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大型研究成果

発達障害者に対する長期的な追跡調査を踏まえ、
幼児期から成人期に至る診断等の指針を開発する研究
研究代表者 人間発達文化学類（人間・心理学系）

内

山

登紀夫

目 的 は、自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム（Autism Spectrum

ラインの作成であり、一般の小児科医・精神科医と発

Disorders，ASD）と関連障害の成人期診断の手法を

達障害の専門医の両者にとって臨床の手立てになるこ

開発し、幼児期から成人期までのライフステージを通

とである。さらに、インターネット上でデータベース

した診断・支援の方法を検討し、その結果に基づいて

を共有し、個人ではなく、全国の研究者が相互に活用

専門医、非専門医の両者を対象にした幼児から成人期

できるデータベースを構築することで、国内の医師ら

までの診断・支援のガイドラインを作成することであ

専門家の臨床水準を一定以上に確保・維持することを

る。

目指す。社会的効果としては、幼児期にあっては、子

従来、ASDの診断・支援研究の中心は幼児期後期と

どもの発達の改善、抑うつ状態を呈する親の減少、児

学童期であったが、現在では青年・成人の受診希望者

童虐待の予防、児童期以降については、子どもと親の

が増えている。また１、２歳の幼児期早期に受診する

QOL の向上、青年期・成人期にあっては引きこもり

例も増加している。最近の疫学調査の結果を考慮すれ

や触法行為の減少などが期待できる。

ば一般の精神科医・小児科医もそれぞれの専門性に応

平成２２・２３年度の成果は以下の通りである。

じた診断・支援を行う必要がある。一般小児科医が幼

①臨床現場の実態に応じて適用可能なように国際的に

児期・学童期の典型例を、一般精神科医が青年期・成

定評のあるASDを対象にした診断・スクリーニング

人期の典型例を適切に診断・支援が可能になるような

・評価ツールである DISCO（Diagnostic Interview

診断・支援手法の開発を行う。また青年期・成人期で

for Social and Co!unication Disorders，Wing，

は気分障害やパーソナリティ障害との合併や鑑別が問

２００３）， ADOS （ Autism Diagnostic Observation

題になるような診断困難例、引きこもりや触法行為が

Schedule，Lord et al，
２０００），CARS２−HF（Child-

関連した対応困難例が増加しており、このような難し

hood Autism Rating Scale−２，
High Functioning Ver-

い事例に対応できるように専門医向けの研修プログラ

sion，Shopler et al，
２０１０）などの日本語版を作成

ムも必要である。

し、評価者間信頼性、基準関連妥当性、弁別妥当性

ASDは生涯にわたる一貫した支援が必要である。本
研究では科学的な手法を用いて現行の早期支援の効果
検証を前方視的・後方視的に各地で行い、幼児期から
成人期までの診断・支援の検討を一貫性をもって行う

などの検討を行った。ADOS 日本語版は成人の鑑別
診断に有用であることがわかった。
②さらに画像診断を用いた補助診断の方法を検討し、
データの集積を行った。

のが特徴である。一般の小児科医・精神科医が通常の

③診断閾下の人々も含めた自閉症的行動特性を定量化

短時間の外来である程度の見立てができるようなツー

できる評価尺度SRS（Social Responsiveness Scale，

ルの開発や、対応困難事例をも視野にいれた専門医の

Constantino ２０００）の日本語版を作成し分布を検

ための診断ツール・補助診断の開発と研修方法の検討

討した結果、児童期 SRS 得点が連続的に分布するこ

を行う。さらに、医師研修プログラム内容の検討、日

とが示された。成人期 SRS 得点についてはデータ収

本の発達障害情報の中枢である発達障害情報センター

集中である。

と各地域の発達障害者支援センターの両者間の情報共

④早期支援プログラム、児童期・思春期・成人期を対

有と蓄積を行う。このような研究データに基づいたガ

象にした支援プログラムを開発し、効果検証を行

イドラインを作成することが特色であり独創的な点で

い、国内で行われている複数の早期支援プログラム

ある。

が有効であることが示唆された。思春期・青年期向

期待される成果として、我が国の発達障害臨床の全

けの支援プログラムの評価を継続中である。児童期

般的レベルの向上である。我々が目指すのは、発達障

の重要な支援である本人告知については、専門家に

害の臨床に第一線で携わる専門家集団が科学的に妥当

よる計画的告知が危険が少ないこと、子どもが自身

なデータと十分な臨床経験に基づいて作成するガイド

で診断名を知ることが多いことがわかった。きょう
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だいへの告知では、発端者が知的障害を伴う場合よ

の脳機能画像研究について、データの集積と結果の解

りも高機能例で時期が遅れることがわかった。

析を行う。

⑤ASD診断の現状を明らかにし、幼小児期に診断が下

診断後の支援システムの開発としては、早期療育の

されず支援が遅れる要因を検討し、特に医師が診断

様々なプログラムについて同一のスケールを用いて比

説明にかける時間が短く、親が十分に障害特性につ

較をし、効果を判定する。思春期・青年期の高機能

いて理解できない可能性が示唆された。

ASDを対象としたグループの標準的なスキル・トレー

⑥クリニックベースの調査により、今治市で出生し広

ニングプログラムの開発、不安および怒りのコントロ

汎性発達障害と診断された子どもの８年間の対出生

ールプログラムや金銭管理・自己理解など具体的なス

数比が２．
５４％と予想外に高かった。

キルについてのプログラムの考案・実施をし効果測定

⑦専門家研修方法検討のために実習方式のセミナーを
実施し、高評価を得た。
⑧発達障害情報センターと発達障害者支援センター間
での情報共有のニーズが高いこと、ハード面はすで
に整備されていることがわかった。

する。また、児童期の重要な支援である診断名告知・
きょうだい告知について、効果と副作用の大規模調査
を実施し、医学心理学教育を主目的とする短期の親子
プログラムのモデルを検討する。
さらに、専門医・一般の小児科医・精神科医を対象

最終年度である２４年度は、まず、乳幼児期から成人

にした発達障害の診断・評価・支援ができる技術を身

期を対象にした診断ツールの開発において、日本語版

につけるための方法の検討、ASD疫学調査、Webサイ

の標準化を進めるとともに、思春期以降に初めて診断

トを利用した簡便な情報共有を進めていく。

を受ける事例の特徴の検討をし、早期からの支援シス
テムの構築の手がかりを得る。また、補助診断のため

これらの全ての研究成果を踏まえて、ライフステー
ジを通した診断・支援のガイドラインを作成する。
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福島県産果実の有効利用に関する研究
人間発達文化学類（人間・心理学系）

