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東アジアの酸性雨

問題の経緯，研究の現状，今後の課題

藤田慎一
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1. はじめに

昨年の12月，筆者が所属する財団法人電力中央研究所では，都内で公開セ ミ

ナー「酸性物質の広域輸送と環境影響」を開催したI）。酸性雨の研究者はもち

ろん，この問題に関心をもっ自治体，企業，団体， 学生など多くの分野に参加

を呼ひのミけたものであり，筆者は「電力中央研究所における研究の展開Jと題

して基調報告を行なった。酸性雨はどのようないきさつで国際問題になったの

か。エネルギーと環境との調和を目指して，電気事業ではどのような取組みを

展開してきたのか。環境の変化を未然に防くナこめ，今後はどのような研究を模

索していくのかを骨子に紹介したものである。

筆者の研究領域は，大気中での物質輸送や物質循環であるが，勤務先では酸

性雨の研究プロジェグ卜の推進役を勤めている。いきおいノミックグラウンドで
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ある気象学のほか，地球化学，土壊学， 植物学，土木工学，水文学，経済学な

ど関連する各分野と接触する機会は多い。また東アジアの酷性雨に取組んでき

たものの 1人として，多くの問題が残されているにせよ，解決に向けて世界が

少しずつ動き出していることも認識している。

後日，参加者の意見を拝聴したところ，園内の森林衰退や国境を越えた大気

汚染の話は最近よく眼－耳にするが，いきさつに立ち入った話はあまり知る機

会がなかったといわれた。酸性雨の問題が市民権を得ることになった直接のき

っかけは， 1972年にスウェーデンのストックホルムで開催された国連の「人間

環境会議」である。だが，その前に100年にわたる前史があったことは，案外

知られていないようである。電力中央研究所で進められている各分野の研究紹

介は次回に譲り，この小稿ではまず，ヨーロッパで繰り広げられた長い科学論

争と試行錯誤の跡をたどることから始めてみたい。

東アシアの酸性雨が，重要な環境問題として浮上するよ うになった現在，陸

路を切り開くための教訓は，過去のあらゆる時代に見出されると考えたからで

ある。

2. アルカリ産業の台頭

産業革命が成熟した19世紀中ごろのイギリスは，生産活動が著しく進展した

反面，大都市や工業地域で環境問題が深刻化した時代で－あった。ロンドンなど

大都市では，石炭の燃焼により排出される二酸化硫黄や降下ばL、じんは，凄ま

じい大気汚染を引き起こした。 化学工業の多くの分野では，原料として炭酸ナ

トリウム（ソーダ灰）を必要とした。ソーダ灰の製造方法として，アンモニア

ソーダ法はまだ工業化されておらず（ベルギーのソプレ ーによる発明は1863

年），いわゆるルプラ ン法によって副産され大気中に排出される塩化水素は深

刻な環境汚染を招いた。マ ンチ ェスターなど工業都市の後背地では，緑林は枯

れ果て死海のほとりのように荒廃したといわれる2）。

ソーダ産業による環境汚染に音を上げた政府は， 1863年に「アルカリ法」を

制定しアルカリ監督官のポストを新設する。その初代に任じられたのは，王立

協会会員のアンガス・スミ スである。ス ミスはギーゼン大学のリービ ッヒのも

とに学んだ化学者であり，学位を得て帰国後は王立鉱山委員会を活動の場にし

て，公衆衛生や鉱山保安の調査－研究に携わっていた。 1872年に上梓された大

著『大気と降水』3）のなかで，スミスは酸性雨を意味する acidrainの術語を初
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めて用い，酸性のガスや雨が綿布を脱色し，建造物や金属を腐食し，農作物に

被害をもたらした事例を例証した。

スミスの時代，酸性雨の原因物質は塩化水素と二酸化硫黄であった。塩化水

素による環境汚染を解決に導いたのは，ソルベーの発明に代表される当時の先

端科学技術であり，アルカ リ法を鴨矢とする近代的な環境法の制定である。だ

が石炭の燃焼による都市の大気汚染に有効な解決策は見出せず，その後も事情

は好転しなかった。抜本的な大気汚染の改善は，苦いスモッグ事件を幾度も体

験して，第 2次大戦後の1956年に大気清浄法が制定されるまで待たねばならな

かっTこ。

二酸化硫黄と降下ばL、じんを相手に悪戦苦闘している聞に，新たな環境問題

が生じてきた。モータリゼーションの発展にともない，窒素酸化物が新たな汚

染物質として登場したこと，都市の規模を越えた広域的な輸送現象が発見され

たことである。火の手は1960年代の終わり，北海を挟んだ対岸のスカンシナピ

アにあがった。

3. リービッヒの学説

アンガス・スミスがイギリスで酸性雨に取組んでいた同じころ， ドイツでは

別の観点で降水の化学分析が行なわれていた。降水中に含まれるアンモニアや

硝酸などの窒素化合物は，作物の栄養源として農学者の興味をヲ I~ 、た。その提

唱者は農芸化学の始祖であり，スミ スの師でもあるリービッヒである。大気中

には作物の要求を満たしうる量の窒素分があるから， 肥料として与えることは

ない。リン酸塩とアルカリだけを施せばよいとりービッヒは考えたので‘ある。

この学説を検証するためリービッヒは， 1840年代から1870年代にかけて，各

地で降水の採取と分析を指導した。最盛期の1864年には，プロイセンの農学校

と農事試験場のほとんどで，降水の化学分析が行なわれていたといわれる。そ

の影響はドイツにとどまらず，ヨーロッ パの各国，そして科学技術の揺藍期の

日本にもおよんだ。なかでも精力的な研究が行なわれたのはイギリスであっ

た。ロザムステッドに農事試験場を創設したロースとギルパートは， 1840年代

から長期間にわたって野外実験を行なった。彼らの後継者は， リービッヒの学

説を訂正して窒素肥料の必要性を説き，また窒素化合物としてアンモニアと硝

酸が同じように有効なことを示したり。

ドイツのホーエンハイムの農事試験場から駒場農学校（東京大学農学部の前
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身）に招請された農芸化学者オスカー・ケルナーも，窒素化合物の起源に輿味

