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1. ISAP2009：国際フォーラム概要

　財団法人地球環境戦略研究機関（Institute for 

Global Environmental Strategies: IGES）は、アジア

太平洋地域の持続可能な開発の実現に向けた実践

的・革新的な政策研究を実施し、その成果を政策

形成に反映してきた。昨年度設立 10周年を迎え

た IGESは、地域および国際社会へのさらなる貢献

が期待されていることを再認識し、今回、同地域

の持続可能な開発に関する専門家や関係機関との

情報共有の促進や連携強化を図ることを目的とし

た「持続可能なアジア太平洋に関する国際フォー

ラム（International Forum for Sustainable Asia and the 

Pacific: ISAP2009）－コペンハーゲンに向けて：低

炭素で持続可能なアジア太平洋を実現する新たな

道筋」を開催した。（後援：環境省、神奈川県、兵

庫県、北九州市、葉山町、国立環境研究所、国連

環境計画アジア太平洋地域事務所［United Nations 

Environment Programme / Regional Office for Asia and 

the Pacific: UNEP/ROAP］、国連アジア太平洋経済

社 会 委 員 会［United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP］、国

連大学［United Nations University: UNU］、アジア

工 科 大 学 院［Asian Institute of Technology: AIT］、

エネルギー資源研究所［The Energy and Resources 

Institute: TERI］）

　ISAP2009は、6月 26日（金）～ 27日（土）の

二日間にわたり湘南国際村センターと IGES本部

（神奈川県三浦郡葉山町）で開催され、「低炭素型

発展」「持続可能な消費と生産」「生物多様性」を

主要テーマに、発展途上国のニーズに適切に応え

る低炭素型の発展の道筋と方策を中心に活発な議

論が行われた。ISAP2009は、① IGESの最新の研

究動向を発表するオープンフォーラム、②テーマ

別専門家ワークショップ、③ IGESが関与している

国際的なネットワーク会合からなり、各セッショ

ンの議論や参加者間のネットワークの相乗効果を

生み出す構成とした。会期中、オープニングセッ

ションと 10のオープンフォーラム、9の専門家

ワークショップ、2つのネットワーク会合が開催

され、海外からの参加者 100名以上を含む、企業・

環境関連機関の関係者等 500名の参加があった。

（ISAP2009のプログラム・プレゼン資料は、

より

ダウンロード可能）。

2. オープニングセッション

　オープニングセッションでは、浜中裕徳 IGES理

事長の開会挨拶に続き、竹本和彦環境省地球環境

審議官、小野義博神奈川県副知事による来賓挨拶

が行われた。引き続き、ジャーナリストで IGES理

事でもある幸田シャーミン氏による司会の下、ネ

イ・トゥーンニューヨーク州立大学教授による「持

続可能なアジア太平洋に向けた低炭素社会」とピー

ター・ピアソン英国インペリアルカレッジエネル

ギー政策・技術センター所長による「低炭素エネ

ルギーシステム構築研究の最前線」の 2つの基調

講演（注 1）が行われた。トゥーン教授は、持続可

能な社会を構築する上でアジア太平洋地域が重要

な役割を担っていることを指摘し、それに向けた

3つの大きな変革として、気候変動に関する効果

的・適切な合意、低炭素型インフラ整備、熱帯雨

林の保護・保全の必要性を示した。ピアソン所長は、

講演の中で、一国の例に倣ってのみ将来を考える

ことは危険であるとし、英国を含む他の国々の経

験から学びつつ低炭素社会を目指す必要性につい

て言及した。また、低炭素エネルギーシステムの

ための展望、戦略、政策を同時に創成していくこ

との重要性等を示唆した。

アジア太平洋の持続可能な社会を求めて

～第 1回「持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム」（ISAP2009）

開催報告

(財 )地球環境戦略研究機関 プログラム・マネージメントオフィス　研究員　　松本 京子



－ 2 － － 3 －

地球環境研究センターニュース　Vol.20　No.5（2009年8月）

　続くパネルセッション 1では、「主要各国におけ

る低炭素社会への移行に向けた取り組み」につい

て議論を行った。エリック・ケイラーニューヨー

ク州立大学教授より、米国ではオバマ政権樹立後、

気候変動問題に関し科学根拠を基礎とした政策へ

移行してきていることが指摘された。また、中国・

ブラジル主導でインターアカデミー・カウンシル

（InterAcademy Council: IAC）より出版され、世界

的エネルギー開発のための科学的合意の枠組みを

示した “Lightning the way” が紹介された。シア・

クンバオ中国環境保護連合会理事からは、中国に

とって低炭素経済の発展は重要な指導方針であり、

それに向けた国内法整備・エネルギー削減計画策

定・研究機関の設立・国際機関等との協力につい

て報告が行われた。

　また、インド政府が推進する太陽光エネルギー

開発・利用、エネルギー効率化等を掲げた行動指

針やエネルギー市場の再編、ビジネスセクターと

地域市民による協働の重要性、技術移転や資金面、

レベレッジ等克服すべき課題について、エネルギー

資源研究所（インド）のリトゥ・マトゥーエネル

ギー政策環境副部長が言及した。ジョン・フェイ

ソン韓国環境政策・評価研究院前所長は、韓国政

府による環境と成長の調和を促す低炭素グリーン

成長ビジョンとそのための気候変動への対応、エ

ネルギー自給、新たな国家発展活力の創出、環境

と生活の質の向上の重要性について明言した。西

岡秀三国立環境研究所特別研究員・IGES研究顧問

は、1990年比 70％の CO2排出削減について、日本

の技術をもって、エネルギー需要を満たし目標を

達成することが可能であると説明した。また、多

くのアジアの国々が、低炭素社会実現への良い位

置にいることを踏まえ、都市開発における低炭素

社会のメインストリーム化について言及した。ま

た、2009年 4月に設置された低炭素社会国際研

究ネットワーク（International Research Network for 

Low Carbon Societies: LCS-RNet）（注 2）について

紹介を行った。

　パネルセッション 2では、「日本における低炭

素社会への移行に向けた取り組み」のテーマの

下、環境省、地方自治体、企業、NGO、研究所の

立場から意見交換が行われた。瀧口博明環境省地

球温暖化対策課国際対策室長からは、2020年まで

に 2005年比で 15％の排出削減とする日本の中期

目標および目標を決定するにあたっての 3原則が

紹介され、低炭素社会に向けた政府の役割として

4つの柱（制度、ソフトインフラ、ハードインフ

ラ、自然保護）の推進が示された。国立環境研究

所の甲斐沼美紀子氏は、2050年までに 1990年比で

70％の排出削減を達成するために必要とされる取

り組み方策を示し、低炭素社会へ向けて住民の意

識向上が重要であること等を指摘した。

　北九州市の櫃本礼二氏は、公害からの環境改善

と経済発展を同時に成し遂げてきた北九州市の取

