの開発
流域における水・物質循環は、流域の状態をとらえ、流域の健全性を診断し、流域再生のあり方をさぐる
ための最も基本的な現象である。今までに水・物質循環を扱う様々なモデルが開発されてきているが、それ
らのモデルは互換性に乏しいなど、共通の土台にたった施策検討には使いづらいという課題があった。そこ
で本研究では、1)GIS データをプラットフォームにして、すぐ後に述べる流域情報基盤をベースにしたモデ
ル検討を可能にすること、2)様々な施策に応じた条件設定、算定結果に基づく施策効果の評価をわかりやす
く行えるように、モデルの入・出力に関するユーザー・インターフェースを充実させること、3)広域への拡
張が可能であること、4)流域再生の施策検討を可能にするため、粗くても一通りの水・物質循環現象を表現
するモデルとすること、などの条件を満足する水物質循環モデルの構築に取り組んでいる。現在までに、霞
ヶ浦流域を対象に、流域と湖の水物質循環を連結して表現するモデルを構築し、それらを用いた施策シナリ
オの評価を試みている。

流域情報基盤の整備
流域のような複雑で多面性を持つ場を対象に施策検討を行う場合、流域に関わる膨大な情報を誰もが使い
やすい形でデータベース化すること、その上で、不足する情報を逐次追加していく仕組みを構築し、流域の
実態把握を容易にする環境づくりが重要である。昨今の情報化の流れを踏まえ、様々な主体により各種の地
理情報データが整備されてきているが、流域という観点で共通して利用できるような状況には至っていない。
そこで、流域に関する様々な情報を GIS 化し、流域に関わる施策検討に使えるような情報基盤として整備す
ることに取り組んでいる。現在までに、関東甲信越地域について、コモンデータ（多くの目的に共通して利
用される基礎的な自然・社会条件データ）の GIS 化を一通り終え、より突っ込んだ流域実態把握や施策検討
を行う際に、目的に応じて必要とされるスペシフィックデータの収集をある程度進めたところである。今後、
過去から現在に至る流域変遷の把握や流域診断、さらには上記の水物質循環モデルや後述の生態系モデルと
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のリンクを図るなど、より具体的、実践的な活用に適した情報基盤への改良と利用のための統合アプリケー
ションの構築を行っていく。

流域を単位とした生態系の面的予測技術
水・物質循環の予測と並んで、流域における生態系を予測する技術は、流域圏・都市の変遷を生態系の保
全という観点から評価する上でも、また再生策を同様の観点から評価する際にも重要となる。ここでは、都
市計画や地域計画などある施策に基づく土地利用変化が生態系にどのような変化を与えるかを把握でき、施
策の評価が可能になることを重視したモデル構築を行っている。すなわち、生態系の内部的な動態を記述す
るモデルではなく、生態系の豊かさの指標（希少種の分布域やある場所に生息可能な主の数）を、植生、地
形など環境要素から予測するための関係式を構築して、面的分布を明らかにするという手法を採っている。
現在までに、関東北部を対象に、数 km メッシュで指標種（鳥類）の生息密度と環境要素を計測し、両者を
つなぐ重回帰を構築し、比較的良好な予測結果が得られる関係式を得ている。今後、これらのモデルを発展
させ、検証を通じて信頼度を高め、再生施策シナリオの下で想定される土地利用変化や水域の変化から、施
策が生態系に与える影響を評価するツールとして確立させていく。