をもった l人である。 1883年から1885年にかけてケルナーは，沢野淳ら 3人の

学生を指導して，東京で降水の採取と分析を行なった。この結果は 「東京農林

学校農芸化学教室からの研究報告 IJの題で『ドイ ツ農芸化学年報』に掲載さ

れている5）。ケルナーの論文を今日的な限でみると，わが国の生産活動がまだ

小さかった時期に，窒素化合物の濃度を定量した点に意義が見出される。だ

が，当時のヨ ーロ ッパの学術雑誌に複数引用されるなど，学問的な意義は小さ

くなかったと推察される。作物の生育に必要な窒素化合物の供給メカニズムと

して， 当時，もっとも注目 されたのは降水現象て、あった。これに対する答とし

てケルナーは「降水量は絶対量の尺度ではありえなし、」ことを，気候条件が異

なる日本とイギリスの観測データの比較により結論したので、ある。

ヨーロッパにおける降水の化学は，第2次大戦後， 新しい展開をみるように

なる。スウェーデンの土壌学者エグナーは，栄養塩の循環を調べるため，終戦

直後から圏内に多数の降水の採取器を設けていた。 この観測網は1956年に，大

気大循環の研究で高名なロスビーが主宰するストックホルム大学の気象学教室

に移管され，後に欧州大気化学観測網 （EACN）とよばれる観測ネ ットワーク

の中核となる。 ロスビーとエグナーは化学気候学 （ChemicalClimatology）と

し、ぅ研究分野を提唱する。そしてスカンジナ ビアの数十地点で 1ヵ月ごとに降

水を採取して化学分析を行ない，成分濃度比の分布パタンをいくつかに分類し

て，気圧配置など気象条件との関係について説明を試みた6）。同僚のエリクソ

ンは，大気中における物質収支の研究に先鞭をつけた。

化学気候学とし、う術語は，ロス ビーらが最初に提唱したものではなく，アン

力、ス ・スミスが1872年に『大気と降水』を著わしたときの副題にも使われてい

た。だがその内容は約80年の聞にずいぶん変化していた。スミスの時代の降水

化学は，スポット的な採取・分析が中心であ り，成分濃度と海岸からの距離に

ついて解釈を試みることはあっても， 濃度分布を面的にとらえるとし、う発想は

まだなかった。

19世紀の終わりになり，都市の大気汚染が深刻化すると，ロンドンのセント

＝ーソロミュー病院の化学者ラッセルらは「観測網」 の考え方を導入し，デポ

ジットゲージとよばれる統一規格の採取器を考案して試料を採取し，濃度分布

の地図を作るようになった。だがその広さは，水平距離でせいぜ、い数十 kmの

範囲にとどま っていた。20世紀の中ごろロスビーらの時代になってようやく ，
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降水に含まれる化学成分の濃度と，降水をもたらした気象擾乱との関係が議論

されるようになったのである。 観測ネ ットワークの整備や拡大が， 研究の進展

に大きく貢献したことはいうまでもない。

このような観測データを解析したスウェーデンの土壌学者オデンは，スカン

シナ ビアの降水は酸性化の傾向を強めており，その原因は海をわたってイギリ

スや トぉイツから輸送された硫黄酸化物に違いないと確信するようになる。同じ

ころスウェーデンの西海岸では， 多くの湖が酸性化して水棲生物に影響を与え

ていることも明らかになった。オデンらの進言を受けたスウェーデン政府は，

1972年にストックホルムで、開催された国連の「人間環境会議」で，国境を越え

た環境問題として酸性雨を提起する。 アンガス ・スミスが『大気と降水』のな

かで化学気候学の始まりを宣言し，酸性雨の環境影響について論じてから，ち

ょうど100年自の年であった。

4. ヨーロ ッパの国際論争

スウェーデン政府が人間環境会議に提出した報告書7）は，当然、のように賛否

両論の大きな反響をよんだ。隣国のノルウェーは好意的であり，指弾されたイ

ギリスやドイツは冷淡であった。大気汚染との長い戦いを体験してきた彼らに

とってみれば， 酸性の「雨」はあまり珍しくなかったのである。

ともあれ原因究明に乗り出した経済開発協力機構（OECD）は， 11ヵ国の参

加のもとに1972年に，長距離越境監視評価に関する協力計画（LRTAP）を発

足させた。オデンらの主張の真否を確認するためには，越境大気汚染を定量的

に評価する必要があった。このため，ヨーロッパを対象に「長距離輸送モデノレJ

の原版というべきものを開発し，硫黄化合物の排出量と沈着量の収支を国ごと

に算定したのである8）。また1977年には国連の欧州経済委員会（ECE）の賛助

をうけ，東ヨーロッパを含む16ヵ国の参加と国連環境計画や世界気象機構の協

カのもとに，欧州、｜監視評価計画（EMEP）が発足した。ヨーロッパ各国はこの

プロジェク トの発足により，同ーの観測マニュアルに基づいて酸性雨のモニタ

リングを行ない，原因物質の排出量のデータを共有し，長距離輸送モデルによ

り越境大気汚染の評価を行なうことになった。こうしてエグナーらがスウェー

デンで始めた小規模な観測は， 30年後にはイベリア半島から旧ソ連国境まで網

羅する大規模な観測ネットワークに発展していったのである。

ヨーロッパには現在約30ヵ国，約100地点からなる EMEPの観測ネットワ ー
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クが展開されており，ノルウェーの大気研究所に調整機能が委ねられている。