り組み等を紹介した。また、トヨタ自動車株式会

社の笹之内雅幸氏からは、排出削減を実現するた

めの技術革新の必要性等、低炭素社会へ向けた企

業の立場や考え方が示された。環境エネルギー政

策研究所の飯田哲也氏からは、日本の環境エネル

ギー政策について説明があり、日本が削減目標を

達成するためには、現行の環境エネルギー政策に

おけるパラダイムシフトが必要である点が言及さ

れた。

3. オープンフォーラム

　第一日目午後からは、IGESの研究動向を発表

するオープンフォーラムを開催した。気候政策プ

ロジェクトのセッションでは、アジアにおけるコ

ベネフィットアプローチは、都市部の大気汚染改

善やエネルギー保障等開発のニーズと温室効果ガ

ス削減政策が深く政策形成に関わっていることが

指摘され、さらなる実質的なコベネフィットアプ

ローチを推進する必要性が言及された。森林保全写真 1　国際フォーラムの様子
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プロジェクトのセッションでは、国際交渉にお

ける森林の減少・劣化による排出削減（Reducing 

Emissions from Deforestation and forest Degradation: 

REDD）の最新動向と各国の REDDの準備枠組み、

適切な政策不在状態での REDD実施の危険性お

よび将来の展開について議論が行われた。市場メ

カニズムプロジェクトのセッションでは、クリー

ン開発メカニズム（Clean Development Mechanism: 

CDM）と共同実施（Joint Implementation: JI）の

現状およびプロジェクトが作成している CDMや

JIに関するデーターベース分析を通じた両メカニ

ズムの展望について報告が行われた。また、気候

変動に関する国際連合枠組条約（United Nations 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC）

での国際交渉における主な論点についても参加者

と情報を共有した。経済分析チームのセッション

では、貧困削減と環境負荷の軽減のために地域環

境政策評価モデルを使ったアジアにおける環境お

よび地域協力政策、越境エネルギーインフラ投資

事業の地域環境、社会、気候変動への影響、貿易

を考慮した国別の排出量等の研究成果を中心に議

論を行った。

　バイオ燃料プロジェクトのセッションでは、ア

ジアのバイオ燃料政策について、各国の環境、社会、

経済的側面を考慮し、エネルギーや農業等他の政

策との統合的な策定が重要である点が指摘された。

また、ビジネスと環境プロジェクトが家庭や中小

企業の CO2排出量の要因分析や削減方法について

コンサルティングを実施している「うちエコ診断」

事業の紹介や、自治体や NGO等さまざまなステー

クホルダーによる CO2削減方策についても議論が

行われた。

　廃棄物・資源プロジェクトのセッションでは、

急速な自然資源減少や経済活動による生態系への

影響を軽減するためには、製品のデザインや消費

パターン、製品のライフサイクルを含んだアプロー

チの必要性を鑑み、プロジェクトが実施してきた

廃棄物管理とその資源効率研究のみならず、持続

可能な生産と消費パターンの開発を展開し、地域

レベルで研究および情報共有を進めることが求め

られる点について言及があった。

　能力開発と教育プロジェクトのセッションでは、

世界的な環境問題に取り組むために、環境分野の

能力開発、特に、低炭素社会確立のための環境人

材育成が急務である点が指摘された。2009年 3月

に環境省の主導により発足した「環境人材育成コ

ンソーシアム」準備会の活動概要や、日本、タイ、

中国で実施されている産学官民連携による環境人

材育成の取り組みについて紹介された。

　淡水プロジェクトのセッションでは、経済的イ

ンセンティブによる地下水保全の効果について、

プロジェクトが実施してきたアジアの主要都市に

おける事例研究と、中国、オーストラリア、イン

ドにおける各々の取り組みについて情報共有が行

われた。また、アジア太平洋水フォーラム管理理

事会にて、プロジェクトがアジア太平洋水フォー

ラム水知識ハブの地下水担当ハブとなったことが

報告された。

4. 専門家ワークショップ

　今後の IGESの研究展開を見据えた個別の議論を

実施する専門家ワークショップも同時開催された。

「低炭素社会構築のためのステークホルダー対話」

では、研究者は、政策立案者に対して、分野横断

的な観点から低炭素社会に向けた明確な概念や移

行へ必要な概念を提供する必要性があり、その必

要性から生まれた LCS-RNetは非常に重要な役割を

担っており、情報共有のための協働研究メカニズ

ムや適切な政策の普及等にも貢献していくことが

示された。また、「低炭素社会構築に向けた人材育

成のための産学官民のパートナーシップに関する

専門家会合」も開催され、日本、タイ、中国にお

ける持続可能な開発に向けた環境人材育成の取り

写真 2　専門家ワークショップの様子
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組みについて議論が行われた。

5. ネットワーク会合

　ネットワーク会合として、IGESが事務局を務め

るアジア太平洋環境開発フォーラム（Asia-Pacific 

Forum for Environment and Development: APFED）（注

3）国際ワークショップ「生態系管理と生物多様性

のための革新的な政策と地域に根ざした活動」と

第 7回アジア・ヨーロッパ環境フォーラム（Asia-

Europe Environment Forum: ENVforum）（ 注 4） 円

卓会合が開催された。両会合は、名古屋で 2010年

に開催される生物多様性条約第 10回締約国会議

（COP10）に向けて、テーマを「生態系サービスと

生物多様性」に設定し議論が行われた。

　アジア・ヨーロッパ環境フォーラム（ENVforum)

では、ミレニアム生態系評価報告書で用いられた

シナリオ分析手法によるシナリオ・ワークショッ

プの実施、COP10における適切な枠組み策定、国・

国際レベルでの包括的な政策アプローチや国際協

力メカニズムの構築の必要性等が言及された。

6. おわりに

　ISAP2009では、IGESの研究成果を基に、アジ

ア太平洋地域における時機を得た 3つのテーマ：

「低炭素型発展」「持続可能な消費と生産」「生物多

様性」について参加者とともに議論し情報共有す

ることが実現した。また、同時開催された専門家

会合やネットワーク会合を通じて、IGESの今後の

研究の方向性を探るとともにさまざまな分野の方

と連携強化を図ることができた。参加者からは、

地球環境問題に関して幅広い分野での情報交換が

可能であったこと、特に専門家ワークショップで

は、踏み込んだ議論を聞くことができた等の意見

が聞かれた。来賓の方からは、ISAPが将来的にア

ジア太平洋地域における世界環境フォーラムのよ

うな場になることを期待するといった声が寄せら

れた。次回 ISAP2010では、環境政策への具体的な

ISAPの成果の反映等さらなる議論を重ね、アジア

太平洋地域が直面している環境政策問題を議論す

る求心力のある場の提供を目指す。

--------------------------------------------------------------------
（注 1） オープニングセッションの基調講演とパネル