中

村

恵

子

１．研究目的
福島県の県北地方（福島市や伊達市など）は県内有
数の果実の産地であり、桃をはじめ、りんご、梨、ブ
ドウ、柿、サクランボなどが栽培されている。
桃の収穫量 は３０，
１００t（H２２年 度）と 全国２位であ
り、ほとんどは生果として出荷されるが、糖度が低
い、傷がついた、規格外の大きさ等で廃棄されるもの

図１

も多い。最も多く栽培されている「あかつき」は白肉

桃のコンポート

種であり生食用としては高品質であるものの、成熟す
るに従って果肉は軟化する溶質（メルティング）であ
り、加熱すると煮崩れやすく一般に加工には用いられ
ない。

"生果の物性とコンポートの性状
生果を生産者の触診により「固い（A 群）
」
「出荷適
期（B群）
」「柔らかい（C群）
」の３グループに分け、

伊達市梁川町はあんぽ柿の発祥地として知られてい

１．
５!角に成形後、クリープメータ（RE３３０５、山電）

る。あんぽ柿に用いられる蜂屋柿は大粒で柔らかいが

にて破断測定を行った（図２）
。その結果、A 群の破

渋柿であり、他の加工食品へ応用するためには、脱渋

断強度は２
２５×１０３N／"、C 群は８
５×１０３N／"程度で

が必要になる。一般に柿果肉中の可溶性タンニンが不

あり、出荷適期の B 群は固さのばらつきが大きかっ

溶化すると渋味はなくなるが、果肉の加熱処理や酸性

た。これらの生果を用いてコンポートを調製したとこ

条件下で不溶性タンニンの一部が再び可溶化し「渋も

ろ、A 群は色の白っぽい固いコンポート、C 群は色が

どり」が生じる。脱渋には食品素材タンパク質の添加

黄色い柔らかいジャムとなった。さらにこれら生果

が有効との報告はあるが、蜂屋柿についてはデータが

を−２０℃に凍結後解凍してコンポートを調製しても、

ない。

同様の性状に仕上がった。

そこで本研究では、生果として出荷されない桃やあ
んぽ柿に加工されない蜂屋柿を有効利用するために、
冷凍品を用いそれぞれの果実特有の食感や風味を活か
したジャム（コンポート）に加工することを目的とし
た。なお、本研究はあぶくま食品との共同研究により
実施した。

２．桃コンポートの調製について
!桃コンポートの性状
−２０℃に冷凍貯蔵した桃（あかつき）を２０〜６０℃の
恒温槽に入れて解凍し、皮をむいて１!角に成形し

図２

生果の破断強度

た。こ こ に３０％（w／w）の 砂 糖 及 び０．
１％（w／w）
のビタミン C 粉末を添加して加熱し、コンポートを調
製した。その結果、角が崩れた柔らかいジャムと、生

#解凍条件とコンポートの性状

果を切った角の形がそのまま残った固いコンポートと

５℃の冷蔵庫に入れて試料を完全に解凍すると、#

なった（図１）。これら性状の相違には、凍結前の生

で固いコンポート状となった A 群も煮崩れたジャム状

果の物性と解凍方法が影響すると予想された。

となった。
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２０℃のインキュベータに試料を入れ、表面から１!
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"蜂蜜・ゼラチンの配合割合

が１０℃に達したとき（内部は−３〜−５℃程度で微凍

柿ジャムの渋味を抑え食味を向上させる目的で、ゼ

結状態）に取り出した場合は、A〜C 群いずれにおい

ラ チ ン３、４及 び５％、蜂 蜜 と 砂 糖 添 加 量１
０％：

ても固いコンポート状となったが、表面から２０!が

１０％、１５％：５％、２０％：０％（甘味料添加は蜂蜜の

０℃に達したとき（中心部は−１℃前後、表面は１２℃

み）と配合割合を変えた。ゼラチン、砂糖、蜂蜜、ビ

程度）に取り出した場合は、A 群はコンポート状、B

タミン C 粉末は解凍後の柿と一緒にミキサーにかけて

及び C 群は柔らかいジャム状となった。

ペースト状とし、これを加熱してジャムを調製し、官

そこで桃の凍結点付近の−３℃に２４時間おいて解凍
したところ、調製したコンポートは生果の性状を反映
したものとなった。

能検査を行った。
その結果、ゼラチン添加量としては３％が最も固く
なく、外観、食感、味及び総合評価が好ましいとされ

以上より、桃コンポートの調製には、桃生果の物性

た。また、蜂蜜添加量では、有意差は出なかったもの

と解凍温度（解凍状態）が大きく影響することが明ら

の蜂蜜１５％及び２０％添加の試料はつやや甘味があり総

かになった。

合評価が高くなった。

３．柿ジャムの調製について
!食品素材タンパク質の添加と脱渋効果

#柿ジャムの調製について
柿ジャムは、加熱によって色が透明感のあるオレン

−２０℃に冷凍貯蔵した柿（蜂屋柿）を２０〜６
０℃の恒

ジ（生果の色）からくすんだ黄土色に変化した。ま

温槽に入れて解凍し、皮をむいて１"角に切った。こ

た、ゼラチンの添加で脱渋効果はみられるものの、時

こ に２
０％（w／w）の 砂 糖、０．
１％（w／w）の ビ タ ミ

間の経過と共にその効果は薄れ、ジャムは固くなっ

ン C 粉末及び０〜１０％の食品素材タンパク質粉末を添

た。

加して加熱し、ジャムを調製した。その結果、小麦タ
ンパク、卵タンパク、乳タンパクでは全ての添加量に
おいて脱渋効果が認められなかった。調製した柿ジャ
ムは、小麦臭や乳臭が強く、食味が悪かった。ゼラチ
ンでは、１％添加で渋味が弱くなり、５％添加では完
全に渋味が感じられなくなり、脱渋効果が認められ
た。

柿ジャムを製品にするには、さらにいくつかの検討
すべき点のあることが指摘された。
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福島現代美術ビエンナーレ２
０
１
０ 活動報告
芸術による地域創造研究所 所長
福島現代美術ビエンナーレ実行委員会 実行委員長
理