観測地点は，都市や工場の大気汚染の影響を避けた清浄地域のなかに置かれ，

大気と降水の試料の採取が24時間ごとに行なわれている。採取方法や分析方法

の選択は各国に任されてきたが，降雨にあわせて自動的にふたが開閉する採取

器（ウェットオンリーサンプラー）を使い，イオンクロマトグラフを用いて分

析することが推奨されている。初期の EACNは観測データ の品質管理にやや

難があり，それがデータ解析の解釈に対する異論につながった経緯がある。こ

のため観測データの品質管理には，細心の注意、が払われている9）。

初期に実施された実態調査の結果，降水の酸性化がほぼヨー ロッ パ全域を覆

う現象であり， 湖沼の生態系の衰退と も関係するこ とが確認された。ところが

OECDが行なった数値実験の結果，ヨーロッパ各国の聞には越境汚染が交互

する結果が得られたことから問題は複雑化した。計算の信愚性について議論は

残されたにせよ，各国は自国の環境対策と併行して，対外的な対応も迫られる

ことになったのである。1979年にジュネーブで開催された ECEの環境担当相

会議には，東ヨ ーロ ッパを含む32ヵ国が参加し，長距離越境大気汚染条約

(1983年発効）が採択された。またこの条約に基づき1985年には ECEに属す

る21ヵ国の署名のもとに，ヘルシンキ議定書（1987年発効）が採択された。こ

の議定書を批准した国は，通称「30%クラブ」と呼ばれる二酸化硫黄の削減協

約，つまり各国における1980年時点の排出量の最低30%に相当する部分を1993

年までに削減することが義務付けられ， 1984年の「酸性雨に関するカナダ・

ヨーロッパ環境担当相会議（オタワ会議）」を追認する形となった。さらに

1988年には， ECEに属する25ヵ国の署名のもとに， ソフィア議定書 （1991年

発効）が採択された。この議定書を批准した国は， 1994年までに各国の窒素酸

化物の排出量を， 1987年時点のレベルに凍結するこ とが義務付けられた。

排出量の具体的な削減方法は各国に任された。二酸化硫黄の排出源として矢

面に立たされたのは各国の電気事業である。電気エネルギーの供給をおもに石

炭火力発電所に頼ってきた経緯から，ヨーロッパで最大の排出源は中部の平原

地帯に集中している。 もっとも，エネルギー需給や環境問題をとりまく各国の

内情は相応に複雑であった。電気エネルギーをおもに原子力に依存するフラン

スは，最初から現在にいたるまで， 酸性雨にあまり関心を示さなかった。スウ

ェーデンから排出国のーっと指弾された旧西ドイツも，最初はこの問題に冷淡

であった。ところが圏内の森林衰退を目の当たりにしてから態度を急変し，ヨ
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ーロッパでもっとも熱心な排出量削減の推進国となった。イギ りスはへルシン

キ議定書を批准はしたが，対外的には削減率をなかなか約束しなかった。圏内

的には電力庁の民営化の問題も抱えていた。電気エネルギーをおもに水力に依

存するスカンジナビアには，もともと大規模な石炭火力発電所はなかった。だ

が本家のスウェーデンは，原子力発電の凍結という別の圏内事情により，電気

エネルギーの不足分を何に求めるかの検討を余儀なくされる ことになった。

1980年代の終わりに怒濡のように始ま った東ヨーロッパの崩壊は，排出量の

削減がまがりなりにも走り出していたヨーロッ パの酸性雨を錯綜させるものに

した。西ヨ ーロッパを凌駕するといわれながら，なかばベールに包まれていた

この地域の大気汚染の実態が露見したからである。旧チェコスロパキア，ポー

ラント＼旧東ドイツの 3ヵ国の国境地帯にある森林は， ほとんど壊滅状態にあ

ることが明らかになった。

5. 力ナダとアメリカの対立

前世紀の北アメ リカでは，ヨーロッパほど精力的な降水成分の調査は行なわ

れなかった。 1970年代になると，ライケンズらの陸水学者が酸性雨の研究を始

めた。経年的な酸性度のデータがないため，彼らは過去のデータを用いて，イ

オン平衡の仮定のもとに pHの変遷を計算し，北アメリカでも酸性化の兆候が

みられることを主張した。この結果には疑問も投じられた川。

1970年代の後半になると， 北アメリカにも酸性雨の観測lネットワークが設け

られるようになった。初期の関心は，サド”パリーの大製錬工場から排出される

二酸化硫黄の環境影響であったが，カ ナタは1976年に降水観測網 （CANSAP)

を設け，広域モニタリングを開始した。その背景には，圏内に沈着する酸性物

質の一部が，アメリカから越境したものではないかとしづ懸念があった。

一方のアメリカでは， 1978年に国家大気物質沈着計画（NADP）が発足し，

また1980年からは全米酸性降水評価計画（NAPAP）の傘下に，多くの分野を

網羅した大規模な調査が開始された11）。その結果， アメリカの北東部でも酸性

化は著しいことが確認された。 1980年にアメリカとカナダは「越境大気汚染に

関する合意覚書」を交換する。カナダは，自国の湖沼生態系の衰退は明らかだ

から，硫酸と硝酸の沈着量が 1haあたり 20kgを下まわるよう，排出源側で環

境対策を講ずるべきだと主張した。これに対してアメリカは，ソース（排出域）

とレセプター（影響域）との因果関係 （図 1）は科学的に説明されたものでは
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排出j原

0 排出j原の種類

。排出j原の高度

O 排出源の強度

大気圏

輸送ー拡散

沈着除去

地表面

0 土壌・陸水の酸性化
。森林の衰退

0 権造物の劣化・腐食

図1 大気中における酸性物質の輸送機構

ないとし自国の排出源に対して抑制を求めるには，なお調査－研究が必要だ

とし、う態度を最後まで崩さなかった。

1983年に30%グラフが発足すると，カナダはいち早くこれを上まわる50%の

削減計画を打ち出した。アメリカは事実上これを無視した。 1980年代の初め，

アメリカ国内で二酸化硫黄の70%近くを排出していたのは石炭火力発電所で、あ

った。だが日本とは違ってアメリカには電力会社が数百もあり，なかには環境

対策にすぐ費用を投じられない零細なものもあった。ともあれ矢面に立たされ

た電気事業は，電力研究所（EPRI）を中心に，精力的に酸性雨の調査・研究

を始めた川。 二酸化硫黄の排出源は五大湖の南東部に集中しており，降水の酸

性化が著しいのは五大湖の北東部であった。このため外｜境を越えた酸性物質の

輸送は避けられず，独自に酸性雨条例を制定したニューヨーク州など北東部の

諸州との聞には利害の対立も生じた。

国内で大議論が交わされたにもかかわらず， 1987年に発表された NAPAPの

中間報告書は 「酸性雨の影響は小さL、」とし、う消極的なものであり，レーガン

政権は酸性雨法の立法に対して後向きの姿勢に終始した。 1989年に発足したブ

ッシュ政権はまもなく， 2000年までに二酸化硫黄の排出量を1980年時点より年

間1,000万トン削減する内容を骨子に，大気浄化法の抜本的な改訂に乗り出す。

そしてカナダを訪問して，国内の環境対策を具体的に進める約束をし， 10年以

上にわたる科学論争はひとまず決着をみることになった。

排出量の削減をめぐるアメリカの経緯は，このようにヨーロッパとは当初か
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ら事情がやや違った。小国が陸続するヨ ーロッパの進め方は，科学論争の結論

