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1. はじめに
　わが国は、京都議定書の第一約束期間（2008 ～

2012 年）の温室効果ガス排出量を京都議定書の規

定による基準年（注 1）と比べて 6% 削減すること

が求められている。また、その目標を達成するた

めには森林吸収量と京都メカニズムのクレジット

を加味することができる。

　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（以下、GIO）は、環境省の委託を受け、

わが国の温室効果ガス排出量の算定を行っている。

環境省及び GIO は 2013 年 11 月に 2012 年度（平成

24 年度）温室効果ガス排出量の速報値を公表した。

これで京都議定書第一約束期間 5 カ年の総排出量

が暫定値ではあるが、一通り出そろったことになる。

本稿ではわが国の第一約束期間の温室効果ガス排

出量と目標の達成状況について紹介するとともに、

第一約束期間終了の手続きについて記述する。

2. 温室効果ガスの総排出量
　第一約束期間におけるわが国の温室効果ガス排

出量を表 1 に示す。2012 年度（速報値）の温室効

果ガス排出量（各温室効果ガスの排出量に地球温

暖化係数［注 2］を乗じ、二酸化炭素［CO2］換算

したものを合算した量）は 13 億 4100 万トン（CO2

換算、以下省略）であり、前年度の総排出量を 2.5%

上回った。これは基準年排出量と比べると 6.3% の

京都議定書第一約束期間終了
～基準年比６％削減の目標は達成の見込み～

　　　　　　　　　　地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス　高度技能専門員　　小坂 尚史
　　　　　　　　　　地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス　高度技能専門員　　酒井 広平

表 1　第一約束期間の温室効果ガス排出量

実際の排出量 (単位：百万t-CO2換算)

京都議定書
の基準年

2008 2009 2010 2011
５カ年平
均排出量

1,261 1,282 1,207 1,257 1,308 1,341 1,279 1.4%

1,144 1,214 1,141 1,191 1,241 1,275 1,212 5.4%

エネルギー起源 1,059 1,138 1,075 1,123 1,173 1,207 1,143 6.7%

非エネルギー起源 85.1 75.4 66.2 67.6 67.7 68.1 69.0 -1.3%

メタン（CH4） 33.4 21.8 21.2 20.8 20.3 20.0 20.8 -1.0%

一酸化二窒素（N2O） 32.6 22.7 22.6 22.0 21.7 21.4 22.1 -0.8%

代替フロン等３ガス 51.2 23.7 21.7 23.6 25.1 25.1 注1 23.8 -2.2%

ハイドロフルオロカーボン類　（HFCs） 20.2 15.3 16.6 18.3 20.5 20.5 注1 18.2 -0.2%

パーフルオロカーボン類　（PFCs） 14.0 4.6 3.3 3.4 3.0 3.0 注1 3.5 -0.8%

六ふっ化硫黄（SF6） 16.9 3.8 1.9 1.9 1.6 1.6 注1 2.2 -1.2%

実際の総排出量から差し引ける量

森林吸収量の目標
注2

：② 48 48 48 48 48 48 -3.8% 注5

京都メカニズムクレジット：③ 83 72 77 50 91 74 -5.9% 注5

政府取得
注3 20 20 20 20 20 20 -1.5% 注5

民間取得
注4 63 52 57 30 71 55 -4.3% 注5

６％削減約束

①-（②＋③） 1,152 1,088 1,133 1,211 1,203 1,157 -8.2% ＜ 1,186

2012
（速報値）

基準年比

総排出量：①

二酸化炭素（CO2）

注１：代替フロン等 3 ガスの 2012 年値は、一部のデータを除き前年の値を代用
注２：京都議定書目標達成計画に掲げる基準年比約 3.8%（4,767 万トン / 年）
注３：2012 年度末時点での京都メカニズムクレジット取得事業によるクレジットの総契約量（9,752.8 万トン）を 5

カ年で割った値
注４：電気事業連合会のクレジット量（「電気事業における環境行動計画（2013 年度版）」より）
注５：総排出量から差し引ける量のため、基準年比はマイナス表記
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増加となる。

　第一約束期間 5 カ年の平均排出量は 12 億 7900

万トンであり、基準年の総排出量と比べると 1.4%

の増加となる。ガス別ではエネルギー起源 CO2 排

出量が増加している一方で、非エネルギー起源 CO2

排出量とその他のガスの排出量が減少している。

　京都議定書目標達成計画では森林吸収量の目標

として基準年比約 3.8％（4,767 万トン / 年）を掲げ

ている。2008 年度から 2011 年度までの 4 カ年平均

の森林吸収量の実績は基準年比約 3.8％（4,758 万

トン）となっている。

　京都メカニズムクレジットについては 5 カ年平

均で、政府取得分は約 2000 万トン、民間取得分は

約 5500 万トンとなっている。

　仮に森林吸収量の目標が達成され、また、京都

メカニズムクレジットを加味すると、5 カ年平均で

基準年比 8.2％減となり、京都議定書の目標（基準

年比 6％減）を達成する見込みとなっている（図 1）。

3. 温室効果ガス排出量の推移と要因分析
　1990 年度から 2012 年度までの温室効果ガス排出

量の推移を図 2 に示す。本項では、総排出量の約 9

割（2012 年度）を占めるエネルギー起源 CO2 排出

量の推移の要因を説明する。分析には次式で表さ

れる茅方程式を用いた。

1

CO�排出量 � CO�排出量

エネルギー消費量
�エネルギー消費量

国内総生産
�国内総生産

人口
�人口

図 2　温室効果ガス排出量の推移  

図 1　わが国の温室効果ガス排出量と京都議定書の達成状況

13

10

9

排出量
（億トンCO2換算）

11

12

12億6,100万トン

13億4,100万トン
(基準年比+6.3%)
＜前年比＋2.5％＞

－8.7％

－13.8％

－10.2％

－4.0％

実際の総排出量・・・①

基準年 2008          2009          2010          2011           2012
（原則1990）

12億5,700万トン
（基準年比-0.3％）

13億800万トン
（基準年比＋3.7％）

－4.6％

(速報値)

①から②及び③を差し引いた排出量の

５カ年平均
基準年比-8.2%

2008～2012
５カ年平均

５カ年平均
12億7,900万トン

（基準年比+1.4％）

森林吸収量の目標が達成された場合に

実際の総排出量から差し引ける量・・・②

12億8,200万トン
（基準年比＋1.6％）

京都議定書第一約束期間
目標：基準年比－６% 

11億8,600万トン

京都メカニズムクレジットを加味することで

実際の総排出量から差し引ける量・・・③

12億700万トン
（基準年比-4.3％）

森林吸収源の目標
（基準年比 3.8％）

京都メカニズム
クレジット

（基準年比 5.9％）
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　この式を用いて、年変動の要因を示したのが図