ディスカッションは、IGESが参加している低炭素

社会国際研究ネットワーク（LCS-RNet）に関する

シンポジウムの一部として実施された。

（注 2）低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-

RNet）:G8神戸環境大臣会合（2008年 5月）のフォ

ローアップとして低炭素社会づくりのビジョンの確

立に向けた研究協力と情報交換を推進するために設

立された研究ネットワーク。詳細は「地球環境豆知

識」を参照。

（注 3） 環境省委託事業

（注 4）  アジア・ヨーロッパ環境フォーラム：アジア・

ヨーロッパ間の協力推進のためにアジア・ヨーロッ

パ首脳会議で設立されたアジア・ヨーロッパ財団が

支援するプログラムの一つであり、アジアとヨー

ロッパの環境分野に携わる多様なステークホルダー

の対話や研修等を行ってきている。
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低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-RNet）

〜 地球環境豆知識 (11) 〜
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低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-RNet）

〜 地球環境豆知識 (11) 〜

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
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ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

　2008年 7月の北海道洞爺湖サミットに先立ち 5月に神戸で開催された G8環境大臣会合では、

同会合のフォローアップのため、G8およびその他の G8環境大臣会合参加国を含めた会合を開催
する「神戸イニシアティブ」がとりまとめられました。低炭素社会に関する研究機関による国際

ネットワークの設立は、「神戸イニシアティブ」のもとでの主要検討事項のひとつでした。

　2006年 2月から約 2年間にわたり行われた日英共同研究プロジェクト「低炭素社会の実現に向
けた脱温暖化 2050プロジェクト」の成果が G8環境大臣会合で報告され、本ネットワーク設立の
礎のひとつになりました（地球環境研究センターニュース 2007年 3月号、10月号、2008年 4月号、
9月号、10月号、2009年 1月号参照）。
　2009年 4月 5日には、低炭素社会国際研究ネットワーク（International Research Network for 
Low Carbon Societies: LCS-RNet）キックオフ会合が、トリエステ（イタリア）で開催された「G8
低炭素技術に関するハイレベルフォーラム」（4月 3日～ 5日）の一環として行われ、各国の政府、
研究機関、企業等が参加しました。これに先立ち、LCS-RNetでは、同年 4月 1日～ 2日に研究
者会合を開催し、低炭素社会研究の情報交換と今後の活動の検討を行いました。

　LCS-RNetは当面 5年間の活動を予定しており、以下を目的として、研究機関間の情報交換、
研究協力等の促進を行うことになっています。

1. 国、または地域レベルでの低炭素社会に関するさまざまな課題についての、情報交換、研究協
力の促進

2. 研究者と、政策決定者、企業、市民などさまざまなステークホルダー間の対話を通じた、国、
地域レベルでのビジョン共有のための、低炭素社会の理解の促進

3. 研究成果や提言の発信による、G8を含む気候変動に関する国際政策決定プロセスへの貢献

　2008年の神戸における G8環境大臣会合での合意に沿って、わが国からは、（独）国立環境研

究所が研究代表機関、（財）地球環境戦略研究機関（Institute for Global Environmental Strategies: 
IGES）が、環境省の支援を得て、LCS-RNetの事務局を務めています。
　2009年 4月にシラクサ（イタリア）で開催された G8環境大臣会合において LCS-RNetの発足
が了承され、10月 12日～ 13日にはボローニャ（イタリア）で第 1回 LCS-RNet年次会合が開催
される予定です。

【参考ホームページ】

　国立環境研究所　環境研究技術ポータルサイト（ ）

　環境省 報道発表資料（ ）

　LCS-RNetホームページ（ ）  

（編集局）
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南極条約

〜 地球環境豆知識 (9) 〜

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
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UNEP 主催「アジア太平洋地域の統合環境評価のための