を全部待たないで，政治決着の形で方向性を決めたものであり，森林土壌に対

する臨界負荷量の評価など研究の一部は将来の課題として残された。イギリス

は最後までこれに抵抗した。これに対して本質的にカナダ、との 2国聞の問題で

あるアメリカは，莫大な人物金を投じて調査 ・研究を先行しやや暖昧ではあ

るがその結果をふまえた形で圏内法を改訂し，対外的にも手打ちを行なった。

これも言い方を変えると，圏内産業の保護のため，時聞かせぎを図ったものに

他ならなかった。

し、ずれにせよ，排出量の削減が国際的な合意のもとに走り出したヨーロッパ

や北アメリカでは，酸性雨の問題は収束の方向に向かし、始めた。 1990年代にな

ると，環境問題の関心はもっぱら地球の温暖化に向けられるようになり，

EPRIをはじめとする電気事業の研究機関もプロジェクトの規模を大幅に縮小

した。 1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された国連の「環境開発会

議」はこれに拍車をかけた。酸性雨は先進国から途上国の環境問題と見倣され

るようになり，生産活動の進展が著しい東アジアに世界の関心が集まるように

なった。圏内の環境対策に見通しを得たアメリカは，極東地妓の環境安全保障

のカードに酸性雨を使い中国を牽制し始めた。また問題の解決に向けて，アシ

ア最初の先進国であり，環境問題に経験をもっ日本の役割が期待されるように

なった。

6. 日本の降水の化学

オスカー・ケルナーが1892年に帰国した後，降水の化学分析は農商務省の農

事試験場の手に移った。東京西ケ原の本場と畿内（柏原），九州、｜（熊本），陸羽

（大曲）の各支場では，ケルナーの門下筋にあたる川島禄郎の指導により 1913

年から20年間近くにわたって大がかりな調査が行なわれた。

川島禄郎の『肥料学』13）によると，上記の4地点のなかで窒素化合物の濃度

がも っとも高いのは東京であり熊本や大曲の濃度は希薄である。窒素化合物の

沈着量に占める各態の割合は，いずれもアンモニア態がも っとも大きく亜硝酸

態がもっとも小さい。これに対して，第 1次世界大戦の対ドイツ戦勝の結果，

1919年から日本の委託統治下に置かれるようになったパラオ群島のコロール島

（南洋庁産業試験所）では，窒素化合物の沈着量は日本よりもかなり多く，ま

た硝酸態の占める割合が大きい。 川島は，熱帯地方で植物の生育が旺盛な理由
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として，窒素化合物の供給が莫大なことも一因だろうと考えた。なお大気中に

おけるアンモニアの起源としては窒素を含む有機物の腐敗を，また硝酸と亜硝

酸の起源としては，空中放電をおもなものと してあげている。生産活動による

窒素酸化物の排出は，まだ注目されなかったようである。 1975年に同じ東京西

ケ原で、行なわれた観測結果と比較すると，アンモニアの濃度にはあまり差がな

いが，硝酸の濃度には約 3倍の増加がみられる。ちなみに1913年から1975年ま

での約60年間に，日本における窒素酸化物の排出量は約 6倍増加したと推定さ

れる。

降水の化学組成は農芸化学のほか林学，公衆衛生学，気象学などの分野でも

関心事であった。明治の初年から製錬工場の周辺で発現した鉱煙による森林の

被害は大きな社会問題であった。このため，森林の立地と鉱煙の関係に関する

調査が，久原工業の鏑木徳二など林学者によ って精力的に進められた14）。

都市の大気汚染も大きな社会問題であった。 早く から工業化が進んだ阪神地

域では， 日本のマンチェ スタ ーともよばれた大阪の大気汚染がまず深刻化した。

1918年に大阪市は，鏑木徳、二にヨー ロッパの大気汚染の調査を委託する。その

結果， ドイツやイギリスの状況が紹介され，北区扇町の市立衛生試験所の屋上

では， 1920年から大気汚染の観測が始められた。降下ばし、じん量の測定には，

木製の枠に取り付けた亜鉛引鉄製の漏斗が用いられ，大容量の硝子瓶に試料を

採取して溶解成分と非溶解成分の測定が行なわれた。この調査は，第 2次大戦

の末期を除いて70年間以上にわたって続けられた。 大阪市は1932年に全国に先

駆けて「ばいえん防止規則」を制定しその後の各都市における活動のきっか

けを作った15）。 第 2次大戦後，都市の大気汚染が再燃するなかで，降下ばいじ

ん量の測定は他の都市にも広がった。ラッセルらが考案したイギリス規格に準

拠したデポジットゲージが広く 用いられ，日本の降水量を考慮して採水瓶の大

きさに工夫がなされた。溶存成分の分析も順次始められ，いくつかの都市では

1960～1970年代にかけて降水の pHは経年的に低下したことが報告されてい

る16,17)。

1930年代になると降水の化学は，気象学の分野でも関心がもたれるようにな

った。 1933年に中央気象台の倉茂英次郎は，降水の化学の分野で浪lj候関係が将

来研究すべき項目を調査しその一つに「各地の降水の酸性度とそれが産業に

およぼす影響」をあげている18）。中央気象台は1935年に化学掛を新設し，同じ

年から品川暴風信号所，羽田出張所，神戸海洋気象台の3地点で降水の分析業
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務を開始した19）。東京での観測は三宅泰雄技師，神戸での観測は松平康男技手