新しい再生技術の開発
今まで述べてきた流域という場の状況を把握し予測することを主体に再生策を検討するツールとともに、
流域圏・都市の環境を再生させるための個別技術の開発も重要である。本研究では、1)雨天時環境汚染物質
の動態予測手法と制御目標、2)大気・熱環境改善装置の提案、3)流域におけるエコロジカル・ネットワーク
の保全回復計画技術、をターゲットに開発に取り組んできている。1)は合流式下水道において雨天時に流出
する汚染物質を取り上げたものである。都市における水循環系を担うものとして下水道の役割は大きいが、
それだけに合流式下水道からの汚濁水が放流先の水質に及ぼす影響は大きな課題となっている。ここでは、
実態調査を通じて、合流式下水道からの汚染物質がもたらす課題を整理し、その動態予測とともに制御手法
を検討していく。2)においては、都市の熱環境改善を目指し、道路・公園など代表的な都市施設の地下に雨
水を貯留・浸透させ、その雨水などを自然の力で効率よく地上に導く技術と、保水性舗装や透水性舗装など
により地表面の熱環境改善技術とを有機的に組み合わせたシステムの開発を目指している。現在までに、シ
ステムに要求されるスペックを固め、検証実験に移行する準備を整えた。3)は、分断されたエコロジカル・
ネットワークの復元を目的にしており、GIS 化された現存植生図を活用して、流域単位で自然環境要素のネ
ットワーク構造をおおまかに把握した段階にある。今後、この構造を生態系とも関連づけで詳細に明らかに
しながら、さらに、法規制や開発動向などの社会条件を考慮して、エコネット計画として検討を進めていく。

社会的受容性という観点からの取り組み
最近の国土管理上の施策の多くは、行政が単独で解決できるものでなく、課題の解決のためには、社会（市
民、企業など）の協力・協働が不可欠となってきている。自然共生型流域圏・都市再生においても、たとえ
ば、環境基準に向かって行政が種々の施策を粛々と講じていけば目標が達成されるというような単純な解決
の図式は成り立ちにくい。こうしたことから、本研究の特徴の１つである施策の実践が可能となる仕組みも
含めて研究を行うという趣旨に鑑み、施策に関する合意形成の円滑化、社会的受容性の向上を図るための手
法検討を重要なテーマとして行っている。現在までに、都市の熱環境改善を題材に、行政と流域住民との間
の効果的な情報伝達のあり方について検討を行った。その結果、情報伝達のあり方以前に、行政サイドが現
在有している情報自体が、社会的受容性を高める形に必ずしもなっておらず、社会が再生策に参画するよう
になる情報とは何かについての議論を深化させる必要があるとの結果を得ている。今後、流域再生の取り組
みにおける NPO の参画も含めた運動論的展開も視野に入れて、様々な展開の可能性を検討してゆく。

おわりに
以上に示したように、本研究では、幅広い分野にまたがる研究を並行して進めている。今後、これら各研
究の成果を組み合わせ、都市を含む流域圏における水物質循環や生態系保全･再生の取り組みを総合的に展開
するための政策検討ツールの完成をはかり、これを用いて具体の流域で実践への道筋が見えるシナリオの検
討を行っていく予定である。最初に述べたイニシアティブを進めるためには、ここで紹介した取り組みを含
め、多くの関係機関、研究者の参画と横断的交流が不可欠であり、このようなプロジェクトを１つの契機に、
国土管理のあり方が多方面から議論される状況になることを期待したい。
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炭素収支に係る主要貝類の生物機能に関する研究
独立行政法人 水産総合研究センター 水産工学研究所 水産土木工学部長

中村 義治
１．目的
我が国沿岸域の主要な有用貝類８種について、分布範囲、生物量、代謝特性等についてのデ−タベ−スを
作成し、貝類個体群の生物機能に関する炭素収支解析等から、生物活動が水域環境に果たす役割について全
国評価を行なった。
２．方法
１）評価対象種の選定と生物量のデータベース化
評価対象種は、ホタテガイ（Patinopecten yessoensis）、マガキ（Crassostrea gigas）、アサリ（Tapes
philippinarum）、ヤマトシジミ（Corbicula japonica）、サザエ（Turbo cornutus）、ウバガイ、サルボ
ウ（Scapharca kagoshimensis）、アコヤガイ（Pinctada martensii）である。上記８種は 1998 年度の
貝類漁獲量上位８種に該当し、貝類全漁獲量の９割以上を占めている。評価対象のうち、サルボウ、シジミ、
ウバガイ、ホタテガイ（地蒔き）については、主要漁場の資源量調査を元に算出し、アサリ、サザエ、アコ
ヤガイ、ホタテガイ（養殖）、マガキについては、主要都道府県の漁獲量から現存量を推定して算出した。種
類別、海区別生物量(漁獲対象)の分布を図１に示す。
２）評価モデル
機能評価モデルの概要は図２に示すとおり、個体代謝および個体群動態の二つの素過程により構成され、
それらの出力である各個体の代謝特性及び個体群動態の情報が、個体群の代謝機能解析へ受け渡される。こ
の炭素収支解析により、漁場毎・季節毎・種別貝類のサイズ毎に摂餌量、排泄量、呼吸量、成熟産卵、貝殻
形成、自然死亡による分解量等が算定される。ここでは、計算期間は一年間とし、計算ステップは日単位で
行った。
外部環境データ