3 である。折れ線は前年度からの CO2 排出量の変

化を、縦棒は上式の各要因が排出量の変化に及ぼ

した影響の程度を示す。第一約束期間に着目する

と、2008 年度、2009 年度にかけて過去 20 年間で

最大の排出量減少がみられ、2010 年度からは一転

して排出量が増加したことがわかる。2008 年度、

2009 年度と国内総生産（GDP）が軸の下方に伸び

ている。2008 年 9 月に発生したリーマンショック

の影響により景気が後退し、その影響で CO2 排出

量も低下したことが読み取れる。2010 年度は景気

回復が CO2 排出量の増加に寄与した。2011 年度、

2012 年度はエネルギー消費量あたりの CO2 排出量

（青）が CO2 排出量増加に顕著な影響を及ぼして

いる。これは 2011 年 3 月に発生した東日本大震災

以後原子力発電所が順次定期点検に入り、火力発

電が増加したためである。2011 年度、2012 年度は

GDP あたりエネルギー消費量（赤）が低下しており、

電力などのエネルギー消費量が抑えられたことが

読み取れる。

　同様に過去の要因にも言及すると、1994 年度の

排出量増加は猛暑、渇水、1998 年度の排出量の落

ち込みはアジア通貨危機、2002 年度、2007 年度の

排出量増加は原子力発電所の稼働率低下が影響し

ている。

4. 第一約束期間終了の手続き
　第一約束期間終了の手続きの概略を図 4 に示す。

気候変動枠組条約附属書 I 国（いわゆる先進国及

び市場経済移行国）は、2014 年 4 月 15 日までに

2012 年の温室効果ガス排出吸収量データを含むイ

ンベントリを条約事務局に提出することとなって

いる。提出後審査が実施され、排出吸収量が確定

することとなる。その後 100 日間の追加期間が与

えられ、目標達成に不足する分を排出量取引によ

り補うことができる。追加期間終了後には、追加

期間満了後の報告書が作成され、これの提出をもっ

て正式な手続きが終了する予定である。
------------------------------------------------------------------------

（ 注 1） わが 国 の 京 都 議 定 書 の 規 定 による基 準 年

は、CO2、CH4、N2O については 1990 年度、HFCs、

PFCs、SF6 については 1995 年である。

（ 注 2） 地 球 温 暖 化 係 数（Global Warming Potentials: 

GWP）とは、温室効果ガスが一定時間内に地球の

温暖化をもたらす程度を、CO2 の当該程度に対す

る比で示した係数。京都議定書第一約束期間は、

IPCC 第二次評価報告書（1995）に示された 100 年

値を用いる。CO2 =1、CH4 = 21、N2O = 310、HFCs 

= 1,300 など、PFCs = 6,500 など、SF6 = 23,900 である。

図 3　エネルギー起源 CO2 排出量推移の要因分析
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図 4　第一約束期間終了の手続き
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京都議定書（第一約束期間）

2014年4月に2012年の値を報告

第一約束期間のインベントリ提出・審査

2年後に報告

約束達成のための追加期間（100日間）
（※排出量取引が可能）

インベントリ審査（9月頃）

審査結果が確定（2015年？）

第二約束期間

追加期間満了後の報告書提出
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　国立環境研究所は、マレーシア工科大学（UTM）

との共催で、「マレーシア、及び、アジア全域での

低炭素社会実現に向けたロードマップと実践」と

題する UNFCCC サイドイベントを 11 月 15 日（金）

に開催しました。さらに、今回は、UNFCCC の会

合会場内において初めて日本パビリオンが設けら

れ、国立環境研究所は、イベントスペースにおいて、

会合期間中に 6 つのサイドイベントを国内外の研

究機関と共に主催しました。以下に 11 月 15 日に

UTM と共催した UNFCCC サイドイベントの開催

概要を中心に報告します。

1. 「マレーシア、及び、アジア全域での低炭素社会
実現に向けたロードマップと実践」における最新
研究成果の紹介
　UNFCCC サイドイベントでは、国立環境研究所、

および京都大学が国内外の研究者と共同で開発し

たアジア太平洋統合評価モデル（AIM）を用い、

マレーシア、及び、アジア全域での低炭素社会実

現に向けた低炭素シナリオ研究の最新の成果を紹

介すると共に、シナリオ研究の成果に基づき提案

した方策を検討・実施していくことによる便益と

障害について、関連するプロジェクトに携わる国

内外の研究者や自治体職員を交えて議論をしまし

た（注 1）。

　最初に、社会環境システム研究センターの甲斐

沼美紀子フェローが、環境省環境研究総合推進費

戦略的研究プロジェクト S-6 のもとでとりまとめ

た「低炭素アジアに向けた 10 の方策実施による温

室効果ガス削減可能性」に関する最新の研究成果

を報告しました。甲斐沼フェローは、研究の結果、

なりゆき社会（BAU）では、2005 年に世界の GHG

排出量が 42Gt であったものが、2050 年には 1.8 倍

増え、アジアのシェアも 38% から 43% に増加する。

これに対し、産業革命以前と比較して、全球の気

温上昇を 2℃以下に抑える「2℃目標」を達成する

ためには、アジアでは 2050 年までに 69% 削減し

なければならない。そのため、アジアの低炭素化

をどのように進めるのか、また、国が違えば文化

や経済状況が違い、低炭素社会構築に向けた方策

も多様であると考えるが、その中で共通のものは

何かを検討し、それを提示した上でそれぞれの国

に合った低炭素シナリオ、その実現に向けたロー

ドマップ、及び具体的な方策を検討していること

を紹介しました（注 2）。甲斐沼フェローは、「対

策を遅らせるほど、GHG 濃度が高くなれば高くな

気候変動枠組条約第 19回締約国会議 (COP19) および
京都議定書第 9回締約国会合 (CMP9) 報告 (1)

　2013 年 11 月 11 日～ 23 日に、ポーランド・ワルシャワにおいて国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第 19 回
締約国会議（COP19）及び京都議定書第 9 回締約国会合（CMP9）が開催されました。国立環境研究所からは、
日本政府代表団（交渉）、サイドイベント（発表）、ブース（展示）という 3 つの立場で参加しました。2 回に分
けて概要を報告します。

マレーシア、及び、アジア全域での
低炭素社会実現に向けたロードマップと実践
～ COP19/CMP9 におけるサイドイベントの開催報告～

社会環境システム研究センター持続可能社会システム研究室　特別研究員　　朝山 由美子
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るほど、削減量は大きくなる。2℃目標を達成して