はじめに

事

渡

邊

晃

一

佐々木吉晴（いわき市立美術館・副館長）

同

川延

安直（福島県立博物館・専門学芸員）

「福島現代美術ビエンナーレ」は、６年前から福島

同

杉原

聡（郡山市立美術館・主任学芸員）

で開催されてきた「現代美術の祭典」による地域づく

同

増渕

鏡子（福島県立美術館・主任学芸員）

りの活動である。初年度（２００４年）、福島大学の学生、

同

橋本

淳也（福島県立美術館・主任学芸員）

院生諸氏が実行委員となり、
「ビエンナーレ」という

同

天野

和彦（福島県文化スポーツ局・社会教育主事）

２年に一度の美術展を通して、地域文化を活性化させ

同

太田

隆明（福島県教育センター・指導主事）

ていきたいという願いを持って始動した。

同

笠原

広一（京都造形芸術大学・芸術教育士）

地方では、未だ号数などの大きさや表現材料を規定

同

柴崎

恭秀（会津大学・准教授）

した「公募」による美術展が一般的であった。地方に

同

安室可奈子（日本大学芸術学部・非常勤講師）

在住する若い人たちが、インスタレーションやビデオ

同

宗像

アート等、幅広い表現活動に触れる機会や、これらの

事務局

多様な現代美術の制作をしている美術家を支援する活
動がほとんどない状況のなか、本実行委員会となった
福島大学の学生諸氏と地域の人々が協働によって、県

同

安藤まゆみ（福島大学院生）
石井

会計監査

利浩（宗像窯窯元／陶芸家）

辰一（福島大学卒業生）

篠木美惠子（福島県立船引高等学校・教諭）
鈴木

美樹（福島学院大学・講師）

内外はもとより国内外のアーティストの多種多様な芸
術活動を紹介してきた。
「同時代の美術」は、鑑賞者が実際にその作品を観
て「体験する」なかで理解することも多い。現代美術
を通して、地域の持つ特有の「場」と個人が関わるな
かで、若い人々に夢と活力を感じてもらえる「新しい
ものの見方」による価値観を地域文化に築き、個々の
「壁」を取り払った積極的な新しい交流の場を設け、
「福島の展望を拓く活動」を築きたいと考えてきた。

!．「福島現代美術ビエンナーレ２０１０ Artown」

２０１０年は、福島県北地域づくり総合支援事業の助成

本企画の Artown
（アートタウン）
は、芸術の「Art」

による「福島現代美術ビエンナーレ２
０１０ Artown」

と街「Town」、私たち「Own」の住む場所「at：＠」

と、文化庁人材育成事業の助成による「福島現代美術

をつなげるプロジェクトである。

ビ エ ン ナ ー レ２０１０ HANA 〜花，華，蘂〜」を 開

福島の市街地、商店街やギャラリーを舞台に、福島

催。福島大学マトリクス型・分野横断的研究推進経費

にゆかりのある作家、国内外の国際的なアーティスト

を基盤に展開した。

の多種多様な芸術作品が展示された。
会期：２０１０年１０月１日（金）〜３１日（日）
会場：福島市街地（パセオ通り周辺）を中心に、下記

実行委員会組織
実行委員長

の場所で開催

渡邊

晃一（芸術による地域創造研究所所長）

福島テルサ、コラッセふくしま、Earl grey、あい美容室、

実行委員

福島大学学生・大学院生

!アオヤギ、!あきたや楽器店、アビ Habit、AS SOON

参

天形

健（福島大学・教授）

AS、あんざい写真館"、アンナカフェ、味乃桃の井、!

同

嶋津

武仁（福島大学・教授）

同

澁澤

尚（福島大学・教授）

ンター、"うさぎや、蝦夷、"おおつき画廊、"岡崎陶

同

星野

!二（福島大学・教授）

器、"オジマパン店、オリエント・ホテル、オリジナル

与

阿部庄、石屋小町ホール、ウィズ本町

男女共同参画セ

２０１２年１月
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あ〜む、開運堂、#絵工堂、Cafe COZY、Curry

笑夢、#川俣屋商店、元気薬局、Kitasan、" 福島町
作りセンター、ギャラリーブラッと三桜社、草野仏具漆
器店、CLIP di oliva、コスメハウス

ポピー、珈琲の街、

駒屋菓子店、サンチェ・イゲタ（"いげた）、JTB 東北"
福島支店、shredder Di、CHARMANT シャルマン、#
昭文堂福島店、常陽銀行"福島支店、ZUPPA、スパンキ
ー＆ロロ、瀬戸衣装、中華料理

川虎、和雑貨

ちんが

ら屋、て っ せ ん や、ト リ ロ ジ ー、な か が わ、日 興 コ ー
ディ ア ル 証 券"福 島 支 店、二 瓶 理 容 所、バ ー ン ズ、パ
ティスリー