シナリオ・モデルに関する地域ワークショップ」の報告

元地球環境研究センター 温暖化対策評価研究室　NIES ポスドクフェロー　　池上 貴志

1. はじめに

　 国 連 環 境 計 画（United Nations Environment 

Programme: UNEP）の主催により、2009年 5月 25～

28日にタイ・ホアヒンにおいて UNEP Regional 

Workshop on Scenarios and Modeling for Integrated 

Environmental Assessment in Asia and the Pacificが開

催された。

　2007年 10月に UNEPより「第 4次地球環境概

況（Global Environment 

Outlook: GEO-4）」が発表

されているが、今回のワー

クショップは次の「第 5

次地球環境概況（GEO-5）」

における将来シナリオ開

発に向けて、アジア太平

洋地域の研究者や政策決

定者に対するトレーニン

グを行うことが主たる目

的であった。初めの 2日

間は米国 Millennium Instituteによる T21モデルに

関するトレーニング、後半の 2日間は国立環境研

究所を中心とする「アジア太平洋統合評価モデル」

（Asia-Pacific Integrated Model: AIM）チームによる

トレーニングが行われた。

　国立環境研究所から西岡特別客員研究員、甲斐

沼室長、藤野主任研究員、池上の 4名が、みずほ

情報総研から榎原友樹シニアコンサルタントが、

京都大学から五味馨博士課程学生が参加し、AIM

モデルの講義およびトレーニングを行った。トレー

ニング参加者は、中国、インド、タイ、韓国、バ

ングラデシュ、イラン、フィジー、サモア、日本

の 9カ国より約 20名で、モデル開発、経済、統計、

モニタリング、環境法、政策などさまざまな分野

の専門家が集まって行われた。

2. トレーニング内容

　27日（AIMモデルトレーニング 1日目）は、

AIMモデルの全体像や、日本における低炭素社会

シナリオ（2050年に CO2を 70%削減するシナリオ）

開発研究の成果、AIMモデルを用いたシナリオ開

発の手順の解説などを行った。

　シナリオ開発の大まかな手順は、まず 2050年の

将来の社会像を叙述的に描き、次にそのような社

会が実現可能であること

を定量的に示し、最後に

その将来像からバック

キャスティングすること

で、どのような経路でそ

の将来像に至ることがで

きるかを示すというもの

である。高い将来目標を

実現するには、このよう

な到達目標を出発点とし

た議論が必要不可欠で

あるが、トレーニング参加者にはこのようなバッ

クキャスティングの考え方は目新しかったようで、

初めは目標としての将来像が将来予測の結果であ

ると受け取られていたようである。説明後はこの

研究に非常に興味をもっていただき、活発な議論

を行うことができた。

　2日目の午前には、AIMモデルを用いたインド

の低炭素社会シナリオ開発の例や、国だけではな

く滋賀県、京都市、マレーシア・ジョホール州な

どの地域シナリオ開発の例を紹介した。また、バッ

クキャスティング手法の解説や、実際にモデルを

用いた地域シナリオ開発の演習も行った。統計デー

タの少ない発展途上国ではデータ収集が非常に困

難であることや、モデル開発者だけではなく政策

決定者も容易に利用できるモデルにすべきとの意

見をいただき、AIMモデルにおける今後の課題も

写真 1　会合中に撮影した集合写真



－ 8 －

地球環境研究センターニュース　Vol.20　No.5（2009年8月）

－ 9 －

明らかになった。

3. 地域別グループディスカッション

　AIMモデルトレーニング 2日目の午後は、北

東アジア、東南アジア、南アジア、太平洋地域の

4つのグループに分かれ地域の環境問題について

ディスカッションを行った。まず、（1）各参加者

の興味のある環境問題と（2）その原因を列挙し、（3）

それについて AIMモデルでどのように分析ができ

るか、あるいは分析にはどのようなモデルの改良

が必要かについて議論された。

　私が参加した東南アジアグループでは、現地タ

イからの参加者が 3名含まれており、非常に活発

な議論が行われた。タイにおける環境問題として

は、都市域の大気汚染と健康影響の問題、メコン

川でのダム建設による影響など国境を越えた水問

題、大量の都市廃棄物とその不適切な管理の問題

や希少生物の越境売買による生物多様性の減少な

どが興味の対象で、近年の経済発展や人口増加、

社会的価値観の違いや環境への意識の低さが原因

として挙げられた。政府の公表するデータへの不

信がある一方で、政府は研究者が公表するデータ

がどこまで政策決定に役立つのかその有用性につ

いて疑問をもっていることなど、白熱した議論が行

われた。地球全体の問題よりも、より生活に密着

した地域の環境問題への意識が非常に高いという

印象であった。今後はこのような地域の問題にも

対応できるようにモデルの改良を行ってほしいと

いう意見や、モデル自体が複雑であるので政策決

定者などのユーザーが使いやすいようなインター

フェイスにしてほしいという要望をいただいた。

　グループディスカッション後、各グループの代

表者に議論の内容を発表していただいた。東南ア

ジア以外のグループからも同様に、地域の特色あ

る環境問題が挙げられていた。中でも興味深かっ

たのは、価値観や幸福感の違いについてである。

多様な文化をもつアジアの国々には当然のことな

がら、日本人とは異なる価値観や幸福感をもつ人々

がいる。日本人が求める生活の質と、ツバルなど

の太平洋上の島国の人々が求める生活の質は大き

く異なるが、そのような価値観の違いもモデルで

扱うことができないかという意見もいただいた。

価値観を考慮したモデルにすることは非常に難し

い課題であろうが、AIMチームにとって今後挑戦

すべきことの一つであろう。

4. 植林体験

　1日目夕方、ワークショップのイベントの一つと

して Tree Plantingが行われた。危ぶまれた天候も

無事に回復し、約 40名の参加者は数台のワゴン車

に分乗して移動した。到着したのはシリントーン

王女国際環境公園であった。この公園は、タイの

環境学習の拠点となっている施設の一つで、特に

エネルギー保全、自然資源管理、環境意識の向上

に重点を置いた学習センターだそうである。マン

グローブの植林体験やエネルギー環境保全キャン

プなどができ、太陽光や風力を農業に活かす実証

設備も設置されていた。タイのように発展途上国

でも盛んに環境教育が行われていることに驚かさ

れたが、タイの今後への期待感をもつことができ、

日本も見習うべき点が多いと感じた。

　公園に到着するまで

は記念植樹のような催

しが行われるのかと想

像していたが、今回の

Tree Plantingの催しは

マングローブの植林体

験のことであった。説

明を聞いた後、地下足

袋に履き替え、雨上が

りで膝まで沈み込む

泥沼の中を一歩一歩慎

重に進み、1人約 5本、
写真 2　アクションを交えて白熱した議論に参加して

いる藤野主任研究員（左から二人目）

写真 3　植林体験のため

地下足袋を履いた西岡特

別客員研究員
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全員で 200本のマングローブの植林を行った。水

田の多い田舎育ちの私もここまで歩くのが困難な

ことは初めてで、楽しく貴重な経験となった。

5. おわりに

　今回のワークショップは、アジアの人々に対す

る AIMモデルのトレーニングという目的を達成

できた一方で、アジアにおける低炭素社会構築に

向けてアジア諸国・地域・都市の低炭素社会シナ

リオをいかに描くかという重要な課題に対して、

AIMモデルがもつ問題点や課題が明らかとなり、

非常に有用なものであったと思う。

　途上国におけるデータ収集、モデルのインター

フェイスの改良など課題を一つひとつクリアし、

アジア低炭素社会に向けた研究につなげていくこ

とが重要であろう。

筆者池上は、7月1日より東京大学生産技術

研究所エネルギー工学連携研究センターに

て特任研究員として勤務しており、再生可

能エネルギーの大規模導入を可能とする自

律協調エネルギーマネジメントシステムに

関する研究を行っております。特に太陽光

発電の出力変動による系統電力への影響を

抑えるため、例えばいつお風呂のお湯を沸

かすのが最適か？　など、生活の利便性・

快適性を確保しつつ家庭におけるエネルギ

ー消費パターンを最適化する研究が中心で

す。

筆者池上は、7月1日より東京大学生産技術研究

所エネルギー工学連携研究センターにて特任研

究員として勤務しており、再生可能エネルギー

の大規模導入を可能とする自律協調エネルギー

マネジメントシステムに関する研究プロジェク

トに従事しております。特に太陽光発電の出力

変動による系統電力への影響を抑えるため、

例えばいつお風呂のお湯を沸かすのが最適

か？など、生活の利便性・快適性を確保しつ

つ家庭におけるエネルギー消費パターンを最

適化する研究に取り組んでおります。
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1. はじめに

　2009 年 6 月 1 ～ 12 日に、ドイツ・ボンにお

いて気候変動に関する国際連合枠組条約（United 

Nations Framework Convention on Climate Change: 

UNFCCC）の下での長期的協力の行動のための特

別作業部会第 6回会合（The 6th session of the Ad 

Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action 

under the Convention: AWG-LCA6）および京都議定

書の下での附属書 I国の更なる約束に関する特別

作業部会第 8回会合（The 8th session of the Ad Hoc 

Working Group on Further Commitments for Annex I 

Parties under the Kyoto Protocol: AWG-KP8）並びに

気候変動に関する国際連合枠組条約第 30回補助

機関会合（The 30th sessions of the Subsidiary Bodies: 