いくことは容易ではないが達成可能な目標であり、

アジアでは、これまでの先進国型の発展の轍を踏

まずに、直接に低炭素社会の構築に向かう一足飛

び型開発（リープフロッグ型開発）により、最初

から低い濃度へ移行させる方法をいまから検討・

実施していくことが最善策である」ことを強調し

ました。

　UTM の Ho Chin Siong 教授は、国際協力機構／

科学技術振興機構「地球規模課題対応国際科学技

術協力（SATREPS）」による「アジア地域の低炭

素社会シナリオの開発」プロジェクトのもとで

2012 年に策定した「マレーシア・イスカンダル

開発地域における 2025 年までの低炭素社会実行

計画」の第 2 版、及びそのロードマップと実施プ

ログラムを取りまとめた「A Roadmap towards Low 

Carbon Iskandar Malaysia 2025」の概要を報告しま

した。Siong 教授は、低炭素社会実行計画に掲げて

いる 12 の方策の中からいくつかの方策を実施して

いくための具体的サブアクション、プログラム及

び 2025 年までの工程表、方策を実施していくこと

による GHG 排出削減効果を紹介しました。その上

で、低炭素モデルによる定量化は、提案した方策や、

サブアクション、プログラムを実施していくこと

による影響をよりよく理解するのに役立つことを

強調しました。さらに、低炭素社会実現のための

科学的知見に基づいたベースライン研究は、様々

な利害関係者間の合意形成を後押しし、各都市や

地域の気候変動に対して強靭な低炭素社会に向け

て総合的な観点から取り組んでいく際にも役立つ

ことから、現時点の予備的調査をさらに推進して

いくことに向けた意気込みを示しました。

　次に「マレーシア・イスカンダル開発地域の低

炭素社会実行計画」を踏まえ、現場における具体

的方策をとりまとめた「Iskandar Malaysia: Actions 

for a Low Carbon Future」 を イ ス カ ン ダ ル 開 発 庁

（IRDA）Maimunah Jaffar 計 画・ コ ン プ ラ イ ア ン

ス・環境局長が紹介しました。「Iskandar Malaysia: 

Actions for a Low Carbon Future」は、上記実行計画

を実施していく上での IRDA による 10 の行動計

画で、本サイドイベントが開催された 2 日前の 11

月 13 日に、マレーシアの Mohammad Najib bin Tun 

Haji Abdul Razak 首相や、イスカンダルが位置する

ジョホール州の Mohamed Khaled Nordin 州首相にも

承認されたものです。Jaffer 局長は、イスカンダル

による 10 の行動計画の中で、イスカンダルにおい

て最も GHG を排出しており、かつ重工業の多くが

集中しているパシグダン地区を「クリーンで健康

的なスマートシティ」にする取り組みの重要性を

強調しました。最後に、Jaffer 局長は、IRDA によ

る 10 の行動計画を実施していく上で、マレーシア

政府・及び関係機関から緊密な協力を得ていくこ

と、市民の意識向上や自主行動の向上、行動計画

の進捗を定期的にモニタリング・評価することが

課題であると述べました。

　さらに、AIM を用いて、マレーシア・プトラジャ

ヤ地域の 2025 年低炭素シナリオとそのロードマッ

プをとりまとめた「Towards Putrajaya Green City」

をプトラジャヤの Datoʼ Omairi Bin Hashim 地域都市

計画副部長が紹介しました。プトラジャヤはサイ

バジャヤと共に、2010 年にマレーシア首相から他

の都市の開発の模範となるようグリーン技術の先

進都市として指定されました。そこで、プトラジャ

ヤは低炭素シナリオ研究の成果を参考にしながら、

7 つの分野に焦点を当てたプトラジャヤのグリー

ンシティに向けた 12 の方策を策定しました。本発

表の総括として Hashim 地域都市計画副部長は、プ

トラジャヤの既存のグリーンシティイニシアティ

ブを再考察し、2025 年までの環境目標を達成する

ための新たな計画を策定する際に、2012 年の GHG

インベントリが重要であることを強調しました。

写真 1　低炭素社会実現に向けたそれぞれの行動計画

書を初公表する登壇者たち
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2. パネルディスカッション
　パネルディスカッションにおいては、AIM を

用いた低炭素社会シナリオ分析をもとに、中国・

国家発展和改革委員会能源研究所の Jiang Kejun

博士、インド経営研究大学院アーメダバード校

（IIMA）の P.R. Shukla 教授、地球環境戦略研究機

関（IGES）の西岡秀三低炭素アジア研究ネットワー

ク（LoCARNet）事務局長が、低炭素社会を構築し

ていく上で、既存の障壁を克服し、2℃目標を実現

するために有効となる対策について報告しました。

（1）2℃目標を実現させるための中国における低炭

素社会研究

　Jiang Kejun 博士は、「2℃目標を達成することは

可能であり、政府に対し、エネルギーシステムの

あり方等、計画をきちんと立て 2℃シナリオのパ

スをたどるよう説得すべき段階にある。そのため

に経済構造最適化政策や、エネルギー効率を高め

ていくための政策、再生可能エネルギー促進政策、

CO2 の回収・貯留（CCS）の導入促進、ライフス

タイルの変革、土地利用変化に関する事項もモデ

ルの中に取り入れ、政策等を検討していくこと」

が必要であると強調しました。また、その政策の

実行にあたり、対策コストの支払い能力について

考慮されるべきだと示唆しました。さらに技術の

普及が 2℃目標達成の鍵を握ることに触れ、2012

年と比べて中国では低炭素技術が急速に市場に普

及し、それが中国の GDP 成長率の上昇にも寄与し

ていることが紹介されました。 

（2）2℃目標を実現させるためのインドにおける低

炭素社会研究

　P.R. Shukla 教授からは、2050 年までのインドの

低炭素社会実現に向けた道筋について、持続可能

な低炭素交通の観点から分析した研究成果が発表

されました。Shukla 教授は、交通部門において、

持続可能な交通移動手段・技術・燃料・物流を実

現させる方策と、世界の気温上昇を 2℃以内に抑

える安定化目標を実現させるための最適炭素価格

を国際規模で設定することで、2050 年に BAU 比

で半減させ、インド全体の CO2 排出量の 3 分の 1

を削減することが可能であることを報告しました。

また、インド社会について、科学的知見に裏付け

された望ましい社会・経済・技術的変革のあり方

を図や表などを使って一般市民にもわかりやすく

説明することによって BAU シナリオと比較し、

2050 年に温室効果ガスを 70％削減することが可能

な低炭素社会への道筋を提示しました。

（3）2℃目標を実現させるためのアジア低炭素研究

ネットワーク

　西岡秀三 LoCARNet 事務局長は、アジアにおけ

る低炭素化の実現が全世界的に非常に大きな意味

をもつことから、低炭素に関する知識をアジアの

諸地域で共有するための研究拠点を設け、アジア

の低炭素発展に資する研究、及びその実現に向け

た人材育成を推進していくことの必要性について

強調しました。

3. おわりに
　サイドイベントは会合時間が大幅に前後する国

際交渉と並行して開催されます。また、気候変動

問題に関する多様な取り組みを行う世界中の機関

によるサイドイベントとも並行して開催されます。

そのため、サイドイベント開催前には、どのくら

いの人々が私たちのサイドイベントに関心をもち、

時間を割いて参加をしてくれるか、大変緊張しま

した。実際には、マレーシアや他のアジアの国々

に加え、世界各国から参加があり、熱心にメモを

取っている人も多数いました。私たちの研究プロ

ジェクトで示した提言が土台となり、アジア各国、

及び世界中の国々において各政府機関、産業界、写真 2　パネルディスカッションの様子
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市民との間の議論が活性化し、地域の特性を踏ま