（当時）が担当した。 東京と神戸のほか大阪，宇部，宮古，父島，浜松などで

も短期間の調査が行なわれた。調査結果は， 一雨ごとの成分濃度と沈着量，降

水量で荷重した月間の平均濃度とし、う現代の観測データと比べても遜色のない

形で整理され『気象要覧』の430～748に掲載されている。第 2次世界大戦の末

期に中断した中央気象台による降水の分析は，戦後の早い時期に再開された。

だが，気象行政の整理－統合のなかで，まもなくほとんどの地点で打ち切られ

た。最後まで、残った神戸海洋気象台でも， 1961年をも って約25年間にわたる観

測の幕を閉じた。

気象庁が岩手県三陸町の綾里で降水の分析業務を再開したのは，約15年をお

いた1976年である。この調査は世界気象機構の勧告を受けて，大気バックグラ

ウンド汚染観測網（BAPMoN）の一環として始められたものである20）。BAP-

MoNの観測地点は地球上の清浄地域を代表する基準観測所，これを補完する

地域観測所，地域観測所のなかでも二酸化炭素などの濃度測定を行なう拡大地

域観測所の 3種類に分けられる。綾里は地域観測所として出発したが， 1994年

に日本では初めて南鳥島に基準観測所が設けられ， 二酸化炭素の濃度や大気混

濁度とならんで降水成分のモニタリングが始められた。

7. 日本の酸性雨

わが国の酸性雨は，ヨーロ ッパや北アメリカとは少し違った形で、出発した。

1973年と1975年の梅雨の時期，霧や霧雨の気象条件のもとで，関東地方の住民

の多くから眼や皮膚の痛みを訴える届け出がなされた。農作物の一部には可視

障害もみられた。被害の届け出地域は気流の収束域にあたる梅雨前線の北側に

広がり，下層に気温の逆転がみられるなど，類似した気象条件のもとにあっ

た。届け出地域で酸性度の強い降水が観察されたことから，雨の降り始めの濃

度や組成が注目され，環境庁や関東地方の自治体によって調査が行なわれた。

その結果，人体の被害はホルムアルデヒトや過酸化水素など刺激性物質と水

素イオンとの相加作用によるものではないかと推定されたが，これらの物質の

起源や履歴は完全に解決せずに残された。皮肉なことに，環境庁が 5ヵ年計画

で調査を開始した1975年の夏を最後に，人体の被害はほとんど聞かれなくなっ

た。わが国ではこの一連の事件をさして「湿性大気汚染」あるいは酸性雨とよ

んできた21）。
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湿性大気汚染の調査が行なわれた1970年代中ごろの日本は， 1960年代に大き

な社会問題となった大気汚染をうけて1968年に大気汚染防止法が制定され，二

酸化硫黄などの排出が量的に厳しく規制され始めた時期に符号した（図2）。同

じころヨーロッパや北アメリカで喧伝された越境大気汚染は，東アジアではま

だ問題視されていなかった。当時として世界を先行した大気汚染の防止対策

と，独特の気象条件や地理要因もあいまって，わが国では欧米のような広域的

な骸性雨の被害は，将来にわたって生じないとしづ見方が支配的であった。 日

本列島の上層には偏西風が吹くこと。周囲を海に固まれた島国て、あり物質が滞

留しにくいこと。酸性物質に対して緩衝能をもっ土壌が多いこと。閉鎖性の湖

沼が少なく陸水の交換が早いことなどが（あまり明確な根拠なく）その理由と

していわれた。

ところが，1976年に群馬県衛生公害研究所の関口恭ーが，関東地方の広い地

域でスギ枯れがみられることを報告却しその原因として酸性雨の影響を指摘

したことから事情は変化した。原因不明のスギの衰退とオキシダント指数の分

布にはよい対応がみられることも指摘され，環境庁と林野庁は1985～1986年に

緊急調査を行なった23）。これに先立って環境庁は， 1983年に酸性雨対策検討会
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図2 わが国における二酸化硫黄と窒素酸化物の排出量の准移
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（主査 ：大喜多敏一）を設置し，影響が顕在化したときに備えて 5ヵ年計画で

「第 1次酸性雨対策調査」を開始していた。その結果，全国の多くの地点で欧

米なみの量の酸性物質が沈着している実態が確認された24）。

環境庁の第 1次調査は1987年度に終わり， 1988年度からは 5ヵ年計画で「第

2次調査」に引き継がれた。第 2次調査では，第 1次調査で自治体に委託した

29地点をすべて廃し，補正予算により国設大気測定局に酸性雨の測定器を設置

した。「自動計測機」による単位降水量ごとの濃度の測定と，自動開閉型の採

取器による試料の採取 ・分析が行なわれた25）。

第2次調査は1993年度に終わり， 1994年度からは 5ヵ年計画で「第 3次調査」

に引き継がれた。 第 3次調査の重点は，酸性雨の未然防止を目標に掲けeたこと

である。既設の国設測定局に加えて，新たに離島に酸性雨測定所を新設するな

ど，観測ネットワークの拡充・強化が図られた。第3次調査の『中間とりまと

め』は1997年 4月に発表された26）。このなかでは，日本海側で冬季に硫酸イオ

ン濃度の上昇が認められ大陸の影響が示唆されること。アルカリ度の低い湖沼

が確認され，数値実験の結果では，早い場合30年後に酸性化する可能性がある

こと。原因不明の樹木衰退が引き続き確認されることなどが述べられている。

日本海側の酸性雨については，関連学会などで指摘されてきた越境大気汚染の

影響が追認される形となった。

湿性大気汚染が喧伝された1970年代の中ごろから，自治体による酸性雨のモ

ニタリングが各地で行なわれるよ うになった。 1983年に始ま った「第 l次調査」

は，環境庁の主宰によるものであるが，実質的に調査を支えたのは自治体の試

験研究機関であった。 1988年に始ま った「第 2次調査Jでは，観測地点が国設

大気測定局に切り替えられたため，自治体の試験研究機関が中心となり行政枠

を越える形で北海道東北，関東甲信越静，東海近畿北陸，中国四国，九州沖縄

の5ブロックを構成して地域モニタリングを開始した。第 l次調査と同じ「ろ

過式採取器」を用い，梅雨など特定の気象条件を選んで集中観測を行なった。

1991年からは全国公害研協議会の傘下に，全国150地点あまりからなる独自の

ネットワークが展開されている27)。

電力中央研究所では， 1987年 9月から全国規模で酸性雨のモニタリングを開

始した。この調査の特徴は「硫黄化合物の輸送と収支」の解析に資することが

当初から目標に掲げられたことである28）。このため観測地点の選択に吟味がな

され，気候区分の代表15地点とパックグラウンド（島しょ ）の代表 5地点から
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なるネットワークが構築された。この観測は， 1990年10月以降は西日本地域へ