プモ・リ、パン・ドーラ・タムラ、ピック

【主な出展作品】

アップ、５１５０（フィフティワンフィフティ）
、風土舎、福

荒木久美子、安斎北都、石田菜月、伊藤公象、伊藤巧真、猪股

島コミュニティ放送"FM ポコ、福島信用金庫、福島フォ

淳行、江本創、大槻祐介、大野一雄、大吉麗奈、小楠佳子、片

ーラム、福島パセオスペース!、ふくしま屋台村"、福

平里絵、唐沢優江、菅野詩、菅野智子、金子瑠美、川口光士郎、

島綜合警備保障"ALSOK、ブティック白薔薇、ブラっと

冠龍、粂川哲志、輿水紫石、後藤久美、小林直央、小春丸、齋

ショップパセオ通り店、"ぶらっと Web 放送、"文化堂、

藤春美、蔡国強、佐久間健太、佐藤陽香、篠木美恵子、嶋津武

ヘアストーリー・ティナ、ポリゴン台風、マーケティン

仁、島貫めぐみ、新保絢子、鈴木美樹、鈴木みどり、園部章代、

グセンター"、マスキン・プラス・アルファ、まちなか

高橋悠、田嶋宏隆、ときたま、外崎梓中村衣里、西成田育男、

夢工房、#萬清、みつくら包丁（金物店）
、三好額縁店、

西成田洋子、二瓶通、根本春奈、野沢二郎、橋本徳彦、羽根真

めがね・工房ゲン、メガネの光学堂、屋台や十八番、洋

実子、原田くるみ、藤原あゆみ、藤原真奈美、穂苅聖美、鉾井

服 の バ ラ、Lucy's Celect、RAPIN 陶 芸 喫 茶、Lapel、

喬、星野美智子、松本千怜、三浦晴香、三浦麻梨乃、南原絵里、

LAPIS LAZULI、Re-Acoustic

柳田みちる、八巻佳奈子、八巻みゆき、やまざきかのこ、山田

助成／福島県北地域づくり総合支援事業、福島大学マトリクス

広野、横田円佳、吉田重信、艾沢詳子、和合亮一、渡邊晃一

型・分野横断的研究推進経費、"SK コーポレーション、

さくらんぼ保育園（講師／加藤友紀、角田麻衣、東川亜紀）

"ワールドサマール、美術研究所 Δ デルタ

水彩画クラブ朋友（宇佐美彰子、小熊れい子、神岡祥恵、雉子

後援／福島県、福島市、福島市教育委員会、NHK 福島放送局、
"福島民報社、福島民友新聞社、福島コミュニティ放送
"FM ポコ、ふくしまFM、"ラジオ福島、福島テレビ"、
"福島放送、"テレビユー福島、"ぶらっと Web 放送
協力／福島大学地域創造支援センター、福島県立博物館、福島
県立美術館、郡山市立美術館、いわき市立美術館、CCGA
現代グラフィックアートセンター、福島商工会議所、会
津美里町商工会、デシャバリの会、ふくしま中心街通行
区通行量２．
５倍をめざす会、クサカベ"、日本画材工業
"、"進和クリエイティブセンター、坂野井木工所、協
和木材、山崎工務店、ミチ工芸、#ヒグチ運輸、Galerie
Ciel、Zen Foto Gallery、さくらんぼ保育園、水彩画クラ
ブ朋友会、アンリの会、大野一雄舞踏研究所、舘形比呂
一事務所、#やまだマイク

波トミ、熊坂許、佐藤淳、長嶋輝子、中畑初江、田口文子、舟
木明雄、横山喜代、渡辺尚子）

１１８

大型研究成果

■７月２４日（水）１５：３０〜

パフォーマンス
■１０月１７日（日）１１：００〜

パセオ通り

小春丸（生け花）／唐沢優江（ダンス）／やまざきか
のこ（演出）／猪股淳行（三味線）

福島大学（絵画実習室）

『「花」「華」と漢字・漢文の世界』
澁澤

尚（福島大学准教授）

■１０月３１日（日）１３：３０〜

福島大学（総合教育研究

センター特別教室）
『美術と技術とデザインの話』
八谷和彦（メディアアーティスト）

■バングラデッシュの人力車が街中を走行

ワークショップ
■７月２８日（水）、２９日（木）１０：３０〜１６：００
福島大学（絵画実習室）
「現代美術クリニック」渡邊晃一（福島大学准教授）
■１０月３日

郡山市立美術館

「Lotus Symphony 〜蓮のランプシェードをつくろう！〜」
佐藤陽香（美術家）
講演会
■６月１６日（水）１５：００〜

福島大学（絵画実習室）

『花見文化について』初澤敏生（福島大学教授）

■７月１６日（金）１５：００〜

福島大学（総合教育研究

■１０月１０日（日）１４：００〜

郡山市立美術館

センター特別教室）

「銅版画公開ワークショップ」

『アジア写真への展望』飯沢耕太郎（写真評論家）

中林忠良（版画家）

■７月２０日 １４：３０〜
ター特別教室

福島大学

山田広野（活動弁士）

総合教育研究セン

２０１２年１月

福島大学研究年報 第７号

１１９

!．福島現代美術ビエンナーレ２０１０ HANA

関連企画
■１０月１日〜３１日 １０：００〜１８：００ 福島大学図書館

〜花，華，蘂〜

ギャラリー
「日本画（絹本）による HANA」
■１０月１日〜４日 １０：００〜１７：００ 福島テルサ
「さくらんぼの華たち」さくらんぼ保育園

２０１０年、福島県文化センターで開催された「福島現
代美術ビエンナーレ」のテーマ「HANA」は、２
００６年
の「空」、２００８年の「YAMA」に引き続き、福島の観
光アピールと重ねて設定された。福島市では、近年、
「花もみ（実、味、美）もある」をキャッチフレーズ
に観光活動を展開している。

例えば、福島市の「花

■１０月８日〜１８日 １０：００〜１８：００ 福島テルサ

見山」のように写真家、秋山庄太郎がたびたび訪れ、

「五感と HANA」福島大学の学生による作品

「桃源郷」として紹介したことから全国的知名度を得

■１０月１８日〜２４日

コラッセ福島

水彩画クラブ朋友会

てきた所がある。市内の信夫山、公園や寺社にも、桜
の名所が多くある。日本人は古来、「花」といえば
「桜」を指すほど桜花を愛でる国民であった。今回の
ビエンナーレは、信夫山の麓にある福島県文化センタ

シンポジウム
■１１月２０日（土）

大和川酒造（喜多方市）

「福島アートトライアングル ディレクターズトーク」
司会：川延安直
パネリスト：赤坂憲雄、吉田重信、渡邊晃一

ーを中心に据え、アートタウンという市街地を展覧会
場とした企画との連携で、各々の点となる機関を線と
して結んでいった。
「HANA」のイメージとして真っ先に思い浮かぶ
「花」と「華」。人類史では埋葬された人体に「花」
が見つかったとき、はじめて「心」が生まれてきたと
言われている。「花」は人生の様々なセレモニーの場
に使われるもので、さらにプランターや窓辺の一輪ざ
しの花など、感謝、励まし、慰め、祝福、癒しの力を
与えてくれる。華道の「華」は人々の生き方にも関
わっている。
「花」には華やいだ気持ちと明日への勇
気のようなものが通い合うように思う。
美しく華やかに咲き誇る「花」の使命はまた、実を
結び次世代を残すための「蘂（ずい、しべ）
」の働き
もある。福島の顔として、花の名所が多いことの他に
「くだもの」の産地」が挙げられる。盆地に広がるモ
モ、ナシ、リンゴ等の果樹園が花に包まれた時の景観
の素晴らしさ、秋のたわわな実をつけたときの眺めに
目を奪われよう。
今回のビエンナーレではこのような「HANA」をテ
ーマに、福島の地に多くの人々が集う場を設け、創作
活動、鑑賞活動、体験活動といった多種多様なアート

１２０

大型研究成果

活動を鑑賞する中で、自他を理解し合い、交流を深め
あい、芳醇な実を実らせる芸術祭としていきたいと考
えた。
会場：福島県文化センター（〒９
６０−８１１６ 福島県福
島市春日町５−５４ Tel．
０２４−５３４−９
１９１）
会期：１０月１５日（金）〜２４日（日）
共催／福島県文化振興事業団
助成／文化庁芸術団体人材育成支援事業
後援／福島県、福島市、福島市教育委員会、NHK 福島放送局、
"福島民報社、福島民友新聞社、ふくしま FM、福島コ
ミュニティ放送"FM ポコ、"ラジオ福島、福島テレビ
"、"福島放送、"テレビユー福島、福島商工会議所、
"ぶらっと Web 放送、
協力／福島大学地域連携センター、福島県立博物館、福島県立
美術館、郡山市立美術館、いわき市立美術館、CCGA現代
グラフィックアートセンター、$山形美術館、ふくしま