SB30）（注 1）が開催され、日本政府代表団の一員

として国立環境研究所からは温室効果ガスインベ

ントリオフィスの畠中が参加した。以下に会合の

概要を報告する。

2. 経緯

　今次会合は、今年 12月に予定されている気候変

動に関する国際連合枠組条約第 15回締約国会議

（COP15）での 2013年以降の枠組み等に関する合

意や、同条約下でのより詳細な事項に関する意思

決定を目指して設けられた議論の場の一つである。

温室効果ガスインベントリ（注 2）関連の多くの議

題にとっては、すべての事項について決定を行う

COP15を前に、最後の検討機会として重要な意味

を持つものであった。

3. AWG-LCA6

　AWG-LCAは、現在京都議定書に参加していな

い米国などの主要排出国や、現在削減義務を負っ

ていない途上国も含めたすべての条約締約国間で

次期枠組みに関する話し合いを行う場であるが、

今次会合では文言に関する踏み込んだ議論はなさ

れなかった。議長が各国からの提案を元に作成し

た交渉テキストのドラフトに関する各国コメント

を盛り込む作業が主に行われ、最終的には 200ペー

ジ近い新交渉テキストが完成した。内容は①共有

のビジョン、②適応、③緩和、④資金・技術・キャ

パシティビルディングを網羅し、各国の提案・コ

メントが列記され、これらを含む新交渉テキスト

が 8月からの次の交渉の土台となる。

4. AWG-KP8

　京都議定書の締約国間での話し合いの場である

AWG-KPの今次会合を前に、議長が各国からの意

見書を元に作成した① 3条 9項（附属書Ｉ国の更

なる約束）に基づく京都議定書の改正に関する提

案文書および②柔軟性メカニズム、土地利用・土

地利用変化及び林業分野、対象ガス、共通の指標、

方法論等に関する文書、の 2つが示されていた。

これらに基づき、附属書 I国の削減すべき排出量、

京都議定書 4条に沿った形での附属書 I国の単独

または共同による削減への貢献等について議論が

行われ、附属書 I国の削減行動によって生じる潜

在的影響についての議論も再開された。しかし、

先進国の削減すべき量や歴史的排出責任等に関す

る考え方は、先進国と途上国で大きくかけ離れて

おり、各国意見書の背景説明や意見書の内容・コ

メントが文書に反映されているかの確認に多くの

時間が割かれた。議長が今後作成する上記①、②

に関する議論を踏まえた文書、結論文書案等に基

づいて 8月以降に議論が続けられる。

5. SB30

　今回開催された第 30回 SBSTA会合および SBI

会合から、主だった温室効果ガスインベントリ関

連の議題について以下に取り上げる。

(1)国別温室効果ガスインベントリに関する IPCC

ガイドライン

コペンハーゲンへの道のり その 3

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　　畠中 エルザ
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　今次会合では、国別温室効果ガスインベントリ

に関する 2006年 IPCCガイドラインが、温室効果

ガスの排出・吸収量の算定のための最新の科学的

方法論を有すると認識され、その適用のためのプ

ロセスは、共通報告様式（注 3）を含む附属書 I国

の報告ガイドラインの改訂を通じたものであるべ

きものと合意された。作業計画については、この

改訂版の附属書 I国の報告ガイドラインを 2015年

から通常使用することを視野に 2010年に改訂作業

を開始することで合意され、そのスコープも結論

文書案の附属書としてまとめられた。

(2)温室効果ガスの CO2換算量を計測するための

共通の指標

　今年 3月にオスロで開催された IPCC専門家会

合（地球環境研究センターニュース 2009年 5月号 

代替メトリックの科学に関する IPCC専門家会合参

加報告 参照）の結果が報告され、UNFCCCとして

今後使用するメトリック（注 4）の決定方法につい

て繰り返し議論された。しかし、地球温暖化係数

（Global Warming Potentials: GWP）を UNFCCCとし

て継続使用する旨決定すべきと主張する国と、どの

メトリックが適当かは政策目的の設定により異なる

ため IPCCによるさらなる検討が必要と主張する国

が対立し、今次 SBSTA会合においては合意に至ら

ず、SBSTA31で継続して検討されることとなった。

(3)非附属書 I国の国別報告書に関する専門家協議

グループの活動

　 非 附 属 書 I 国 の 国 別 報 告 書（National 

Communications）（注 5）について作成支援を行っ

てきた専門家協議グループ（Consultative Group of 

Experts: CGE）は、2007年 12月の COP13におい

て、そのマンデートの更新にあたり報告書の内容

に関するレビュー機能を持たせようとする先進国

と、それに反対する途上国との間で対立して合意

に至らず、活動を休止していた。これを受けて

SBI28および 29会合において議論が継続されたが、

対立は解消せず、検討が持ち越されていた。今次

会合では、公式、非公式での会合が重ねられ、主

に CGEの活動期間と中間レビューのタイミングの

議論となった。アンブレラ・グループ（注 6）と途

上国の示した妥協案に対し、EUが最後に同調して、

2010～ 2012年の 3年間の活動期間、COP17（活動

期間の 2年目）での中間レビューという形で決着

した。本内容の結論文書案が COP15において無事

に採択されれば、来年から CGEの活動が 2年ぶり

に再開することとなる。

(4)非附属書 I国の国別報告書に含まれる情報

　本議題は、義務の追加を警戒する観点から、

SBI26から毎回議題採択時に途上国の反対により

保留とされてきている。今次会合では、開会時全

体会合（1日）の議題採択時に SBIの議長が例年

通り保留することを提案し、特段の反対なく承認

された。アンブレラ・グループにより「温室効果

ガスインベントリに関する活動の現状（Stocktake 

of activities relating to GHG inventories）」という新し

い議題を追加してなるべく非附属書 I国の国別報

告書について議論する場を確保しようと交渉もな

されたが、最終的にはこれを含まない形で 3日の

全体会合にて議題が確定した。

6. サイドイベント

　メインの会合と並行してさまざまなサイドイベ

ントが開催され、国立環境研究所からは野尻地球

環境研究センター副センター長が（社）海外環境

協力センターのサイドイベント「開発における気

候変動課題の主流化」において「途上国の温室効

果ガスインベントリ作成支援への日本の貢献」に

関して発表した。また、花岡主任研究員が日本政

府のサイドイベント「低炭素社会の実現に向けた

日本の国際協力」において「低炭素社会の実現の

ためのシナリオおよびモデリング・アプローチ」

について、そして国際応用システム分析研究所の

サイドイベント「附属書 I国の削減ポテンシャル
写真 1　クタヤール議長発言中、最終日の AWG-LCA 全

体会合
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とコストの比較」において「2020年の温室効果ガ

ス技術的削減ポテンシャルとコスト」について発

表を行った。

7. おわりに

　SBにとって今次会合は COP15の前の最終会合

であり、AWG-LCAと AWG-KPにとっては 8月の

ボン、9月末～ 10月初めのバンコク、11月のバル

セロナ、とあと 3回の会合を COP15の前の会合と

して残すところである。時間があればあるほど、

会議は長引くということもあるが、そうであった

としても、現段階での先進国と途上国の意見の隔

たり具合や、そう考えるに至るそれぞれの根拠を

考えると、まだまだ議論が必要という印象である。

COP15において、将来のための建設的な結論を出

すために、着実な議論が積み上げられて行くこと

を祈ってやまない。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）補助機関（Subsidiary Bodies: SB）は気候変動