えた独自の行動指針を構築・実施していくための

取り組みが促進されるよう、引き続き研究に邁進

する次第です。

　なお、UNFCCC 会合会場内日本パビリオンにお

いて国立環境研究所が国内外の研究機関と共催し

た次の 6 つのサイドイベント： （1）「アジア低炭素

社会の実現に向けて：研究からわかる 2050 年アジ

ア低炭素社会へ道筋、及びその具現化に向けた日

本の貢献の可能性について（11 月 13 日）」、（2）「気

候変動影響適応の課題への対応：適応研究とパー

トナーの参加のさらなる促進のための双方向セッ

ション（11 月 14 日）」、（3） 「2℃安定化に向けたア

ジアの GHG 削減はどこまで可能か （11 月 15 日）」、

（4）「マレーシアにおける低炭素社会シナリオづく

りと政策立案に向けた動向：イスカンダル・マレー

シアの低炭素社会実現に向けた 10 の政策アクショ

ン公表（11 月 18 日）」、（5）「低炭素・レジリエン

トな社会への転換： 理論から現実へ（11 月 19 日）」、

（6）「ダーバンプラットフォームの下で目指される

2015 年合意に関するダイアログ（11 月 19 日）」開

催の報告については、UNFCCC COP19/CMP9 国立

環境研究所の取り組みと題したウェブサイト http://

www.nies.go.jp/event/cop/cop19/index.html を 参 考 に

して頂ければ幸いです。

--------------------------------------------------------------------
（注 1） サイドイベント「マレーシア、及び、アジア

全域での低炭素社会実現に向けたロードマップと実

践」における発表資料は、http://2050.nies.go.jp/cop/

cop19/index.html　よりダウンロード可能。

（注 2）「アジア低炭素社会の実現に向けて -10 の方策

によりアジアはどう変化するか」は次の URL より

ダウンロード可能。

日本語版 http://2050.nies.go.jp/file/ten_actions_2013_j.pdf

英語版 http://2050.nies.go.jp/file/ten_actions_2013.pdf

【略語一覧】

国連気候変動枠組条約（United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC）

締約国会議（Conference of the Parties: COP）

京都議定書締約国会合（COP serving as the Meeting 

of the Parties to the Kyoto Protocol: CMP）

マレーシア工科大学（Universiti Teknologi Malaysia: 

UTM）

ア ジ ア 太 平 洋 統 合 評 価 モ デ ル（Asia-Pacific 

Integrated Model: AIM）

なりゆき社会（Business as Usual: BAU）

地球規模課題対応国際科学技術協力（Science and 

Technology Research Partnership for Sustainable 

Development: SATREPS）

イスカンダル開発庁（Iskandar Regional Development 

Authority:IRDA）

インド経営研究大学院アーメダバード校（Indian 

Institute of Management, Ahmedabad: IIMA）

地 球 環 境 戦 略 研 究 機 関（Institute for Global 

Environmental Strategies: IGES）

低炭素アジア研究ネットワーク（Low Carbon Asia 

Research Network: LoCARNet）

二 酸 化 炭 素 の 回 収・ 貯 留（Carbon Capture and 

Storage: CCS）

＊国連気候変動枠組条約締約国会議（第 1 回～第 18 回）の報告は地球環境研究センターウェブサイト（http://
www.cger.nies.go.jp/cgernews/cop/）にまとめて掲載しています。

http://www.nies.go.jp/event/cop/cop19/index.html
http://2050.nies.go.jp/file/ten_actions_2013_j.pdf
http://2050.nies.go.jp/file/ten_actions_2013.pdf
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科学と政策をつなぐ：温暖化影響の研究と適応策

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　主幹　　広兼 克憲
　　　　　　　　　　地球環境研究センター交流推進係　高度技能専門員　　今井 敦子

1. はじめに
　気候変動適応シンポジウム「気候変動の影響と

適応～地域の実践」が 11 月 26 日（火）と 27 日（水）

に法政大学市ヶ谷キャンパスで開催された。この

シンポジウムは環境省環境研究総合推進費「S-8 温

暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」（以

下、推進費 S-8）がこれまでの研究成果の情報発信

と政策実装に貢献するための対話を目的とし、「気

候変動適応社会をめざす地域フォーラム」（略称：

地域適応フォーラム）の第 3 回会合とともに実施

された。同フォーラムは、推進費 S-8 研究の一環

として設置されたもので、今後の地域・自治体に

おける温暖化影響の研究と適応策の実装化に資す

るため、温暖化影響・適応策に関する研究の推進、

および温暖影響・適応策に関する計画立案や進行

管理等について、ノウハウの共有、人材交流、普

及啓発等を行うことを目的としている。シンポジ

ウムは、地方研究機関、地方自治体、NPO、企業、

S-8 研究機関等を対象に行われ、2 日間で国や地方

の研究機関、地方自治体、NPO などから 250 人以

上の参加があった。

　シンポジウムを聴講した地球環境研究センター

の広兼と今井からその内容を報告する。

2. 1日目：11月 26日
　シンポジウム１日目は、全国レベルの気候変動

影響の現状と将来予測に関して、最新の研究動向

や成果を報告し、その対策の必要性等について、

行政担当者と研究者がパネリストとなるパネル

ディスカッションが行われた。

　1 日目は、環境省の関荘一郎地球環境局長のご挨

拶から始まった。環境省では猛暑が続いた 9 月ま

でのクールビズ終了後わずか 1 か月後の 11 月から

ウォームビズを呼びかける状況で、このことを海

外で紹介したところ、四季折々の自然環境を実感

できる日本でも秋が短くなっていることに驚かれ

たとのことであった。

（1）気候変動影響と適応策を取り巻く政策と研究

の紹介

　5 つの講演があり、冒頭で国立環境研究所地球

環境研究センターの江守正多気候変動リスク評価

研究室長から 2013 年 9 月に発表された IPCC 第 1

作業部会第 5 次評価報告書（地球環境豆知識参照）

における最新の気候シナリオについての説明とし

て、6 年前の第 4 次評価報告書と比較すると、シナ

リオの前提に差があるものの、概して同じような

結果が得られていると報告した。また、予測され

る海面水位上昇の幅が大きくなったこと（中程度

の確信度で 2100 年までに最大 82cm 上昇）につい

て、グリーンランドや南極の氷床の動きが定量化

されたことがあげられるとの説明があった。さら

に、今後温暖化の対策をしてもしなくても、2050

年頃までは気候変動の状況に大きな差は生じない、

つまり対策の効果はかなり先になってから差とし

て出てくるであろうと報告した。

（2）パネルディスカッションと意見交換

　三村信男推進費 S-8 研究プロジェクト代表をコー

ディネイターとし、関係省庁の行政担当者と講演

した研究者がパネリストとなるパネルディスカッ

ションが行われた。冒頭、コーディネイターより、

国としての適応策の取りまとめ方について行政担

当者に質問が投げかけられ、現在、30 名の専門家

による議論が中央環境審議会の小委員会で進行中

であり、平成 27 年頃を目途に取りまとめられる

よう検討を進めていることが説明された。研究者

パネリストから九州地方の河川災害で浮き彫りに

なった都市計画と河川対策の連携不足に関連して、

昨今の台風被害のように災害による破壊力が大き
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くなってきた今日では、今までのようにすべてを