個体群動態モデル

生物量

Temp. Chl.a(POC)

個体代謝モデル

dDWC
dNt
= −( M + F ) ⋅ N
= A− R−G
dt
dt
Ｎ:個体数
Ｍ:自然死亡係数
Ｆ:漁獲死亡係数

ＤＷＣ：軟体部炭素重量
Ａ：同化量
Ｒ：呼吸速度
Ｇ：生殖腺への配分

個 体 数

１個体当たり代謝特性

個体群の代謝特性(炭素収支)
NL

dC
= ∑ N i( R i + E i + G i
dt
i =1
+ (1 − e − M ) DW Ci − F i − Δ DSW i )
i：７cm以上の殻長別階級区分，ＮＬ：殻長区分数
△ＤＳＷ：貝殻中炭素量の増分量
Ｅ：排泄量，Ｆ：摂餌量

図1

図2

海区別の主要貝類生物量
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生物機能評価モデル

３．主要な結果
１）種別個体群の生物機能特性
図３に、種別個体群の生物量とその代謝機能を比較して示した。貝類の生物機能として最も重要視されて
いるのは、濾過による海水中 POM の除去機能である。濾過摂食による機能が大きい種はホタテガイ、マガ
キ、アサリであるが、垂下養殖されるホタテガイ、マガキや外海砂浜性の地蒔きホタテガイは排泄物として
多くが海域に回帰することから、内海性砂浜に埋在するアサリの除去機能が最も大きいと考えられる。全国
のアサリによる有機物除去機能は年間約 80ktC であり、1 ㎡あたり 0.01〜2kgC/y、平均で約 0.2kgC/
㎡/y に相当する。この最大値は東京湾の例で東京湾内湾における 1 ㎡あたりの海水中の基礎生産量とほぼ同
じオーダーであった。次に貝類の生物機能として大きいのは、有機物生産による有機物固定機能と漁獲によ
る除去機能である。これは養殖のホタテガイ、マガキが卓越して大きく、この２種で年間約 80ktC の有機
物が生産され、その半分ほどが漁獲によって海域から除去される。これらの養殖貝は給餌による自家汚染の
問題があるが、適正な管理を行うことにより沿岸水域の環境への重要な役割を担うことができると考えられ
る。
炭素を長期間貯留する機能として、貝殻形成による炭素固定量が年間で 84ktC ある。海水中では石灰化
に伴う CO2 生成が見込まれるため地球環境の面からは貝殻形成の機能は評価されていないが、大気中 CO2
への寄与については海域の基礎生産を含めた生態系での評価を待たなければならない。
２）海区別の生物機能特性
ホタテガイ、マガキ、アサリ、ヤマトシジミ、サザエ、ウバガイ、サルボウ、アコヤガイの 8 種について、
生物量、代謝パラメータ、環境情報に関するデータベースを活用し、個体群の生物機能について炭素収支を
試算し、生物活動が水域環境に果たす役割について全国評価を行った。
上記 8 種の生物量は合計 1.7Mt、炭素換算で 143ktC あり、合計の炭素収支は排出側で 420ktC/y、固
定側で 467ktC/y、差し引きの収支は固定側で 47ktC/y であった。
種類別の炭素収支はホタテガイ＞マガキ＞アサリ＞ウバガイ＞ヤマトシジミ＞サルボウ＞サザエ＞アコヤ
ガイの順で炭素の出入りが大きく、いずれも固定側がわずかに上回った。有機物除去機能はアサリが最も大
きかった(図３参照)。海区別の炭素収支を図４に示した。炭素収支上でみると、生物量の大きいオホーツク
海区に次いで、富栄養化の進んだ太平洋中区と養殖主体の瀬戸内海区における炭素の出入りが大きい。生物
機能別には、ホタテガイ主体のオホーツク海域では貝殻形成機能が卓越しており、一方有機物の大きい内湾
域で特にアサリが多く生息している太平洋中区では有機懸濁物の除去機能が卓越している。また養殖主体の
瀬戸内海区における有機物除去機能も大きいことが判る。