に関する国際連合枠組条約締約国会議の下部機関で

あり、①科学上および技術上の助言に関する補助

機関（Subsidiary Body for Scientific and Technological 

Advice: SBSTA）と②実施に関する補助機関

（Subsidiary Body for Implementation: SBI）の 2つが

ある。今次会合は 6月 1～ 10日に開催された。

（注 2）ある期間内に特定の物質（大気汚染物質や有

害化学物質など）がどこからどれくらい排出された

のかを示す目録を、排出インベントリという。温室

効果ガスインベントリはその一種で、CO2など温室

効果ガスの排出量や吸収量を、排出源・吸収源ごと

に示すものである。

（注 3）気候変動に関する国際連合枠組条約の下で、

日本を含む附属書 I国は、附属書 I国の報告ガイド

ラインに沿って、国家温室効果ガスインベントリ報

告書（National Inventory Report: NIR）と共通報告様

式（Common Reporting Format: CRF）の 2つを、条

約事務局を通じて締約国会議に毎年提出することが

義務付けられており、日本では当温室効果ガスイン

ベントリオフィスがこれらを作成している。CRFは、

排出量・吸収量の算定結果や、算定に用いたデータ

（各排出源・吸収源における活動量など）を報告す

るための、標準化された表のセットである。

（注 4）京都議定書下で排出削減の対象となっている

CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6 の う ち、CO2

以外のガスは CO2の重量に換算し、全 6ガスを合

計して各国の排出量を求める。メトリックは、この

換算係数を指す。

（注 5）国別報告書は、各国の状況、温室効果ガスイ

ンベントリ、温暖化対策に関わる資金手当て等の内

容を網羅したものであり、条約下で数年おきの作成・

提出が義務付けられている。毎年の NIR・CRFの

作成・提出を義務付けられていない非附属書 I国が、

その温室効果ガス排出・吸収量を報告する媒体とし

て、国別報告書は非常に重要である。

（注 6）アンブレラ・グループは、主に EUを除く先

進国のグループ。

　会合終盤、日本時間 10日夕方に、2020年までに 2005年比 15％の温室効果ガス排出量削減をするという日本

の中期目標が麻生総理から発表され、現地時間 10日午前に日本政府代表団からその旨 AWG-LCAの全体会合で

発表があった。1990年比に置き換えると 8％減というこの数字は、やはり注目を集めた印象があり、発表当日は、

地球温暖化交渉の進展に後ろ向きとされる国に毎日贈られる NGO 気候行動

ネットワーク（Climate Action Network）の「今日の化石賞」の特別賞に日本

が選ばれた。また会合開始直後のフィナンシャル・タイムズに、日本の中期

目標について高い目標値を設定するよう意見広告を打って、その掲載紙を日

本政府代表団メンバーのホテルの宿泊部屋前に配った NGO AVAAZが、最終

日には「ボンに砂漠がやって来た（Climate Change Inaction Brings the Desert to 

Bonn）」キャンペーンとして会場外にラクダを二頭連れて来て、「私たちは弱

い目標値－ 8にはつばをかけます（We Spit on Weak Targets -8）」と書かれたプ

ラカードを一頭の首にかけていたのが目を引いた。

ボンに砂漠がやって来た？

つばを吐く習性のあるラクダ、

会場前に参上
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1. はじめに

　日本で低炭素社会は実現できる、それが私たち

の研究の結果です。しかしその実現のためには、

研究者だけではなくビジネスや市民など、あらゆ

る分野の方々を巻き込むことが不可欠です。研究

者が研究所から足を踏み出し、社会の現場に出て

さまざまなステークホルダーと対話し学ぶことが

肝要です。

　今回、2009年 6月 24日から 26日にかけて千葉

県千葉市の幕張メッセで開かれた再生可能エネル

ギー技術、政策に関する総合展示会である第 4回

新エネルギー世界展示会のアカデミックエリアに

展示ブースを開設し、日本低炭素社会を実現する

ためにはどの時期にどんな手順で技術やしくみを

導入すべきかを検討した「低炭素社会に向けた 12

の方策」の研究成果と、2020年に向けた再生可能

エネルギー導入可能量とそれを実現する政策を論

じた「地球温暖化問題に関する懇談会中期目標検

討委員会（第 6回）」（  

）の研究成

果を紹介するとともに、技術の最先端を調査し、

さまざまなステークホルダーの皆様と対話して参

りました。本稿では、出展内容と展示会の様子を

報告します。

2. 低炭素社会の実現の要：再生可能エネルギー

　2050年までに世界全体が低炭素社会へ向かうた

めには、太陽光、風力、バイオマスといった再生

可能エネルギーの力をどれだけ引き出せるかが鍵

といえます。私たち脱温暖化 2050研究プロジェク

ト（以下、2050プロジェクト）は、2007年 2月に

日本で低炭素社会を実現するためには、シナリオ

A（活発で、回転の速い、技術志向社会）では総エ

ネルギー供給量の 10%、シナリオ B（ゆったりで、

スローな、自然志向社会）では 40%を再生可能エ

ネルギーでまかなう必要があることを明らかにし

ました（図 1、さらに詳細は

）。

　再生可能エネルギーといっても、どれかひとつ

のエネルギー源、技術だけで低炭素社会を実現で

きるわけではありません。また、私たち市民がそ

再生可能エネルギーの現場で日本低炭素社会の意義を問う

－第 4回新エネルギー世界展示会出展報告

地球環境研究センター 温暖化対策評価研究室　NIES ポスドクフェロー　　芦名 秀一

地球環境研究センター 温暖化対策評価研究室　NIES アシスタントフェロー　　岩渕 裕子

元地球環境研究センター 温暖化対策評価研究室　NIES ポスドクフェロー　　池上 貴志

地球環境研究センター 温暖化対策評価研究室　主任研究員　　藤野 純一

　　 写真 1　展示ブースの様子

　　　　　　（左から芦名、岩渕、藤野）

石炭 石油 ガス

バイオ
マス

原子力

太陽・
風力等

0 100 200 300 400 500 600

2000年（実績）

2050年（シナリオA）

2050年（シナリオB）

一次エネルギー消費量(Mtoe)

石炭 石油 ガス バイオマス 原子力 水力 太陽・風力等

図 1　日本低炭素社会のエネルギー供給像
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れを導入したいと思えるようなインセンティブ（魅