救うことは困難で、絶対守る場所と災害を受けて

も復旧支援を円滑にできる場所と区別すべきとの

指摘があった。これについて、行政担当者から防

災の発想転換等も含めて河川審議会等で議論して

いく旨説明された。また、気象分野で測候所の無

人化が進んでいるが、専門の人材確保の観点から

不安が残ることとアメダスに代わる強力なシステ

ムや他との有効な連携はないのかとの指摘があっ

た。これに対して行政担当者から省庁を越えた気

象データの共有と、適応に関する国としての計画

策定を早急に進めていくことが説明された。また、

防災教育の観点からは測候所の無人化は、先の震

災でも明らかになったように先人の知恵を活かす

ことにつながらない対応であり、逆行になるので

はないかとの説明があった。不確実性の問題への

対応については、人工衛星による気象モニタリン

グの充実・精緻化や市町村レベルでのインターネッ

トを利用した情報提供システム等に期待がもてる

ことなどが紹介された。

3. 2日目：11月 27日
　2 日目は、気候変動影響への適応の実施レベルで

ある地方自治体、地域の研究機関等の方を対象に、

地域の適応策の計画、具体化、実行を支援するガ

イドライン等のツールの説明、適応策に関して先

行する地域からの報告があった。

（1）地域における気候変動影響と適応策の取り組

み手法

　第一部は 6 件の報告があり、そのうち、国立環

境研究所から二人が発表した。社会環境システム

研究センターの肱岡靖明主任研究員は、推進費 S-8

で計算された温暖化影響評価結果を日本全国およ

び各都道府県を対象として表示するシステムであ

る簡易推計ツールについて紹介した。簡易推計ツー

ルは科学と政策をつなげるツールであり、実際に

利用する自治体などと検討しながら今後も改良を

http://www.3r-teitanso.jp/
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進めていきたいと説明した。数値データを必要と

せず図のみを閲覧するバージョンは、すでに三重

県などいくつかの県について開発されているとい

うことである。

　社会環境システム研究センターの久保田泉主任

研究員は、海外の自治体における適応計画の動向

と日本が学ぶべき点について説明した。アメリカ

の研究報告によると、世界の約 2 割の自治体が適

応戦略を策定しているが、ビジョンを示すものが

多く、日本で「計画」と言った時にイメージされ

るような具体性はないものが多い。そのなかで、

2011 年 7 月の豪雨被害の後作成されたコペンハー

ゲン市の気候適応計画は、損害回避、損害低減、

レジリエンスの向上という、とるべき行動に優先

順位がつけられていることが紹介された。海外の

事例から学ぶ点として、行動の優先順位をつけた

計画策定と、都市計画の中に気候変動影響への適

応を組み込んでいくことが重要であると報告した。

（2）地域における気候変動影響研究・適応策の取

り組み報告

　第二部は適応策に関して先行した取り組みを

行っている地域における適応策検討の成果・課題・

展望として、埼玉県、長野県、三重県の事例が報

告された。埼玉県が示した潜在的適応策（例：水

稲の「彩のきずな」など高温耐性品種の育成）を

活かし、予測などを基とした中長期的な視点を取

り入れた温暖化適応策は、参加者の関心を集めて

いた。長野県は、適応策を「環境基本計画」へ位

置づけたことで方針を示すことができ、既存の施

策構造が未来重視となったことを強調した。三重

県からは、肱岡主任研究員から説明のあった簡易

推計ツールを利用した気候変動による将来予測を

「くらしにおける地球温暖化適応推進事業」に活か

しているという報告があった。また共通理解を深

めるため、企業や一般の人たちとの情報共有を進

めていることが紹介された。

　グローバル経済が進む中で、サプライチェーン

http://www.3r-teitanso.jp/
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の寸断が起きると世界経済の安全保障のうえで大

きなリスクになる。企業の適応への取り組みは、

企業の事業継続を強固にするだけではなく、新た

な市場の確保にもつながる。損保ジャパン日本興

亜リスクマネジメント（株）からは、主に海外の

企業の取り組み事例と地方自治体との連携につい

て講演があった。

（3）質疑応答

　今回のシンポジウムは参加登録時に質問を記入

することになっており、当日受け付けた質問と合

わせて登壇者が答える時間が設けられた。法政大

学の田中充教授をコーディネイターとして行われ

た質疑応答の主な内容は以下のとおり。
【論点 1】 影響予測の不確実性があるなかで、どの

ように対処したらよいのか。
回答：いくつかオプションを用意して、段階的

に進めていく。

【論点 2】自治体にとって、緩和策と適応策のバラ

ンスは、どのようなものが望ましいだろうか。
回答：地域の特性によるので、地域ごとの判断

が必要。

【論点 3】気候変動の影響はさまざまな分野に生じ

るが、優先的に取り組むべき影響分野をどのよう

にして抽出すればよいか。
回答：影響の大きさ、発生の確率など合理的な

判断に基づいて相対的にリスク評価する。分野ご

とに課題を抽出し、優先順位をつけるのも必要。

【論点 4】適応策に関して、国レベルと都道府県や

市町村レベルの役割分担はどのように考えたらよ

いか。
回答：国は、国際社会に向けて国の方針を表明

していく役割と、国内に向けては、都道府県に

よる適応計画などの作成を推進していくための

仕組み作りや知見・資金等が足りないところへ

の支援。都道府県は普及啓発・開発・体制整理。

市町村は適応策の実施（警報など）。

【論点 5】適応という概念は、現状では市民の認知

度が低いと感じるが、市民への普及、参加はどの

ように行えばよいか。
回答：「適応」の言葉の認知度が低いが、たとえ

言葉を知らなくても、変化するものへの対応は

必要に迫られれば皆がやっていることである。

「適応」の言葉の認知度を上げるというよりは、

リスクを肌に感じさせるコミュニケーションを

目指すべきではないか。

4. 所感
　主催者側によると「地域適応フォーラム」の参

加者は毎年増えており、社会からの関心が高まっ

ているようだ。長時間のシンポジウムではあった

が、熱心な参加者が多く、質疑応答なども時間を

オーバーする程で、有意義な議論が行われた。また、

本シンポジウムでは参加者全員に「参加者から登

壇者への質問」として参加登録時に集められた 124

項目の質問事項をまとめた A4 版 6 ページの資料が

配布された。参加者の関心事がわかるようにとの

工夫であろう。すべての質問に登壇者が答える時

間はなかったが、問題点を皆で共有する取り組み

として有効であると感じた。

写真 1　会場との質疑応答で、論点 1 について説明す

る肱岡主任研究員（左）
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1979 年の世界気候会議（主催：世界気象機関）で、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの

濃度の上昇など、人間活動に起因する気候変化が社会経済に顕著な影響を与えることへの懸念が

表明されました。1980 年代の地球温暖化問題への対応を議論する一連の国際会合を経て、1988 年

11 月に国連環境計画と世界気象機関は、気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel 

on Climate Change: IPCC）を設立しました。IPCC の役割は、地球温暖化とそれに伴う影響や対策

に関する最新の自然科学的及び社会科学的知見について評価し、報告書をとりまとめ、地球温暖

化政策に科学的な基礎を与えることです。IPCCの活動に関する意思決定は IPCC総会で行われます。

IPCC の組織は、議長団の下に、第 1 作業部会（WG1：自然科学的根拠）、第 2 作業部会（WG2：

影響、適応、脆弱性）、第 3 作業部会（WG3：緩和策）、並びに、温室効果ガスインベントリに関

するタスクフォースが置かれ、世界中の科学者の協力を得て活動が行われています。

これまで 1990 年、1995 年、2001 年、2007 年の 4 回にわたり評価報告書が公表されました。

IPCC の報告書は国際的に合意された科学的理解として、政策検討・国際交渉の場面でも多用され

ています。1990 年の第 1 次評価報告書は 1992 年の気候変動枠組条約の採択に、1995 年の第 2 次

評価報告書は 1997 年の京都議定書の採択に重要な役割を果たしています。

IPCC 報告書は厳密な手順を踏んで作成されていますが、2007 年に発行された第 4 次評価報告書

（AR4）の内容に誤りが見つかり、IPCC は訂正しました。これまでの反省等を踏まえ、国連事務

総長と IPCC 議長は国際的な学術団体である IAC（InterAcademy Council）に IPCC 報告書の作成手

順の評価を依頼しました。IAC は 2010 年 8 月にレビュー結果を公表し、統制および管理、査読プ

ロセス、不確実性の特徴付けと伝達などについて、主要な勧告がなされました。IAC のレビュー

結果は IPCC 総会で合意され、第 5 次評価報告書（AR5）の作成や IPCC の運営に反映されています。

また、オランダ環境評価庁は AR4 第 2 作業部会報告書の地域ごとの影響を評価する章に関してレ

ビューし、「IPCC 報告書の主要な結論に影響を及ぼす誤りはなかった」という結果を 2010 年 7 月

に公表しました。

こうした経緯を経て、AR5 はより透明性・信頼性の高いものになっています。AR5 第 1 作業部

会報告書（自然科学的根拠）の政策決定者向け要約（SPM）はストックホルム（スウェーデン）

で開催された IPCC 総会で承認され、2013 年 9 月 27 日に公表されました。第 2 作業部会報告書（影響、

適応、脆弱性）SPM は、2014 年 3 月に横浜（日本）で開催される IPCC 総会において、第 3 作業

部会報告書（緩和策）SPM は 4 月にベルリン（ドイツ）で開催される IPCC 総会において、承認・

公表されます。さらに 10 月にコペンハーゲン（デンマーク）で開催される IPCC 総会では統合報

告書が承認・公表される予定です。

（編集局）

気候変動に関する政府間パネル第 5 次評価報告書 
～ 地球環境豆知識 (24) ～

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
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

オークリッジ国立研究所
～ 地球環境豆知識 (20) ～

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
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

ステークホルダー 
～ 地球環境豆知識 (23) ～

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
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

オークリッジ国立研究所
～ 地球環境豆知識 (20) ～

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
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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2013 年度ブループラネット賞受賞者による
記念講演会 (2)

　世界の人口が増加し、経済成長し、人々が裕福

になると、自動車が増え、大気汚染が増し、エネ

ルギーを多く使うようになります。交通システム

やエネルギーシステムを変えなければ、この状態

はさらに悪化します。多くの人は石油を使い切っ

てしまうと思っていますが、実際にはガソリンや

ディーゼルに替えられる化石燃料資源は、地下に

膨大な量存在していますので、枯渇しません。た

だし、これらは、採掘したりガソリンを生成した

りするときのエネルギー使用量が多く、結果とし

て二酸化炭素の排出量を余計に増やすことになり

ます。人類の究極の目標が産業化以前からの平均

気温上昇を 2℃以内に抑えることなら、化石燃料の

使用を減らし、最終的にはゼロにしなければなり

ません。

　世界の温室効果ガス総排出量の約 1/4 は輸送部門

によるものですから、輸送部門の転換が必要です。

私がお話ししたいのは、遠い将来ではなく、現在

と今後 10 ～ 15 年のことです。地球が崩壊しない

ようにするためにはどういう道筋をとればいいか、

どういう目標をもって進めばいいのかを私たちは

考える必要があります。持続可能な輸送へ向かう

ために重要なのは、移動、燃料、車両（エネルギー

の効率化）のバランスのとれた三脚のイスです。

1.移動：スマート・パラトランジットと人々の行動
　アメリカにおいて現在公共交通機関が旅客利用

の走行距離に占める割合はたったの 3％です。公共

交通機関ではなく車で移動しているのです。世界

中のほかの都市でも同じような状況です。

　良いニュースもあります。ヨーロッパや日本、

オーストラリア、アメリカなどでは一人当たりの

車による移動は減ってきています。車の利用を減

らすことができれば、道路のインフラにかける費

用を削減でき、エネルギーコストと温室効果ガス

の排出を減らすことができます。

　私が興味をもっているアイデアは新しい移動シ

ステムを作るために情報テクノロジーを利用する

ことです。その一つは「スマート・パラトランジッ

ト」と呼んでいる需要応答型（利用者の需要に応

じて運行されるもの）の交通サービスです。スマー

トフォンから申し込むと、車が迎えに来てくれどこ

にでも好きなところに連れて行ってくれます。需

要応答型交通サービスと車を共同利用する人たち

　2013 年 11 月 1 日に国立環境研究所大山記念ホールで行われた 2013 年度ブループラネット賞受賞者講演会に
おけるダニエル・スパーリング博士（カリフォルニア大学デービス校教授）の講演内容（要約）を紹介します。
なお、同時に受賞された松野太郎博士（海洋研究開発機構地球環境変動領域特任上席研究員）の講演内容（要約）
は地球環境研究センターニュース 12 月号に掲載しています。
　ブループラネット賞および受賞者の略歴については旭硝子財団のウェブサイト（http://www.af-info.or.jp）を参
照してください。

持続可能な輸送への道筋
　 Dr. Daniel Sperling（ダニエル・スパーリングさん）

（カリフォルニア大学デービス校教授）

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201312/277004.html
http://www.af-info.or.jp
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の情報を組み合わせれば、エネルギー効率のいい