【講演会】

中心街区通行量２．
５倍をめざす会、クサカベ"、日本画材

■１０月１６日 １５：００〜

福島県文化センター

工業"、笠原工業"、"宮本樹脂工業、中川ケミカル、

「芸術としての精神の冒険に向かって」

"進和クリエイティブセンター、NEC エンジニアリング

河口龍夫（美術家）

"、坂野井木工所、協和木材、山崎工務店、ミチ工芸、

■１０月２３日 １４：００〜

福島県文化センター

#おおつき画廊、Galerie Ciel、小山登美夫ギャラリー、

「エコをエンターテイメントで楽しもう」

コバヤシ画廊、スパンアートギャラリー、Zen Foto Gal-

やまだひさし（ラジオ DJ）

lery、Taka Ishii Gallery、#ヒグチ運輸、カトーレック"、

福島大学

#絵工堂、#昭文堂、風土舎、福島フォーラム、福島パセ
オスペース!、MMAC、大野一雄舞踏研究所、華道池坊福
島支部、舘形比呂一事務所、虹色詩人会、#やまだマイク

【主な出品者】
荒木経惟、伊藤公象、大野一雄、河口龍夫、中林忠良、蜷川実
花、谷口広樹、増田聡子、吾子可苗、荒井経、伊藤達矢、池上
直哉、上田美江子、及川聡子、太田隆明、小形桃子、小澤基弘、
輿水紫石、小野重治、片平仁、サガキケイタ、佐藤陽香、澤田知
子、篠木美惠子、柴崎恭秀、嶋津武仁、鈴木蛙土、%橋実那、舘形
比呂一、橋本徳彦、櫃田珠実、平山素子、廣瀬智央、丸山常生、
丸山芳子、宗像利浩、吉田重信、和合亮一、渡辺啓、渡邊晃一
Andreas Gaertner、Christoph Borowiak、Juergen Krause、Jan
Schmidt 、 Kristin Lohmann 、 Md. Tarikat islam 、Petra Barfs 、
Raphael Gosieniecki、
Soon-im Kim、Susana Castellanos Albores、
Tomasz Wendland、Zero Reiko Ishihara、
MMAC、
華道家元池坊
（福島支部）

わくわく Jr．カッレッジとの共同企画

２０１２年１月
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【ワークショップ】

【パフォーマンス】
■１０月１５日 １０：３０〜

コラボレーションワーク

輿水紫石（書家）、ときたま（美術家）、嶋津武仁

■１０月１７日 １４：００〜

福島県文化センター

「想像の花を咲かせよう」
河口龍夫（美術家）

（作曲家）

福島大学

■１０月１６日 １４：００〜

福島県文化センター

１０月１６日 １３：３０〜

福島県文化センター

わくわく Jr．カッレッジとの共同企画

和合亮一（詩人）、舘形比呂一（舞踏家）

【シンポジウム】
■１０月１６日 １６：００〜１８：００ 福島県文化センター
「環境とアート」
パネリスト：飯沢耕太郎（写真評論家）
、河口龍夫
（美術家）、舘形比呂一（舞踏家）、和合亮一（詩人）
コーディネーター：渡邊晃一

１０月１７日 １６：３０〜

福島県文化センター

舘形比呂一（舞踏家）

■１０月１７日 １４：００〜
丸山常生

福島県文化センター

１２２

大型研究成果

環境研究総合推進費補助金に係わる研究
高度省エネ低炭素社会型浄化槽の新技術・管理システム開発
研究代表者 共生システム理工学類（生命・環境学系）

稲

森

悠

平

１．本事業における研究内容
産業系・民生系・廃棄物系等の幅広い分野で、地球
温暖化対策として、省エネルギー化のきめ細かな取り
組みがなされているが、浄化槽分野でも強化が必至な
状況にある。
これらの点を踏まえ、低炭素型社会創りにおいて重
要な生活排水対策の要である、浄化槽の曝気・ブロワ
エネルギー効率向上による消費電力５０％以上削減、電
力を要しないリン除去法による電力の大幅削減、シス
テム電力源として従来の化石エネルギー利用を自然再
生可能エネルギー活用に転換したゼロエミッション化
による、既存・新技術適用型の地球温暖化ポテンシャ
ル削減最大化と、国民の安心性を保持可能な衛生的安
全性確保の両立するパラダイムシフト化新技術管理シ