海区別炭素収支

種類別炭素収支

図３

図４

種類別の生物量と炭素収支の特性

貝類による炭素収支の海区別の特性

４．成果の活用
主要貝類の分布、生物量、代謝特性等に関するデ−タベ−ス並びに生物機能評価に関するモデルベ−スを
活用して、温暖化など中長期に亘る地球環境変動に対する生物影響について定量的評価が可能となる。
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メ ソコスム実験による干潟生態系の動態と 干潟再生に関する研究
独立行政法人 港湾空港技術研究所 海洋・水工部 主任研究官

桑江 朝比呂
2001 年の「環の国」構想を受けて「自然再生型公共事業」が推進され，「自然再生推進法」が成立した
今日，沿岸域においては干潟・藻場など浅海域の再生が強く求められている．干潟の保全・修復・創造技術
の確立のためには，まず技術そのものが成立しうるか見極めるうえで，干潟生態系における生息生物および
物質循環の変動特性やそのメカニズムを理解することが必要である．しかしながら，造成された干潟生態系
の構造・機能に関する豊富なデータを解析した研究はほとんど存在せず，学術的に有用な情報は少なかった．
また，現地データの解析では，時々刻々と複雑に変化する因子を取り扱うため，因果関係の抽出が困難であ
った．本研究は，干潟造成の重要性が認識されはじめたものの，干潟造成技術に対する社会的な不信が根強
かった状況のもと，1995 年から新たな手法による干潟生態系創造の可能性と生態系の変動メカニズムの解
明を目的としていち早く開始された．
本研究では，大型水槽（メソコスム）内に微生物から二枚貝・ゴカイなどの大型底生生物まで生息可能な
干潟環境を再現し（図− １，図− ２），時間の経過とともに生物が自然に定着して生態系が発達していく様
子を追跡することに世界ではじめて成功した（図− ４）．環境条件が適切であれば，干潟生態系の創造が技
術的に可能なことを実証したこの成果は，「人工干潟の成功事例はない」といわれていた干潟造成技術への
不信感に対し，意識改革を迫るものである．
このメソコスム実験という新たな手法を用いて，「干潟が造成されてから一体何年経過すると生物相が安
定化するか」という課題を解決するため，生態系創造後の底生生物群集の変遷を６年間にわたってモニタリ
ングし，底生生物群集の時間経過に伴う変化の特性を調べた（図− ３）．その結果，（１）一定の環境条件
下では，生態系の創造から８ヶ月までに主要生物が定着すること，（２）種類数については６年が経過して
もなお増加傾向にあり，生態系がいまだ発達段階にあること，などがはじめて定量的に明らかとなった．こ
の知見は，干潟造成後の事後モニタリングを長期間実施する必要があることを示唆している．
次に，生態系全体の環境条件を制御しながら比較実験が行えるというメソコスムのメリットを生かし，実
験の途中でメソコスムの環境条件を変化させ，底生生物群集の環境変化に対する応答について調べた．その
結果，（１）干出時間が長くなると，個体密度や種類数が減少し，優占種も変化すること，（２）干潟堆積
物が攪拌されると，個体数および種類数は初めのうち激減するが，約半年で回復すること，などの現象につ
いて，現地観測では困難であった因果関係の明確化ができた．現場の人工干潟において，気象擾乱による大
きな地形変化（外力による堆積物の移動や，地盤高の変化による干出時間の変化）が頻発している状況のな
か，これらの知見は地形変化に対して生物群集がどう応答するのかを実測・予測しつつ対策を講じる
adaptive management を実施するうえで有用である．
さらに，発達過程にある干潟生態系の構造・機能の特性を明らかにするために，発達過程にあるメソコス
ムおよび成熟した自然干潟の両者における生息生物相や物質循環を比較した．その結果，成熟した干潟と比
較し発達過程の干潟は，（１）バクテリアや底生微細藻類といったサイズの小さな生物が多く，無機栄養塩
の除去能力が優れていること，（２）大型生物の個体数および種類数が少なく，短命の種が卓越すること，
などが明らかとなった．
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図− １ 干潟メソ
コスムの外観