の集中化が図られ，電力中央研究所が主宰する中国，台湾，韓国を含む東アシ

アの観測ネットワ ークの一環に組み込まれた。自動開閉型の採取器を用いて，

同ーマニュ アルのもとに実施したモニタリングとして東ア ジアでは最初のもの

であるが，所期の目的を達したため1996年 9月に 9年間の調査の幕を閉じた。

8. 東アジアの酸性雨

東アジア地域における二酸化硫黄の排出量は，近年，たいへん急激に増加し

ている。この傾向が著しいのは中国であり，石炭の利用を介したエネルギー消

費量の拡大が最大の原因となっている。中国における酸性雨の調査は， 1970年

代の終わりに試行的に始められ，重度など西南地域の都市では，当初の予想よ

りも酸性化は著しいことが判明した。同じころ行なわれた北京や南京の調査で、

は，酸性化の兆候はみられないが，硫酸や硝酸の濃度はたいへん高いこともわ

カミった29）。

1981年に「全国第 1回降水汚染及び酸性雨問題討論会」が開催され，西南地

域で酸性雨の調査を行な う必要性が指摘された。国家環境保護局は翌年 「全国

第 1回酸性雨会議」を主催しその結果を受けて第 6次 5ヵ年計画の一環とし

て1983年から 2年間，西南 2省（四川省，貴州省）で本格的な調査（第 1次調

査）が行なわれた。その結果，西南地域の都市の酸性雨は， きわめて深刻な状

況にある ことが確認された。平坦な北東地域と比べると大気の交換時聞は長

く，降水量は多く，土壌の酸緩衝能は弱L、ことなどが理由としてあげられた。

以上の結果を踏まえ，国家科学技術委員会と国家環境保護局は，第 7次5ヵ

年計画の一環として， 1985年から 3ヵ年計画で 「第 2次調査」を行なった。こ

の調査は， 国家環境保護局が作成した観測マニュアルをもとに，チベット と台

湾を除く 28省区で展開されたものである。 観測地点は中央政府が管轄する 1級

観測点，省政府が管聖書する 2級観測点，市政府その他が管轄する 3級観測点の

3種類で構成され，中国全域に200地点あまりからなる大規模な観測ネットワ

ークが設けられた。 華南 3省（広西自治区，広東省，海南省）では重点観測も

行なわれた。その結果， 降水の酸性度は年々上昇の傾向にあること，酸性度の

強い降水が降る地域は局地的なこと，酸性度の強い降水のある地域は拡大の傾

向にあること， 農作物 森林・建築物などに大きな被害が生じていることが判

明した30）。
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1990年以降は，第8次5ヵ年計画のもとに筆中7省（湖南省，折江省， 山東

省，湖北省，福建省，江蘇省，安徽省）を中心に調査が行なわれた。国家環境

保護局のほか，水利部，電力工業部，国家気象局，中国科学院，林業部，全国

の大学，省市政府などがプロジェクトを分担する形になっている。国家レベル

の調査が終わった西南地域などのモ ニタリングは，地方政府に判官されてい

る。これまでの結果によると，従来からいわれてきた西南地域よりも華中地域

の酸性雨が深刻である。も っとも酸性度の強い降水は，湖南省の長沙で観測さ

れるなど，巨視的にみると酸性化は西から東へ広がっている。 中国でみられる

環境の被害には，酸性の雨だけではなく，大気汚染物質の直接的な影響も関与

している可能性が高い。だが酸性化の原因が，燃料消費量の大部分を占める石

炭の燃焼によ って排出されたこ酸化硫黄にあることは確かである。行政当局は

石炭の硫黄分の低下，住宅暖房のガス化，環境アセスメントの実施，大気拡散

モデ、ルの導入などの環境対策を策定し計画の一部は実行に移されてきた。

韓国における酸性雨の調査は， 1970年代の終わりにソウルと蔚山で行なわれ

たのが最初である。 1980年に環境庁（現環境処）が発足すると，国立環境研究

院がソウル地域に18ヵ所の観測局を設け 1年間の予備調査を行なった。この調

査結果を受けて， 1983年には標準型の採取器が作成され，ソウルをはじめ全国

20地点でモニタリングが始められた。 1984年には環境庁により『酸性雨測定網

運営指針』が制定され，全国で本格的な調査が始められた。観測局の数はその

後も増加し，自動開閉型の採取器への切り替えが行なわれるなど，ネットワー

クの整備－拡充が進められた。 1995年現在，全国39都市の92地点でモニタリン

グが行なわれている31）。酸性雨の調査は，おもに都市を中心に進められてきた

が，最近では海岸や農村など，非汚染地域の実態についても関心が高まってい

る。また黄砂の襲来時の降水の性状に関する研究や，長距離輸送モデルの開発

も行なわれている。ソウルにおける降水の pHは，夏季にやや高く冬季にやや

低くなる傾向がある。工業都市の蔚山では， 1993年以降，降水の pHに上昇の

傾向が認められる。残念ながら北朝鮮の状況はよくわからない。

台湾における酸性雨の調査は，行政院環境保護署によって1984年に始められ

た問。西海岸の台中にアジア最大級の石炭火力発電所を建設中の台湾電力公司

も，独自の調査研究を進めている。 1990年には環境保護署によって，離島の 1

地点を含む10地点に観測局が設けられ， 1994年には 2地点が追加された。試料

は自動開閉型の採取器を用いて24時間ごとに採取し，中央分析所に回収のうえ
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化学分析が行なわれている。乾性沈着量の評価について，代理表面法と含浸ろ