図１

高度省エネ浄化槽パラダイムシフト開発か
らなる独創性

２．本事業における研究成果
本事業における研究成果は、以下のとおりであり、
目標以上に達成できた。

ステムの開発・確立化を目途として強化実施する。す

平成２２年度：生活排水対応浄化槽の維持管理、汚泥

なわち、自然再生可能エネルギーおよび既存電力併用

引き抜き等に必要な現状のエネルギー費用を地域毎に

型の省エネ高度化技術・管理システムを確立し、１９９０

調査解析し、特に、高度処理型でも自然再生可能エネ

年比で２
５％の CO２削減目標に貢献するために推進す

ルギー活用で有効に低減可能となること、また、汚泥

る。

濃縮車の活用は炭酸ガス排出量低減に大きな効果のあ

これらの新技術を、現場およびバイオ・エコエンジ

ることを明らかとした。曝気動力を現状の２／３以下

ニアリング研究施設の浄化槽において、太陽光・風力

としたブロワによる、嫌気好気法のサイクリック運転

発電ポテンシャル、エネルギー発生・消費量、流入・

下における BOD・窒素・リン処理特性、温室効果ガ

処理水質の BOD、N、P、微生物機能構造、温室効果

ス発生特性、生物相等を解析し、省エネルギー化の達

ガス発生量等のシステム設計に必要な精度高いパラメ

成可能なことを明らかとした。また、省エネルギー型

ータを取得すると同時に、地域特性の上乗せ基準等の

リン除去方式としてペレット型緩溶性凝集法のリン除

規制条件等の環境要因、汚泥濃縮車導入効果等を踏ま

去機能において、従来法に比べ１／５以下の電力削減

えた既存電力省力型と自然再生可能エネルギー活用型

可能なことを明らかとした。更に、風力発電・太陽光

ハードシステム設計を行う。設計に際し、震災等時避

発電ハイブリッド方式において、１２時間曝気、１２時間

難場所に設置する防災型浄化槽、脱 CO２型省エネ浄化

非曝気の条件下、BOD・窒素・リン除去は、効果的

槽、レストラン、コンビニ等の中大規模浄化槽、およ

に達成でき、省エネルギー化可能なことを明らかとし

び離島の電力不足地域の高度処理浄化槽等対応型の太

た。このように、目標以上に達成できた。

陽光・風力発電等導入システム確立を図る。

平成２３年度：太陽光・風力発電エネルギーの地域特

アウトプットとして、環境最小負荷ゼロエミッショ

性を踏まえた発生ポテンシャルを明らかにした。ま

ン型の低炭素型社会創りに資する、省エネ型高度処理

た、エネルギー効率、スケールメリット解析のため

浄化槽システム技術をマニュアル化し、地方自治体等

に、商用電源稼動浄化槽を太陽・風力発電方式に切り

での汎用化可能な政策提言を図る。研究概要は図１に

換え、省エネ・標準型ブロワを用いて個別家庭型現場

示すとおりである。

実証試験および流入排水性状を、BOD２００!・L−１、
T-N４５!・L−１、T-P ５ !・L−１の標準負荷にコントロ
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ールしたバイオ・エコエンジニアリング研究施設にお
けるペレット型緩溶性凝集法システム等の処理機能解
析評価を行い目標性能の得られることを明らかとし
た。
更に、自然再生エネルギー型浄化槽の BOD、窒素、
リン除去機能、硝化・脱窒速度、生物指標としての微
小動物質的量的特性変動を分析するとともに、汚泥濃
縮車導入効果等、省エネルギー型浄化槽の最適なシス
テム設計に必要な環境因子のパラメータを取得解析し
実用化方策を明らかとした。このように、目標以上に
達成できた。

図３

平成２４年度：自然再生エネルギー対応型の個別家庭

本研究開発を基盤とした自然再生可能エネル
ギー拡充電力活用方策
〜「下水道に優る新浄化槽システム／
温室効果ガス削減システム」を用いた将来〜

現場・バイオ・エコエンジニアリング研究施設に設置
した浄化槽のエネルギー発生・消費量、流入・処理水
質の BOD、N、P、温室効果ガス発生量等のシステム

３．本事業の研究体制

設計に必要な精度向上したパラメータ取得と同時に、

①稲森悠平、稲森隆平：低炭素社会型環境最小負荷省

地域特性の上乗せ基準等の規制条件等の環境要因、汚

エネルギー方式浄化槽システム構築の開発と総括

泥濃縮車導入効果等を踏まえた既存電力省力型と自然
再生可能エネルギー活用型ハードシステム設計を目標
とする。設計にあたって、震災等時の避難場所に設置
する防災型浄化槽、脱 CO２型省エネ浄化槽、中大規模
浄化槽および離島の電力源不足地域の生活排水高度処
理浄化槽等を整備する上での太陽光・風力発電等導入
システムを確立することを目標とする。
また、環境負荷最小化ゼロエミッション型低炭素型

②徐

開欽：省エネルギー方式微生物機能向上・汚泥

減容化高度処理浄化槽技術の開発
③木持

謙：省エネルギー方式浄化槽の温室効果ガス

発生抑制技術の開発、
④鴫原己八：省エネルギー方式浄化槽の処理機能解析
に基づく技術の開発
⑤手塚圭治、田畑洋輔：省エネルギー方式低動力型対
応充填担体技術の開発

社会創りに資する、汚泥濃縮車導入とハイブリッド化

⑥岡城孝雄、濱中俊輔：地域特性を踏まえた浄化槽の消

した省エネ型高度処理浄化槽システム技術をマニュア

費エネルギー解析と省エネシステム管理技術の開発

ル化し、地方自治体等での汎用化可能な政策提言を図
る。本研究開発の波及効果は、図２、３に示すとおり
である。

４．本事業における研究業績
1)稲森悠平、徐開欽、
稲森隆平、陶村貴、
須藤隆一：地球
環境問題としての低炭素社会型の排水処理の方向性
と国際的展望、用水と廃水、
５２（１
０）、３０−３９、２０１０
2)Yuhei INAMORI,Kaiqin XU,Ryuhei INAMORI,Takashi SUEMURA,Yoshimori KATO and Ryuichi SUDO:
International Prospects for Low Carbon Society Oriented Wastewater Treatment in Solving Global Environmental Problems,GLOBAL WARMING COUNTERMEASURE TRAINING COURSE ,JICA,2011
3)KOJI JONO, HIROSHI YAMAZAKI, AKIRA SANO,

図２

本技術・管理システム開発の波及効果

KAI-QIN XU,RYUHEII INAMORI, YUHEII INAMORI,NORIO SUGIURA : Effects of Power Saving on
Treatment Water Quality and Biota Characteristics
in an Activated Sludge Process,Japanese Journal of
Water treatment Biology，
４７（４），
１−１２，
２０１１
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大型研究成果

研究成果の社会還元・普及事業
ひらめき☆ときめきサイエンス
実施代表者 共生システム理工学類（物質・エネルギー学系）

金

澤

等

説明して、実物を見せる（ここで驚かせる）。

1．事業の目的

（２）これまで不可能と言われた「分子量が高くて、

本事業は、独立行政法人日本学術振興会（JSPS）

分子の長さのそろったタンパク質モデルの製造」
；あ

の小中高生向けプログラム「ひらめき☆ときめきサイ

きらめないで、これまでの事実を疑って、繰り返して

エンス〜ようこそ大学の研究室へ〜KAKENHI」の平

実験を行うことにより、不可能と言われたことが可能

成２３年度で採択されたものである。

となり、新しい事実の発見につながる。

このプログラムは、研究機関で行っている最先端の

（３）「使い古しの繊維に手を加えて、水や空気を浄

科研費の研究成果について、小学校５・６年生、中学

化する材料を作る」
：廃棄材料を新しい材料として価

生、高校生が、直に見る、聞く、ふれることで、科学

値を付けることについて、伝えたい。

のおもしろさを感じてもらう事業である。

＊実施場所：福島大学化学実験室を使用

本プログラムを実施することにより、生徒達に「科
学とは丸暗記ではない。地方の一大学でも、アイデア
とひらめきや直感によっては、世界で初めての独創的
な結果を出して、多くの人を驚かせる事ができる」と