力）を与えてくれる「しくみ」と組み合わせてこ

そ実現できるものなのです。その具体的な例が、

2008年 5月に「低炭素社会に向けた 12の方策」

としてまとめられています（図 2、さらに詳細は

）。今回は、展示会の内容と密接に関連した方

策 8（カーボンミニマム系統電力）、方策 9（太陽

と風の地産地消）、方策 10（次世代エネルギー供給）

にフォーカスして展示をしました。

　来場者からは、CO2削減の意義や可能性などの

研究的質問や、現在再生可能エネルギーを主たる

ビジネスとしていない企業は、低炭素社会構築に

対してどのようなチャンスがあり得るのかといっ

た将来のビジネスに関する質問まで幅広いご意見、

ご質問、コメントをいただくことができました。

質疑を通じて、私たちの研究内容をよりご理解い

ただけたと同時に、これから研究を進める上でど

のような視点をもつ必要があるかを多様なステー

クホルダーの視点で学ぶことができた、非常に貴

重な機会でありました。

3. 再生可能エネルギーの技術とチャンス：新エネ

ルギー展示会

　新エネルギー世界展示会では、太陽電池や電気

自動車などさまざまな最先端の再生可能エネル

ギー技術が展示されていて、来場者（3日間計 5万

1千人）と展示者とが活発に議論する姿があちらこ

ちらで見られました（写真 2、3）。

　また、再生可能エネルギーに関する内容を教育

カリキュラムに積極的に取り入れている学校の出

展や事例の展示、あるいは関連書籍の出版社、新

聞社ブースなど、多くの再生可能エネルギーに関

する学習機会やビジネスチャンスが広がっていま

した（写真 4）。新エネルギー世界展示会そのもの

が巨大な学習・ビジネスチャンスと言ってもいい

でしょう。

　展示会では新たな試みとして、アカデミックエ

リア出展者によるプレゼンテーションセミナーが

開催されました。私たちも、展示内容や低炭素社

会研究の紹介をさせていただき、幸いにも多く

の方に聴講していただくことができました（表

紙写真）。終了後は低炭素社会そのものに関する

質疑のみならず、今後の再生可能エネルギー技

術開発、政策の方向性についての議論を深める

ことができ、成功裏に終了することができまし

た。なお、当日の発表資料は

にアクセスいた

だければ閲覧可能です。

4. おわりに

　新エネルギー世界展示会への出展は今回で 3回

目となりますが、出展のたびに私たちのブースを

訪れる方々が増えています。展示会を通じて感じ

図 2　低炭素社会に向けた 12 の方策の概要
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ることは、産官学、政府・市民を問わず再生可能

エネルギーへの興味は高く、熱意を持って取り組

まれている方々が年々増えていることです。これ

からも、持続可能な環境を築くためのキープレー

ヤーである再生可能エネルギーに関連する研究成

果を、できるならば研究所内外の同様の研究を行っ

ているグループと協力しながら発表したいと思い

ます。具体的なステークホルダーに最新の研究成

果をお知らせすることは、現場で働き、学び、競

い合う方々の声に耳を傾ける絶好のチャンスにも

なるからです。

　最後になりますが、本展示の準備に際してはチー

ム・マイナス 6%事務局（環境省国民生活対策室、

（株）博報堂）ならびに社会環境システム研究領域

統合評価研究室の皆様に多大なるご協力をいただ

きました。この場を借りて御礼申し上げます。

※池上貴志は 7月 1日より東京大学 生産技術研究

所 エネルギー工学連携研究センター 荻本研究室 

特任研究員。詳細は「筆者からひとこと」（p9）参照。

PVセル
（SANYO）

燃料電池
（JHFC）

燃料電池
（東京ガス）

電気自動車
（東京電力）

ソーラーカー
（サレジオ高専・玉川大学）

写真 3　さまざまな再生可能エネルギー技術展示

写真 2　会場概観

太陽電池を手作り
（山形県立東根高等学校）

多くの再生可能エネルギー関連書籍
（日刊工業新聞社）

学校へのPV導入
（MEXT/METI/MOE）

新エネルギー世界展示会

写真 4　多くの学習機会・ビジネスチャンス
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　2008年 4月より地

球環境研究センター・

温暖化対策評価研究

室で NIES ポスドク

フェローとして働い

ている松本健一です。

関西学院大学で博士

号取得後、同大学で

の 1年間のポスドク

生活を経て国立環境研究所（以下、国環研）に来

ました。1982年に兵庫県尼崎市に生まれてから国

環研に来るまで、1年間のイギリス生活と 1年間の

修士の生活を除いては尼崎市で育った生粋の関西

人です。

　国環研の研究系職員のほとんどが理系で構成さ

れている中で珍しい文系出身者です（環境経済学・

環境政策が専門）。しかも、関西の大学・大学院、

私立の大学・大学院の出身ということを合わせると、

所内でも非常に異色な存在ではないでしょうか。

　現在は地球温暖化研究プログラムの中核研究

プロジェクト 4（脱温暖化社会の実現に向けたビ

ジョンの構築と対策の統合評価）の一員として、

ボスである甲斐沼美紀子室長の下で研究に従事し

ています。現在の主な研究は、IPCCの次期（第

5次）評価報告書に向けたシナリオ分析です。次

期評価報告書に向けては、本格的なシナリオの

作成と分析に入る前段階として代表的濃度パス

（Representative Concentration Pathways: RCP） と い

うプレシナリオを作成し、それに基づいて本格的

な分析を行うという手法が取られています（RCP

については地球環境研究センターニュース 2008年

9月号  p5 参照 ）。 現在行っている RCPの分析に

は応用一般均衡モデルという経済モデルを主に用

いています。私は、社会環境システム研究領域・

統合評価研究室の増井利彦室長を中心として行っ

ているこの分析作業に従事しています。この研究

は、所内の他部署の方々との連携も欠かせず、気

候変動に関するさまざまな研究者とのやりとりが

できる非常に充実した仕事です。

　現在従事している研究は国際的なプロジェクト

であるため、海外とのやりとりも多く、ときには

深夜に電話会議が行われるなど大変なこともあり

ます。しかし、そのような日々の研究生活は充実

しており、甲斐沼さん、増井さんを中心としたチー

ムなど多くの方々にお世話になりながら研究が続

けられるとても恵まれた環境です。

　現在つくばにて生活を営んでいるわけですが、

つくばは私の出身地・尼崎とは大きく異なってい

ます。尼崎は狭い市内にコンパクトにお店やサー

ビスが集中し、公共交通機関も整っている非常に

便利な町ですが、つくばは広い市内にお店やサー

ビスが点在し、公共交通機関はあまり発達してい

ないという印象です。そのため、自転車生活を送っ

ている（自動車を持っていない）私にとって日常

の買い物など特に雨風の強い時などはハードな面

があります。その反面、つくばには筑波山をはじ

めとする自然が豊かで公園も多く、落ち着ける町

ではあります。まだまだ生活する面で戸惑う部分

もありますが、これからも自転車ひとつでつくば

での研究・日常を楽しんでいきたいと思います。

国立環境研究所で研究するフェロー：松本 健一

地球環境研究センター 温暖化対策評価研究室　NIES ポスドクフェロー
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　天塩フラックスリサーチサイトにて、森林での無機塩エアロゾルおよび関