紙法による観測が行なわれていることは特筆される。これまでの結果による

と，酸性度の強い降水はおもに台北など北部で春季にもっとも多く発現してい

る。降水成分のなかで，硫酸と硝酸の濃度はこれと似た季節変化を示す。東ア

ジアを対象にした長距離輸送モデルの開発も，台湾大学などで進められてい

る。北東モンスーンの影響が大きい冬季の場合は，台湾の大気質に影響をおよ

ぼすおもな排出源は上海付近にある。これに対して春季の梅雨季の場合は，お

もな排出源は華南地域にあることが推定されている。台湾でははじめて1995年

5月に「東亜地区酸雨国際研討会」が開催された則。

東アジア各国の酸性雨モニタリングが，比較的早くから組織的に行なわれた

のに対して，東南アジア各国の取組みは遅れていた。この地域では，ケルナー

が東京で降水のモニタリングを行なったのと同じころ，オランダ，イギリス，

フランスなど旧植民地の宗主国による調査が行なわれた。ロザムステッドの農

事試験場のミラ ーは， 1913年に『へブリデスとアイスランドにおける降水の化

学組成』と題する論文34）を発表しこのなかでアンガス・ス ミス以来50年間に

わたる世界各地の観測データを集成した。そのなかには東京のほかジャワ，カ

ルカッタ，ハノイなどにおける興味深いデータが掲載されている。植物の生育

が旺盛な熱帯の観測データが，窒素化合物の起源を知るために必要とされた結

果である。 1970年代になると， BAPMoNの整備が進み，東南アジアにも観測

地点が設けられるようになった。欧米の研究機関の協力のもとに，既往のデー

タの整理や解析も始められた。だが，これまでの調査は予備的なものが多く ，

本格的なモニタリング体制の確立は今後の諜題である。東南アジアには，マレ

ーシアやタイの主導のもとに「南 －東・東南アジア酸性雨ネットワーク（AR-

NSESEA)Jを構築する動きがある。わが国の環境庁が提唱する 「東アジア酸

性雨ネットワーク構想」との連携も検討されている。

東アジアの各国は独自に酸性雨のモニタリングを展開してきた。だが，試料

の採取や分析の方法は各固まちまちであり ，ヨーロ ッパの EMEPや北アメリ

カの NAPAPのように，標準化されたモニタ リング体制はなかった。こう した

背景のもとに，アジア地域に共通の観測ネットワークを展開することの必要性

が高まり，国連環境開発会議，環日本海環境協力会議，エコアジア環境相会合

などの場で議論がなされてきた。

1992年に環境庁は「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想」を提唱
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しその実現に向けて 4回の「専門家会合」を開催してきたお）。1995年11月に

新潟で開催された第 3回の専門家会合で合意の形成がなされ「湿性沈着」「乾

性沈着」「土壊・植生J「陸水」の 4つの分科会に別れて，技術マニュ アル原案

の策定を進めた。 1997年 2月に広島で開催された第 4回の専門家会合でマニュ

アル原案は採択され，ネットワークセンタ ーは新潟に置かれることも了承され

た。湿性沈着マニュアルの原案は，ヨーロッパや北アメリカの現行に近い内容

になっており，内外の各機関が行なう調査も今後はこれに準拠することが推奨

されよう。環境庁の第3次調査が終わる1999年以降，国設観測網 （の一部）が

このネットワ ークに継承された場合には，現行の体制にも何らかの見直しが必

要となろ う 。 ~IJにガイドラインを定める乾性沈着モ ニ タリングとの整合も図る

必要がある。いくつかの間題点は残されているにせよ，東アジアの酸性雨モニ

タリングネ ットワークは， 2000年の正式稼働に向けて大きく 前進することにな

っfこ。

9. 電力中央研究所による取組み

わが国の電気事業では，環境保全を経営の重点課題に位置づけ，地域社会と

の共存を図ってきた。火力発電所の建設にさいしては，事前に広範な環境アセ

スメントを行なって環境の保全や保護につとめ，また化石燃料の使用にあたっ

ては，良質な燃料の利用，さまざまな環境対策の実施，燃焼方式の改善などを

積極的に進めてきた。発電の過程で生じる副産物や廃棄物の処理・処分につい

ても，素材として リサイ クルの割合を広げるなど省資源化に努めてきた36）。

ところが，環境問題をとりまく内外の情勢は，過去10年の聞にたいへん大き

く変化した。地域社会の枠を越えた広域規模の環境問題にも関心が集まり，エ

ネルギーと環境との調和が強く求められるようになったのである。こうしたな

かで電力中央研究所では， 1980年代の中ごろから酸性雨の研究を始め，基礎デ

ータの蓄積や現象のモデル化に取組んで、きた。 1987年には，通商産業省からの

受託研究「広域環境影響等評価技術実証調査」がスタートし，所内研究と受託

研究を連動させる形で，基礎から応用にわたる幅広い分野の研究を進めてき

た。

1996年度までの研究の結果「硫黄化合物が関与した酸性雨」の全体像は，あ

る程度明らかにすることがで－きた。このため1997年度からは， 世界的にみて対

応が遅れている 「窒素酸化物が関与した酸性雨」の研究に重点的に取り組んで
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いる。生産活動にともなって排出された原因物質は，大気中をどのように輸送

され，どこにどのくらい沈着するのか。沈着した酸性物質は土壌－陸水－森林

系をどのように循環し，どのような形で環境に影響をおよぼすのか。将来の環

境の変化はどのように予測され，これを未然に防ぐためには，どのような対策

を講じねばならないのか。以上の全体像を明らかにすることが最終的な目標で

ある37)。

まず広域的な観測ネットワークを独自に展開して，日本列島の硫黄化合物の

収支を調べた。その結果，日本全域の硫黄化合物の全（湿性＋乾性）沈着量は，

みかけ上，この地域から排出される人為起源の二酸化硫黄を 2倍以上上まわる

ことがわかった。硫黄化合物の起源を明らかにするため，長距離輸送モテ‘ルを

開発して解析した結果，圏内に沈着する硫黄化合物の うち，園内の人為起源に

由来するものは約40%，火山活動に由来するものは約20%，国外の人為起源に

由来するものは約40%と推計された38）。

東アジアからの二酸化硫黄の排出量は， 1990年現在，年間約2,500万ト ンと

推計され，このうち約85%が中国から排出されている （図的。科学技術政策

研究所の見積もりによると，このままの状態（現状固定，自然体）で推移した

とき， 2010年に東アシアで予測される二酸化硫黄の排出量は，現在の約 2倍に

相当する年間約4,700万トンに達する39）。ヨーロッパや北アメリカを凌駕する

世界最大の排出源が，近い将来，東アジアに誕生する可能性はきわめて高いの

である。こうした状況におかれたとき，わが国の自然環境に何らかの変化が現

れる可能性はないのだろうか。

環境の酸性化がすでに顕在化しているヨーロッパや北アメリカでは，河川・

湖沼の水質変化を予測するモデルが開発され，環境対策の策定に利用されてい

る。 EPRIが開発した流域の酸性化予測モデル（ILWASモデ、ル）をもとに，

鉱物の風化速度や植生の作用などに仮定をおき，わが国でも っとも影響が生じ

やすいと考えられる流域条件を設定して，水質の長期予測を行なった。このよ

うな流域類型でも，現状レベルの酸沈着量が続く限 り顕著な酸性化は生じな

い。だが，沈着量が現在の 2倍程度になると，その累積効果によって，長期的

には河川水の酸性化が起こりうる可能性がある。

樹木に対する酸性物質の影響を評価するため，し、く つかの針葉樹と落葉広葉

樹を対象に暴露実験を行ない，可視害の発現や乾物生長に対する影響を調べて

きた。わが国でみられるスギの衰退には，オゾンと水ストレスの影響が複合的
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図3 東アジアにおける最近の二酸化硫黄の排出量の分布