4．事業の成果
下記のスケジュールでプログラムを実施した。

いうこと、但し、「努力も必要ということ」を伝えて、

８月７日（日） １日目

夢をもたせたいと考える。

１０：００−１０：３０ 受付（福島大学共生システム理工学
類実験棟４F

１０：３０−１０：４５ 開講式（あいさつ、オリエンテー

2．メンバー

ション、科研費の説明）
１０：４５−１２：００

＜代表者＞
共生システム理工学類・教授

化学実験室）

金澤

講義１「水を理解して放射能を考えよう」

等

＜実施分担者＞
共生システム理工学類・教務補佐員

講義２「放射線について」、質問タイム。
稲田

文

１２：００−１３：００ ランチタイム
１３：００−１３：１５ 話題「インドで開催された国際学会

3．事業計画
最初に、「福島県の山で撮影した飛行機雲」の写真
を観察する。飛行機雲の正体を知ることから、水につ
いて考えさせる。そして、
「分子とは何か？」という
説明に発展させる。全体の底流にある「分子が分子を

の話」
１３：１５−１５：００
講義３「難しいものを作る；水を吸うプラスチッ
クとその応用を見よう！」
実験１「分子が分子を見分ける；染色によって繊
維を色で区別する」

見極めるー分子認識」について、グループ毎に実験を

１５：３０−１５：３０ クッキータイム

して体験させる。その応用として「楽しいハンカチ作

１５：００−１６：００ 講義４「難しいものを作る；人工タ

り」を全員で行う。

ンパク質」・質問タイム

分子認識について興味をもたせたうえで、科研費の
支持を受けて現在も継続している研究の主な成果を紹

８月８日（月） ２日目

介する。

１０：００−１２：００ 実験・実習２「色を理解してハンカ

（１）「プラスチックの改良」：合成繊維やプラスチッ

チを作ろう」

クを吸水性にして、さらには、接着剤でつかなかった

１２：１０−１２：２０ 記念撮影

プラスチックやシリコンゴムを接着可能とする技術を

１２：２０−１２：４０ 修了式（アンケート記入、未来博士
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号授与）
１２：４０ 終了・解散
【実施の様子】
１日目

開講式に続いて、立命館大学文学部佐藤達哉教授
（学術振興会：研究成果の社会還元・推進委員会委

写真２ 高校生の見学者で満員の教室

員）より科研費についての説明があった。
佐藤先生から、
「みなさんの中から、将来科学者に
なって科研費を利用することがある人が出てくるか

講義２「難しいものを作る；水を吸うプラスチックと

も？」とのお話に、受講生達の心が動いたようだった

その応用」

（写真１）。

実施者の研究成果「水を吸うプラスチック」の説明
をした。吸水性のプラスチックは、すぐに乾いて再利
用できるので、応用によって面白い材料ができる可能
性があることを話した。実施者が作った「水を吸うプ
ラスチック」を、普通のプラスチックと比較する実演
をした。また、その性質が発展して、水性インクで文
字が書ける、接着剤でつかなかったプラスチックが接
着できるようになった、など、多くの成果を実物で示
した。（写真３）。

写真１ 立命館大学文学部佐藤達哉教授

講義１「水を理解して放射能を考えよう」
まず、「物質の一番小さい単位は分子である。では
分子とは何か？」という観点から、身近な水の分子
（水分子の極性や構造）についての講義を行う。続い
て水の性質について講義し、水はあらゆるところ（空
・空気・湖・川・海・土）に、様々な形で存在するこ

写真３ 吸水性プラスチックの実演

とから、飛行機雲はなぜできるのか？湖は表面が凍っ
てもなぜ氷の下は水なのか？など、私たちの生活でよ

さらに、「接着剤を使わずプラスチックやゴムを接

く目にしていることについて、科学の視点からわかり

着できる技術」について話した。生徒達は驚いてい

やすさを考えて説明をした。生徒たちには「わかった

た。実施者のネライは生徒を驚かす事であったので、

かな！」と確認をしながら話を展開していった。

「まず成果あり」である。生徒達が夢をもち、柔い発

さらに、緊急の話題として、放射能、放射性物質の
基礎、生活での注意等について話をした。

想で、将来どのような材料を作り出すのか期待したい
と思う。

当日は、大学のオープンキャンパスが開催されてお
り、高校生の見学者が本教室を訪れて、一時満員に
なった。タイムリーな話題であったので高校生は興味
津々だった（写真２）。

話題「インドであった国際学会の話」
予定外であったが、実施者はインドの「インド理化
学大学院」で開催された国際学会から帰った直後で
あったので、国際会議とインドの話をした。生徒達は
目を光らせて面白そうに写真を見ていた。
「インドの

１２６

大型研究成果

情報は少ないので好奇心をもつのであろう」と感じ

ク質モデルの合成に成功した事を話した。生徒の学年

た。（写真４）。

では、この内容は難しいので、
「正しいと思う理論を
もって、追求すれば、うまくいく事がある例」として
話した。
２日目

染色実習「色を理解して、世界に一つだけのオリジナ
ルハンカチを作ろう」
：反応染料を使って自分だけの
ハンカチを染める実習をした。生徒たちはやる気十分
で、板染め・絞り染めに挑戦。ハンカチを折ったり丸
写真４ インドの話

めたり、板や輪ゴムで止めて小さくしてから、各自好
きな色で染め上げた（写真６、７）。

実習「分子が分子を見分ける；染色によって繊維を色
で区別する」
１枚の布に縞模様に織り込んだ絹・木綿・ナイロン
等９種類の繊維を１回の染色実験で染め分ける体験を
した。生徒を２〜３人のグループに分け、事故のない
ように各グループに１人、本学の学生を配置し、安全
に実験が行われるように見守らせた。生徒たちは、一
回の実験で、すべての繊維が異なる色に染まる結果を
見て、また、驚いていた。理由の説明では、
「分子が
分子を見分ける」という自然の法則がある事、その説
明、そして「将来理解できるように」、とまとめた。

写真６ 絞り染めに挑戦

おやつタイム：講義の後は、実施者が厳選した美味し
いバームクーヘンでおやつタイム（写真５）。場の雰
囲気が一段と和やかになった。

写真７ 全員で記念撮影
写真５ 楽しいおやつタイム

アンケート記入・未来博士号授与
実施者が前日までに作成した特製の絞り染め T シャ

講義「難しいものを作る；人工タンパク質」

ツと手提げ袋を、希望者にあげる催しを行い、入手者

実施者の研究成果を紹介した。生物が体内でつくる

はとても喜んでいた。参加者にアンケートを記入して

タンパク質は分子サイズが一定であるが、これを人工

頂き、最後に、実施者のイラスト入りで、楽しいデザ

的に作ることは永遠の課題である事、実施者は３０年以

インがなされた学位記「未来博士号」の授与式を行っ

上に渡って、アミノ酸化合物の研究をしてきた。約９０

た（写真８）。

年間不可能と言われた、分子サイズのそろったタンパ

記念品を受け取って、参加者は笑顔で帰宅した。
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も、東京電力福島原子力発電所の事故と夏期休暇とが
重なって、福島県では事故の影響から避難する生徒が
多数いた。そのため、参加者数１
３名と予想より少な
かったが、結果として、実施者は生徒１人１人に目配
りができ、理解の様子や笑顔と興味の具合を把握でき
た。講義のスクリーン画面は見やすく効果的であっ
た。誰もが個性をもって染色実験やハンカチ制作に参
加できたようである。生徒達の表情を常に観察しなが
ら授業を実施して、
「生徒の笑顔が絶えない」という
写真８ 学位記「未来博士号」授与