連ガスの挙動を詳しく調べるため、これらの成分を高さ別に採取する調査を

7月 9日から 17日に実施しました。自ら計画したとはいえ、3回以上のタワ
ーの上り下り、片道 30分の事務所までの往復、事務所での試料回収、採取
準備など、想像以上のハードワークでした。観測は、悪天候もさることながら、

観測機材の不調に大いに悩まされました。装置内部のヒューズが 2度も飛ん
だり、札幌での予備調査ではなかったトラブルが次々発生し、欠測も少なく

ありませんでした。

　機械の好不調は気温や湿度、電源状況などの原因があり、人間の体調のように感情や気持ちといったも

のが介在するわけではありません。しかし、明確な原因が見つからない場合も多く、急に調子良くなったり、

悪くなったりもします。そのため、つい今日は機嫌が良いとか悪いとか擬人化してしまいます。機嫌が悪

い時には、他の機械との相性が悪いのではと心配したり、宥
なだ

めすかして何とか使えるようにできないかと

考えてしまいます。古い車に乗っている方なら同じ気持ちをもつことがあるでしょう。私の場合は、車は

もちろん、調査機材や分析機器にも同様の感覚をもち、時には話しかけてし

まうなど、傍から見れば変人かもしれません。科学者の態度ではないと思う

のですが、微妙なモーター音の違いや溶液の流れ方の相違などに気づいて原

因解明ができたときには、機械のご機嫌を伺うといった行為もいいのではな

いかと考えてしまいます。

　さて、これから次回の調査では機嫌よく働いてもらえるよう、なるべく早く

天塩で用いた機材の検証、いやご機嫌伺いを行うつもりです。

　　　　北海道環境科学研究センター環境科学部　

主任研究員兼環境科学科長　　野口 泉

機械のご機嫌

観測現場から

天塩

ご機嫌ななめの調査機材

パンフレットの紹介

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（GIO）

　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（GIO）では、わが国
の温室効果ガス排出量の算定や「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に
関するワークショップ（WGIA）」の開催などの業務を行っています。この程、GIO
の主な業務のほか、「温室効果ガスインベントリとは？」、「2007年度温室効果ガス
排出量」などのトピックスを紹介した一般向けパンフレットを作成しました（近日
GIOホームページ掲載予定）。

温室効果ガスインベントリオフィス Greenhouse Gas Inventory Office of Japan

GIO では「アジアにおける温室効果ガスインベントリ

整備に関するワークショップ（WGIA）」を 2003 年から

毎年度開催し、アジア諸国における温室効果ガスインベ

ントリの作成支援およびインベントリの精度向上に貢献

しています。

GIO の国際協力・支援活動（WGIA）

GIO のこれまでの歩み

〒305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2
（独）国立環境研究所　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

2009 年 7月版

報告書（CGER レ ポ ー トとして発行）（左）、WGIA6 の 様 子
（2008.7.16 ～ 18、国立環境研究所にて開催） （右）
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国立環境研究所 /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（GIO）を開設

国連気候変動枠組条約事務局へ温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）を提出（以降毎年提出）

第 1回アジア地域における温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ（WGIA1）の開催（タイ・
プーケット）

WGIA2 の開催（中国・上海）

WGIA3 の開催（フィリピン・マニラ）

国連気候変動枠組条約事務局へ「京都議定書第 3 条 7 及び 8 に準拠した日本国の割当量に関する報告書」
を提出

京都議定書に準拠した日本国の割当量に関する報告書に対する初期審査の対応

WGIA4 の開催（インドネシア・ジャカルタ）

WGIA5 の開催（マレーシア・クアラルンプール）

WGIA6 の開催（日本・つくば）

「温室効果ガス排出量算定に関する公開シンポジウム～こうして求める約束期間の排出量」の開催

温室効果ガスの排出と管理に関するワークショップの開催（日韓共同開催、韓国・ソウル）

温室効果ガスインベントリ（1990 ～ 2007 年度）をUNFCCC 事務局へ提出

温室効果ガスインベントリオフィス
Greenhouse Gas Inventory Office of Japan

温室効果ガスインベントリオフィス
Greenhouse Gas Inventory Office of Japan
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TEL: 029-850-2169
FAX: 029-850-2219
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地球環境研究センター (CGER) 活動報告 (2009 年 7 月 )

国立環境研究所主催・共催による会議・活動への参加
2009. 7. 7～ 10 　アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ（WGIA）第 7
  　回会合（韓国）

環境省との共催により標記会合を開催した。日本を含むメンバー国 11カ国、2国際機
関から総計 100名の政府関係者、国際機関、研究者等の参加を得て、第 6回 会合の議
論のフォローアップおよびWGIAの将来の活動計画に関する議論を行った。詳細は、
本誌に掲載予定。

             25 　国立環境研究所夏の大公開（つくば）
地球環境研究センターは、これまで出展してきた最新の研究成果の展示・説明や「コ
コが知りたい温暖化」講演会などに加え、夏の大公開初企画として、2050年までに日
本が低炭素社会を実現するための技術や政策をまとめた「12の方策」のポスターの展
示・説明および実験室の見学「潜入！実験室ツアー　～世界の空気はここで測る～」
を行った。詳細は、本誌に掲載予定。

             25 　エコメッセ 2009inねむろ（北海道）
7月 25日、北海道根室支庁は、同管内の小中学校児童を中心とする地域住民を対象に、
地球温暖化対策の推進につながる体験型の環境学習会および地球環境モニタリングス
テーション－落石岬の見学会を実施した。地球環境研究センターもこれに協力し、根
室市総合文化会館で自転車発電、ぱらぱらマンガを行い、落石岬ではステーションの
見学会および二酸化炭素に関する実験を行うことになっていたが、残念ながら豪雨に
よりステーション見学会は中止となった。そのイベントの様子は、下記サイトにある。 

所外活動（会議出席）等
2009. 7.13～ 17 　IPCC第 5次評価報告書スコーピング会合に出席（甲斐沼室長 /イタリア）

ベニスで開催された標記会合に出席し、IPCC第 5次評価報告書の目次について検討
した。

見学等
2009. 7. 2 　情報通信ネットワーク産業協会　環境委員会（20名）
              8 　笠間ゴミを考える会（40名）
            22 　和歌山向陽高校（40名）
            31 　富山県立南砺総合高校（14名）

mailto:cgercomm@nies.go.jp
http://www-cger.nies.go.jp
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