低炭素な輸送システムを構築することができます。

　大きなポイントとなるのは人々の行動です。人々

の行動をどうやって変えてもらうことができるか、

どんなインセンティブや機会があれば人々がエネ

ルギーの使用や移動の方法などを見直してくれる

のかを理解するため、社会科学者や行動科学者と

の共同研究が是非必要です。

2.燃料
　エネルギーシステムの脱炭素化を進める必要が

あります。現在輸送に使われる燃料の 96％は石

油ですが、将来はバイオ

燃料や電気、水素などを

ミックスした燃料が使わ

れるようになるでしょう。

燃料は異なる方法で作ら

れますから、柔軟性のあ

る戦略と政策が必要です

し、技術革新や投資を進

めることも重要です。課

題は、地下の化石燃料を

どうやって保存していくかということと、現在あ

るほかの燃料に転換するための技術革新をどう進

めていくかということです。石炭からガソリンを

生成するのは通常のように石油から生成するより

はるかに高炭素です。しかし石炭を水素に変換し、

変換の際に炭素を回収するとほぼゼロエミッショ

ンとなります。

　30 年前はオイルシェール、重油、石炭から得

られる合成燃料に焦点があたっていました。しか

し高すぎることと石油の価格が下がったので姿を

消しました。その後メタノールに関心が集まり、

1990 年代には電気自動車が注目されました。10 年

前は水素とエタノール、現在は電気自動車です。

次は何でしょう。この問題を市場に委ねるとまた

30 年前から現在に至るまでの歴史の繰り返しにな

るでしょうから、政策・方針が必要です。低炭素

燃料基準（low-carbon fuel standard）は一つの有効

な政策アプローチになると思います。ライフサイ

クルからの排出に基づいていますし、石油業界に

炭素集約度の低減を促し、信用取引（credit trading）

によって市場の力を活かすことができます。

3. 車両（エネルギーの効率化）
　これはもっともうまくいっている分野ですが、

車はもっともっと効率のいいものになります。世

界の自動車業界は 2050 年までに温室効果ガスの排

出を 80％削減するというアプローチを支援し、温

室効果ガス排出のさらに少ないものを開発するこ

とに投資しています。電気モーターの使用は排出

削減の大きなカギとなります。ハイブリッド車は

始まったばかりです。日本はハイブリッド車に関

してはリーダー的存在で、売り上げは世界一です

し、 公 的 レ ベ ル に お い

ても民間レベルにおいて

も自動車業界との強い協

力関係があります。自動

車では大きな成果を上げ

ていますが、トラックは

そうではありません。ト

ラックのエネルギー効率

はあまり改善されていま

せん。燃料電池など先進

技術を利用したトラックの開発は始まったばかり

です。

4. 輸送の転換のための五つの戦略
　輸送の転換を進めるために、五つの政策戦略が

あると思います。①燃料と車に関する達成基準を

設定すること。②規制を推進し相乗効果を生むよ

うな経済的手法（market instrument）が必要。私た

ちが推し進める自動車や燃料を選択してくれるよ

う消費者の行動に影響を与えることも重要です。

③最新の自動車技術を促進すること。④自動車の

利用を控えること。⑤研究開発を促進すること。

もっとも重要なのは次の世代の専門家や科学者、

リーダーを育成することです。彼らこそが世界を

変えてくれる人たちなのですから。

5. 持続可能な交通システムに向けた五つの知恵
　最後に持続可能な交通システムのための五つの

知恵をご紹介します。

①万能な解決法はありません。しかし可能性のあ
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る解決法はたくさんありますから、戦略と政策

を練る必要があります。

②持続可能な交通システムへの転換の過程におい

て、正しい方向に行くようインセンティブを与

えることです。

③一つの解決策がすべてに当てはまるわけではあ

りません。個々の事情に合わせた解決法が必要

です。

④科学者のコミュニティは、政府の意思決定、政

策決定に関与すべきです。

⑤最後に「今、行動を起こしましょう！」

　講演の後、講演者と参加者の間で質疑応答が行

われました。簡単にご紹介します。
Ｑ 1：人口増加でステークホルダーが増えていくと、

行動科学による将来予測は複雑になります。20 年

後を予測することは 100 年間の気候変動予測より

難しいと思います。自然科学と社会科学は関連し

て考えなければなりませんが、ギャップをどうっ

て埋めたらいいでしょうか。
Ａ 1：二つあります。いろいろな選択肢のなかで人

がどうやって意思決定するかを理解するために ､

私たちは人類学者や心理学者と一緒に研究しなけ

ればなりません。

　もう一つはコミュニケーションの重要性です。

科学的知見を踏まえずに多彩な議論を繰り広げる

人もいますし、インターネット上にもでたらめな

内容が掲載されています。ですからメディアにもっ

と関与していくことです。

Ｑ 2：どうやって公共交通機関の利用を拡大させて

いくべきでしょうか。
Ａ 2：さきほどご紹介した「スマート・パラトラン

ジット」など情報技術を利用した新しい移動サー

ビスを進めるべきだと思います。アメリカでは車

の 1 台の維持管理に年間 9000 ドルかかっています。

それを考えると、低コストで質のいいサービスを

提供する方法はたくさんあります。

Ｑ 3：科学者が政策決定のプロセスにかかわってい

くために何か提案はありますか。
Ａ 3：私は勤務する大学に政策研究所を設立しまし

た。研究所では政府機関の人と政治家との協力関

係をつくり、さまざまな形で研究者が彼らの話し

合いに参加するようにしています。政治家や政府

機関の人たちは情報を必要としていますから、私

たちは情報提供できるようさらに努力しなければ

なりません。政治家がつくる政策に直接作用する

ような研究成果を出せたら私たちの研究はもっと

実りのあるものになるでしょう。

（和訳：地球環境研究センターニュース編集局）
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GCP つくば国際オフィスの現在と今後の活動

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　主席研究員　　山形 与志樹
　　　　　　　　　　GCP つくば国際オフィス 事務局長　SHARIFI Ayyoob（シャリフィ アユーブ）