ことが印象に残った。これは、参加者が科学を楽しく
学んでいることの表れであると思われる。それに伴っ

5．まとめ

て、実施者には「また頑張ろう」という思いを起こさ
せられた。スタッフの指示体制も十分であった。

科学の分野では、
「アイデアとひらめき、そして努

実施時期については、アンケートの結果、小学生に

力によって、世界初の独創的な結果をだすことが可能

は冬休みや土曜日の希望が比較的多い事がわかった。

で、夢のもてる分野といえる」ということを、研究成

次回の実施に向けて、今後、夏休みも含めて最も望ま

果の実演を交えて解説した。講義の内容を、写真や図

しい時期や開講の日数と方法を検討する余地があると

を多用して解説したオリジナルテキストを作成し、受

考える。開催日数については効果的な内容と生徒の都

講者の理解の補助とした。楽しく学んで興味を持た

合を考慮したい。それに対応し、実施のプログラムの

せ、「将来、もっと学びたい」という気持ちが芽生え

綿密な検討が必要である。また、
「大学に来た」とい

るように願って話をすすめた。

う実感をもってもらうために、図書館や研究室・実験

前年は３０数名の生徒の参加があり、１日で実施した
結果、染色実習の時間が不十分になったことから、本
年は、２日間の日程で、内容の充実を図った。折し

設備等の施設見学の時間をプログラムに入れることは
効果的であろうと考えた。

１２８

大型研究成果

GOSAT 衛星データを用いた陸域生物圏モデルの改善と
ダウンスケーリング
研究代表者 共生システム理工学類（生命・環境学系）
１．背景

市

井

和

仁

２．本プロジェクトの目的

地球温暖化問題は、人為的な温室効果気体の排出

本プロジェクトの目的は、上記の GOSAT 衛星の観

（例：化石燃料消費・土地利用変化）に起因する。そ

測を利用して、陸域の二酸化炭素収支を計算するコン

れら温室効果気体が大気に滞留することにより、地球

ピュータモデル（陸域炭素循環モデル）を改善するこ

のエネルギーバランスを変化させ、気候変動などの地

とである（図１）。特に、①GOSAT衛星から推定され

球規模の環境変動を引き起こしている。ここでは、人

た大気−陸の二酸化炭素吸収・放出量を利用した陸域

為起源の温室効果気体の中で、最大の温暖化効果をも

炭素循環モデルの改善、②改善されたモデルを用いた

たらしている「二酸化炭素」に着目する。例えば、

大陸・地域スケールの陸域二酸化炭素吸収・放出量の

１９９０年代においては、大気中に放出された二酸化炭素

より正確な把握の２点である。これを通して、地球温

のうち、約４０％が大気に残留し、残りは陸（主に植生

暖化将来予測の精度の向上、地域スケールでのより正

と土壌）と海洋に約３０％ずつ吸収されている 。従っ

確な陸域の二酸化炭素吸収量推定、に寄与ができる。

［１］

て、地球温暖化の将来予測を行うためには、陸・海洋

本プロジェクトは、環境省

環境研究総合推進費

の二酸化炭素吸収能力をより正確に知る必要がある。

革新型研究開発領域課題として、平成２２−２３年の２年

特に陸域の二酸化炭素吸収能力については、陸域の植

間の課題として採択された。研究組織は、市井和仁

生分布が空間的に不均一であったり、観測点の数が不

（研究代表者）、佐々井崇博（研究分担者；名古屋大

十分であったりすることから、温暖化予測に不確実性

学）、植山雅仁（研究分担者；大阪府立大学）、近藤雅

を与える一因であると考えられている 。従って、現

征（研究員；福島大学）の４名で構成される。本課題

在、どこでどれだけの二酸化炭素（炭素）が吸収・放

の概要は、環境省のウェブサイト［４］などにも掲載され

出されているか？

将来の気候変動によってどのよう

ている。

に変化するのか？

という疑問に対して、世界中で

［１］

様々なグループが、研究を進めているところである。
GOSAT（Greenhouse Gases Observing SATellite；

３．主な成果

温室効果ガス観測技術衛星，愛称「いぶき」
）は、主

まずは、GOSAT 衛星からの大気−陸の二酸化炭素

要な温室効果気体である二酸化炭素とメタンの濃度を

交換量のプロダクトは、亜大陸（１０００!スケール）で

宇宙から観測することを主目的とした世界初の衛星で

構築されているため、これをより詳細な空間スケール

あり、日本（環境省、国立環境研究所、宇宙航空研究

で表現できるようにした（ダウンスケーリ ング）
。

開発機構（JAXA））が推進しているものである。この

様々な衛星観測データや地上観測データを組み合わせ

衛星は２００９年１月に打ち上げられ、現在も観測を続け

ることで、GOSAT 衛星からのプロダクトを制約に用

ている。この衛星によって、世界で初めて大気中二酸

いた、より詳細な空間スケールの陸域の二酸化炭素収

化炭素やメタンの濃度の全球分布が定期的に把握でき

支マップを構築した。

るようになった。この衛星から提供される大気中二酸

次に、上記のデータや、他のデータを複合利用する

化炭素濃度を利用して、全球での大気−陸域、大気−

ことにより、陸域炭素循環モデルの改善を行った。モ

海洋間の二酸化炭素の収支を推定することが可能であ

デルパラメタ最適化ルーチンを構築することで、GO-

る［２，３］。

SAT データが陸域モデルの向上に寄与することを示す
ことができた。
これらの成果については、国際学会での口頭発表等
を行い、現在、論文として取りまとめている段階であ
る［５，６］。この機会を契機に、衛星観測を利用した陸域

２０１２年１月
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炭素循環モデリングの分野で日本がイニシアチブをと

ある。今後とも本研究グループの Web［７］は随時更新し

ることができるように、日々研究を進めている段階で

ていく予定である。

図１．本プロジェクトの概要
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