に関与している可能性が高い。また，現状レベルより高濃度の二酸化硫黄が負

荷されたときには，乾物生長は低下する可能性のある樹種がし、くつかある。こ

のため，仮に東アジア地域で二酸化硫黄の濃度が大幅に上昇することがあれ

ば，現状 レベルで

よつて，いくつかの樹種に影響がおよぶ可能性がある。

森林土壌に対する酸の「臨界負荷量」の研究は，ヨーロッパで開始され，最

近では東アシアにも適用が試みられるようになった。電力中央研究所では，可
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能なかぎり野外の実測データを評価に反映させることを方針に，群馬県の表層

土壊を対象に臨界負荷量を推定した。推定された臨界負荷量は，世界銀行の酸

性雨プロジヱクト「RAINS-AsiaJで推定される臨界負荷量より約 l桁高い値

であった。土壕酸性化にともなう影響発現のしきい値は，ヨーロッパの方法を

踏襲して塩基とアルミニウムの濃度比（BC/Al比）= 1とした。だが，人工酸

性雨を用いた暴露実験の結果によると，この値は樹種によって異なるため，わ

が国の森林生態系を考慮したしきい値の設定や評価モデルの整合性について

は，今後とも検討が必要である。

酸性雨の構造物影響については，社会的な付加価値が高いコンクリート構造

物を対象に検討を進めてきた。短期間の実験結果から化学的劣化を評価する促

進実験の方法はないため，水和物の分解や強度に関する長期的な評価は難し

い。だが表面侵食量については，降雨量との関係で評価が可能ではないかとみ

られる。暴露期聞が短いこともあって，現時点では表面侵食以外の影響は著し

く現れていない。より明確な傾向が判断できる状態まで実験を継続し，劣化の

力学的－物理的化学的なメカニズムを明らかにしたい。

10. おわりに

酸性雨をめぐる世界の趨勢は，現在，大きく変わろうとしている。 1980年代

までの酸性雨は，先進国が集まるヨーロッパや北アメリカの環境問題であっ

た。だが，排出量の削減が国際的な合意のもとに走り出した結果，問題は収束

化の方向に向かい始めた。

これに対し，来世紀に向けて発展が予想される東アジアでは，重要な環境問

題として大き く浮上するようになった。圏内問題の立場に固執してきた中国

ι量的な評価はともかく実態として，この地域に広域的な物質輸送が存在す

ることに表立って反対しなくなってきた。 5年に一度開催される「酸性雨国際

会議」の次回は，アジアでは初めて2000年に日本のつくばで開催されることに

なった。また「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想j も，環境庁の

尽力により， 2000年の正式稼働に向け 2年間の試行の段階に至った。東アジア

の酸性雨が，次世代の重要な環境問題として世界の関心を集め，その解決に日

本の貢献が強く求められるようになった証といえよう。もはや日本の参画なし

にプロジェクトは進捗しない趨勢になった反面，独り日本が最新の環境対策を

施せばよいという時代ではなくなったので、ある。
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問題の取組みにも少しずつ変化が現れ出した。各機関・各団体がそれぞれの

特徴を生かしながら，いろいろな切り口で技術協力や共同研究を進めるように

なった。研究の対象も硫黄酸化物から窒素酸化物へ，湿性沈着から湿性沈着＋

乾性沈着というように変化し始めた。また世界銀行の RAINS-Asiaプロジェク

ト刊）に代表されるように，酸性雨の全体像を一貫したモデルで、捉え，実効ある

環境対策の提案に役立てようという「社会科学型」の研究も志向されるように

なった。

環境問題の発現が予測されたとき，あるいは既に発現しているとき，ソース

（排出域）とレセプター（影響域）との因果関係（図 1）を定量的に説明し，

科学の成果を対策の実現に反映させるとし、う筋道は避けて通れない。両者を介

在するのは，大気圏 －水圏・地圏－生物園における物質輸送と物質循環という

自然科学の基本原理である。相手国に対策の実現を迫るうえで，厳密な科学的

裏付けが要求されるのはもちろんであり，アメリカがカナダに反論したのもこ

の点であった。一方，科学的な結論を持って対策を講じたのでは往々にして遅

すぎるのも確かであり，ヨーロッパは政治決着の形で方向性を決める道を選ん

だ。 21世紀に向けて排出量の増大が予測される東アジアでは，将来の選択肢に

ついて，今後大きな議論が展開されることになろう。

こうした趨勢をふまえ，今後の電力中央研究所の研究は当面の目標を2000年

において「広域輸送の評価」「環境影響の評価」「総合評価」 の三本柱のもとに

展開したし、と考えている。広域輸送の評価では，大気圏を対象に窒素化合物の

動態の観測を行ない，排出から沈着までの過程をモデル化する。長距離輸送モ

テルは，電力中央研究所のほか内外の大学や研究機関でも開発され，その計算

結果に基づいて，排出量と沈着量の関係が算定されるようになった。だが，各

機関の計算結果には，現在のところやや幅があるのが実状である。各国－各機

関が越境大気汚染の認識を共通のものにするためには，国際的な議論が早急に

必要である。

環境影響の評価では，地表面に沈着した酸性物質が， 地閤－水圏－ 生物園を

循環する過程を追跡し，環境が許容できる負荷量を評価するとともに，樹木の

衰退におよぼすいろいろな要因の複合影響を解明する。具体的には森林への総

沈着量の評価，流域の酸性化予測，臨界負荷量の評価，樹木影響の評価，コ ン

クリー卜構造物影響の評価の各課題を進めている。

総合評価では，東アジアで予測されるエネルギー需給を分析し原因物質の
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排出量の推移をシナリオ化して，将来にいたる沈着量の分布やその変化を予測

する。以上の作業を踏まえて，大気圏からの負荷量が地圏－水圏－生物閤のも

つ許容量の限界点に達する 「時期」を明らかにし現実的にみて実行が可能な

解決方策を提案してし、く。

人類が直面する経済成長，資源エネルギー，環境の 3つのトレードオフは，

しばしば「トリレンマ」の名で呼ばれる。 トリレンマを解決するためには，環

境の部分を切り離すのではなく ，あらゆる分野の叡知を結集した総合的な取組

みが不可欠である。電力中央研究所では，独自の構想に基づく 研究の展開を図

ると同時に，国際的な研究ネ ットワ ークの一員としての責任を全うし， 東アシ

アの環境問題の解決に貢献していきたい。
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