図− ２ メソ
コスム水槽

図− ３ 底生生物のモニタリングの様子

図− ４ 干潟メソコスムに自生したコアマモや巻貝
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新しい調査ツール、マルチテレメトリシステムを用いた野生動物研究
〜河川工事が 野生動物の行動に与える影響評価〜
独立行政法人 土木研究所 水循環研究グループ 河川生態チーム 研究員

傳田 正利
１．はじめに
河川には独自の生態系が構成され、貴重な自然環境が形成されている。しかし、治水、利水等社会的な要
請から、やむを得ず河川改修工事を行い、河川環境を改変しなければならないことがある。このような場合、
植物、動物の生態に影響を与え河川生態系のバランスが崩れる可能性がある。野生動物への影響に着目すれ
ば、河川改修工事によりハビタット（生息空間）が改変され、採餌・世代交代等、種の存続に重要な行動が
できなくなる可能性がある。このような事態を回避するには、野生動物の生息環境に影響を与えない河川改
修工事の計画を立案する必要がある。具体的には野生動物にとって重要なハビタットの保全を行い、河川改
修前と変わらない行動ができる環境作りが必要である。そのためには、野性動物の行動を追跡し、ハビタッ
トをどのように利用したかを理解する。このことにより野生動物にとってハビタットがどのような機能を持
つかが把握でき、効果的なハビタット保全が可能になる。
野生動物の行動追跡に有効な手法として、テレメトリ手法（野生動物に電波発信機を装着し電波を手がか
りに行動追跡を行う手法、以下、テレメ）があげられる。しかし、テレメは人力に頼る部分が多く、長期間
の高精度調査には適切でないという大きな問題がある。野生動物の行動に関する定量的データの収集には、
テレメを高度化するシステム開発が必要である。
このような背景を受け、本研究では、(1)野生動物の調査手法として有効なテレメの自動化システムを開
発し調査手法の高度化・自動化を行う。(2)五ヶ瀬川支川北川（宮崎県延岡市周辺）で、大規模な河川改修
工事前後の野生動物の行動変化を調査し、河川改修工事が野生動物の行動に与える影響を把握することを目
的とする。
２．マルチテレメトリシステムの開発
本研究では、テレメを自動化するマルチテレメトリシ
ステム（以下、MTS）を開発した。MTS のシステム原
理 は、情 報制 御所か ら遠 隔で任 意に 発信制 御で きる
MTS 発信機を複数受信局で方向探査し 3 角測量の原理
で位置特定を行う。
MTS により、従来のテレメトリ調査手法では困難で
あった、(1)長期間の野生動物追跡、(2)高精度な行動追
跡（10m×10m メッシュで位置特定が可能）、(3)複
数個体の同時追跡が可能になった。
また、五ヶ瀬川支川北川（宮崎県延岡市周辺、以下、
調査地）において、野生動物（タヌキ）に MTS 発信機
を装着し、その行動を追跡し、野生動物の行動圏データ
を定量的に取得できた。また実際の野生動物調査におい
ての実用性が実証できた。

受信局

受信局
太陽電池

バッテリー
受信機・パソコン

送信局

小動物

小型発信器
インテ
リジェント発信
小動物
受信局

基地局

観測局
情報制御所

電話回線
ISDN 回線

図−１ MTS システム原理

３．大規模河川改修工事の人為的インパクトが野生動物
の行動に与える影響の把握
上記、調査地において河川改修工事中のタヌキの行動
を MTS で追跡した。また、その行動変化を把握し、河
川改修工事前の行動と比較した。
また、河川改修工事の際に生じる人為的インパクト
（河川改修工事に伴う生息環境改変、工作機械・作業員
等の生息地内への進入、河川改修工事に伴う騒音・振動
環境の変化等）と野生動物の行動の関係について GIS
を用いて解析した。
図−２ 追跡したタヌキ
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４．結果及び考察
４．１ 河川改修工事による野生動物の行動変化
図―３に河川改修事業実施前のタヌキの行動、河川改修事業実施時のタヌキの行動を示す。河川改修工事
前のタヌキは山から河川高水敷にかけて広く行動している。一方、河川改修工事実施中のタヌキの行動範囲
は河川高水敷及び周辺部に縮小していることがわかる。

高水敷掘削区間

河川改修前

河川改修後

赤○：昼、緑○：夜

図―３ 河川改修事業実施前後のタヌキの行動
４．２ 河川改修工事の人為的インパクトが野生動物の行動に与える影響
河川改修工事の人為的インパクトの内、騒音・振動環境の変化とタヌキの行動追跡の関係を図―４に示す。
調査地内の騒音・振動の分布は河川改修工事区間（高水敷掘削区間、築堤区間）を中心に高く、タヌキは調
査地内の騒音・振動の少ない地点を中心に利用していることがわかる。騒音については調査地内で最も低い
レベルの場所、振動については、調査地で工事箇所から離れた最も振動が少ない箇所を選択していることが
示唆される結果となっている。
築堤区間

タヌキの行動軌跡
32.2以下
32。2 以下
32.3- 34.2

タヌキの行動軌跡

34.3 - 36.3

52.1以下

36.4 - 38.6
38.7 - 41.2

52.2 - 54.2
54.3 - 56.6

41.3 - 45.8
掘削箇所

56.7- 59.1

大型捕獲装置

59.2 - 61.9
61.9 - 66.6

単位 dB

掘削箇所
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図―４ 騒音・振動環境の変化とタヌキの行動追跡の関係
５．今後の課題
MTS の開発により、野生動物の行動追跡調査の自動化・高精度化が行えるようになった。また、北川で
の現地調査により MTS によりもたらされる情報は GIS 等を用いて空間情報と結合することにより、野生動
物の空間選好性の把握等の研究に発展すること期待される。
しかし、MTS は現在、非常に高額（約 3000 万）であるため、一般的な調査・研究への普及は難しい。
今後は、多くの研究者、調査会社が使用できる汎用的な MTS の開発（300 万円程度）、普及を重点的に
行う予定である。
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地域の生物多様性を単一の希少種で代表させることの問題点
独立行政法人 森林総合研究所 北海道支所 生物多様性担当チーム長

尾崎 研一
背景と目的
生物多様性とは、遺伝子から生態系までの様々な階層における多様性を包括した概念である。つまり、生
物多様性の保全とは、少数の希少種の保全だけではなく、遺伝子から生態系に至る幅広い多様性の保全を意
味している。その一方で、ある地域の生物多様性の保全を考える場合、その地域に生息する種が余りにも多
いため（昆虫だけで 1000 種以上）、その全貌を調べるのが困難だという問題がある。この問題に対処する
ために、生息する種の中から少数の指標種を選定し、それを多様性の指標とする方法がとられている。しか
し、指標種が正しく機能していないと、目標とする生物多様性の保全は達成されず、結局、少数の指標種（希
少種であることが多い）が保全されるだけとなる。
猛禽類の一種であるオオタカ（図−１）は、里山の食物連鎖の頂点に位置し、生息に広い面積を必要とす
るため、その種を保全することが他の多くの種の保全につながる「アンブレラ種」、つまり広域的な生物多様
性の指標とされている。しかし、実際にオオタカが生物多様性のどのような指標となるかは調べられていな
い。本研究では、オオタカの生息環境を解析し、オオタカの生息域と非生息域での他の生物群の種多様性を
比較することにより、オオタカが生物多様性のどのような指標になるかを検討した。

研究の成果
北海道中央部に設定した調査地において、36 ペアーのオオタカの繁殖を確認し、繁殖期の行動圏を推定
した。行動圏内の森林率は５〜90％までの大きな変異を示したが、市街地率は最大でも 10％にすぎなかっ
た（図−２）
。ステップワイズ・ロジスティック回帰分析により、オオタカの生息環境を解析した結果、①水
面率、②傾斜値、③林縁から 200m 以内の開放地率、④林縁から 200m 以上内部の森林率という４つの要
因を用いた生息確率モデルが得られた。このモデルを用いて調査地全域のオオタカの生息確率を推定した結
果、生息確率が 0.5 以上の地点（生息適地）は、実際の行動圏の分布にほぼ一致しており（図−３）、この
モデルにより 84％の精度でオオタカの生息状況を推定できた。
里山を代表する生物群として鳥類、蝶類、地表性甲虫類、植物を選び、調査地内の約 40 カ所の森林で、
その種多様性を調査した。得られたデータをオオタカの生息域（行動圏内）と非生息域（行動圏外）で比較
した結果、オオタカの生息域で種数、個体数、多様度指数の高い生物群はなかった（図−４）
。これは、前述
の生息確率モデルにより調査地内をオオタカの生息適地と不適地に分け、その間を比較した場合にも同
様であった（図−５）。一方、個々の種の出現個体数を解析した結果、オオタカで指標される生物種は、４
つの生物群合わせて 13 種にすぎなかった。
以上の結果より、本調査地域においては、オオタカが、鳥類、蝶類、地表性甲虫類及び植物の種多様性の
高い場所の指標とはならないことが示された。指標種は、地域の生物多様性を把握する際の効率的な「近道」
であるが、利用に際してはその有効性を事前に確認する必要がある。
なお、本研究は、環境省地球環境保全等試験研究費「アンブレラ種であるオオタカを指標とした生物多様
性モニタリング手法の開発に関する研究」による。

24

図−１

オオタカ
市街地
水面
開放地
森林

100
80

面積割合

％

生息不適地

生息適地

60

図−３

40
20

生息確率モデルより推定したオオタカ
生息適地と、実際の行動圏の分布。行動
圏が特定されていない個体については、
巣を中心とした半径 2km の円を示す。

0
オオタカ各個体

鳥類

25

SE

蝶類
20

20

5
0

図−４

図−５

10

5

5

0

0

蝶類
SE

林床植物
行動圏内
行動圏外

10

30
25

15
種数

15

林床植物

地表性甲虫類
20

20
種数

種数
0

10

25

10
5

15

30
25
20
15
10
5
0

オオタカの行動圏内と行動圏外における各生物群の種数

鳥類
15

15
種数

種数

種数

10

地表性甲虫類

種数

15

オオタカ雄の行動圏内の
環境構成

10

5

5

0

0

生息適地
不適地

20
種数

図−２

15
10
5
0

生息確率モデルにより推定した、オオタカの生息適地と不適地における各生物群の種数

25

独立行政法人防災科学技術研究所

企画部研究企画チーム

〒305-0006 つくば市天王台3-1
tel: 029-863-7784 fax: 029-851-1622

独立行政法人森林総合研究所 企画調整部企画科
〒305-8687 つくば市松の里1
tel: 029-873-3211(213) fax: 029-874-8507

独立行政法人水産総合研究センター 研究推進部研究開発官
〒236-8648 横浜市金沢区福浦2-12-4
tel: 045-788-7509 fax: 045-788-5090

独立行政法人産業技術総合研究所 企画本部企画主幹
〒305-8561 つくば市東1-1-1つくば中央第1
tel: 029-861-8786(48786) fax: 029-861-2371

国土交通省気象庁気象研究所 企画室
〒305-0052 つくば市長峰1-1
tel: 029-853-8532 fax: 029-853-8545

国土交通省国土技術政策総合研究所 企画部企画課
〒305-0804 つくば市旭1
tel: 029-864-2674 fax: 029-864-1527

独立行政法人港湾空港技術研究所 企画管理部企画課
〒239-0826 横須賀市長瀬3-1-1
tel: 046-844-5040 fax: 046-844-5072

独立行政法人土木研究所 水環境研究グループﾟ河川生態チーム
〒305-8516 つくば市南原1-6
tel: 029-879-6775 fax: 029-879-6748

独立行政法人国立環境研究所 企画・広報室
〒305-8506 つくば市小野川16-2
tel: 029-850-2303 fax: 029-851-2854

独立行政法人農業環境技術研究所 企画調整部研究企画科
〒305-8604 つくば市観音台3-1-3
tel: 029-838-8180 fax: 029-838-8167
e-mail: kikaku@niaes.affrc.go.jp