1. GCP+10の新テーマ
　グローバルカーボンプロジェクト（GCP）は

2001 年に設立され、キャンベラ（オーストラリア）

の科学産業研究機構（CSIRO）と、つくば（国立

環境研究所）の二つの国際オフィスでこれまで運

営されてきました。キャンベラオフィスは自然科

学系、つくばオフィスは社会系のテーマを担当し、

全体として GCP の事業を推進してきました。韓国

には地域オフィスがあり、主に生態学関係をテー

マに進めています。

　GCP はこれまでの活動を踏まえて、GCP+10 と

いう研究計画を作成しています。GCP は「分析」「脆

弱性」「低炭素な発展」の三本柱で事業を進めてき

ましたが、GCP+10 では、それぞれ発展的なテーマ

を設定しています。「分析」については全球的なメ

タンの収支の解明、「脆弱性」では炭素の吸収／放

出のレジリエンスに関する生物多様性の役割の把

握、「低炭素な発展」については、ネガティブ・エミッ

ションです。

2. Future Earthの枠組みにおける GCPの活動
　GCP はこれまで 10 年以上地球システム科学パー

トナーシップ（ESSP）のもとでプロジェクトを行っ

てきましたが、ESSP は 2012 年に解体され、2014

年に Future Earth（注 1）に移行することになって

います。Future Earth の枠組みのなかでは、さまざ

まなステークホルダーが関与して、科学者と研究

活動を設計し（Co-Design［協働企画］）、研究その

ものも協働生産（Co-Production）していきます。

GCP のこれまでの活動は Future Earth の枠組みに

適合していると思います。GCP つくば国際オフィ

スが進めてきた「都市と地域における炭素管理」

（Urban and Regional Carbon Management: URCM）

を発展させた「気候と調和した都市の発展とレ

ジリエンス」（climate compatible and resilient urban 

development）について、GCP では 2012 年度の国

際ワークショップから議論を進めています。内容

は、気候と調和した低炭素な都市の発展とレジリ

エンスにおいて重要な指標は何か、また、その指

標を気候と調和した都市の発展を促進するための

統合評価モデルにどう組み込んでいくのかという

ものです。さらに、気候変動に対する緩和策と適

応策の相乗効果やトレードオフを考慮して、都市

と地域の発展を目指すことなどを Future Earth に提

案していきたいと考えています。GCP は、どうし

たら気候と調和した都市の発展とレジリエンスを

高められるかというテーマについて、土地利用を

正確に反映した地理モデルを構築したり、気候変

動に対する回復力を強化する戦略やシナリオを開

発したり、世界のいろいろな地域の研究者と共同

研究することで、プロジェクトを進めます。

3. ネガティブ・エミッションとは
　GCP+10 のなかで新しい方向性として考えている

ネガティブ・エミッションについてご紹介します。

産業化以前からの平均気温上昇を 2℃以内に抑える

ような低炭素社会を構築するためにはどこかで二

酸化炭素（CO2）排出をマイナスにしなければなり

ません。それを実現するのがネガティブ・エミッ

ションシナリオです。その一つとして「バイオマ

ス燃料の利用とそれに伴う炭素回収貯留」（Bio-

energy with carbon capture and storage: BECCS）があ

ります。植物が光合成によって生産した炭水化物

を元にしたバイオマス燃料の利用は、それ自身が

カーボンニュートラルなのですが、利用時に発生

する CO2 を回収 ･ 貯留することで実質的にマイナ

スになります。この循環が 2℃目標の前提になって

いますから、①気候変動リスク管理をどう定義づ

けるか、② BECCS は気候変動リスク管理のツール

になりうるか、③実際にどこで持続可能な取り組
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みとして行えるポテンシャルがあるか、④全世界

で取り組む場合、どういう制度でいつだれが行う

のか、ということを検討しながら進めていくこと

になります。

4. 2013年の主な活動
　GCP つくば国際オフィスの 2013 年の主な活動は

以下のとおりです。

（1）国際ワークショップ「気候変動対策に適した

都市発展—都市の評価フレームワークの構築に向

けて」（2013 年 3 月 12 日～ 13 日　タイ）（注 2）

【会議の目的】

①都市の発展において、気候変動の緩和策と適

応策を考慮した統合された枠組みを開発する

②気候変動と調和した都市の発展のための定性

的・定量的評価指標を構築する

③緩和策と適応策の将来シナリオを描く

【議論の主なテーマ】

①気候変動科学、気候変動対策としての緩和策・

適応策および社会経済的な政策モデリングを

統合する

②沿岸地域の都市（特に東南アジア）の気候変

動への脆弱性を検討する

③都市の土地利用シナリオを作成する

（2）国際ワークショップ「ネガティブ・エミッショ

ンと炭素循環」（2013 年 4 月 15 日～ 17 日　オース

トリア）（注 3）

【会議の目的および議論の主なテーマ】

① 2℃目標を達成するために、どれくらい、どこ

で、ネガティブ・エミッションが可能か

②土地利用の選択（植林、BECCS、埋立など）

を組み合わせた評価を行う

③ BECCS を大規模に進めていく場合の障害は何か

（3）第 12 回 GCP 科学運営委員会会合（2013 年 4

月 17 日～ 19 日　オーストリア）

【議論の主なテーマ】

①炭素収支（公表、政策決定者への配慮、中国

を重点的に取り組む、CO2 とメタンの収支）

② 炭 素 地 図（carbon atlas）（ 内 容、 ユ ー ザ ー

（audience）、発表形式など）

③ Future Earth に貢献する活動の戦略

炭素地図は GCP の研究成果として近々公表され

る予定です。

（4）BECCS に関する GCP セミナー（2013 年 10 月

3 日　国立環境研究所）

【議論の主なテーマ】

　①廃棄物を利用した低炭素技術

　② BECCS によるゼロエミッションシナリオ

GCP つくば国際オフィス 事務局長　SHARIFI Ayyoob （シャリフィ アユーブ）

　名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻で博士課程を修了し、2013 年
10 月から GCP つくば国際オフィス事務局長に就任いたしました。博士論文のテー
マとして、持続可能な開発を進めるためにはどんな近隣街区のシステムが有効か
を分析しました。博士課程在籍中、名古屋大学グローバル COE プログラムの研
究助手としても勤務しました。イランのタブリズ大学では土木工学を、科学技術
大学での修士課程においては都市計画を専攻しました。
　最近興味をもっている研究テーマは、低炭素社会をデザインし実現しながら都

市が発展していくこと、および気候変動による負の影響を最小限に抑え、持続可能で回復力のある都市の開発で
す。特に、地域での意思決定を支援するシステムとして使える評価システムの開発と利用について、重点的に取
り組んでいます。これまで、持続可能性評価、戦略的環境アセスメント、近隣街区計画、環境の質、建築基準、
都市と地域計画における定量的分析に関する論文を発表しました。
　趣味はサッカーと山登りです。日本では、富士山や百名山のひとつである伊吹山などに登りました。三重県の
御在所山の紅葉も印象的でした。近いうちに筑波山にも登りたいと思っています。
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（5）日韓 GCP オフィス会合（2013 年 10 月 15 日～

16 日　国立環境研究所）

【議論の主なテーマ】

①アジア太平洋地域（現在の主な対象は日本、

韓国、中国）の炭素収支評価（Regional Carbon 

Cycle Assessment and Processes: RECCAP）を推

進するための協力

　②地理的に明確な土地利用モデルの韓国への適用

（6）国際ワークショップ「持続可能なネガティブ・

エミッション：気候変動リスクマネージメントの

選択肢」（2013 年 12 月 6 日～ 7 日　東京）

【議論の主なテーマ】

　①ネガティブ・エミッションの技術と経済的視点

②ネガティブ・エミッションと炭素回収貯留と

の連係

　地球環境研究センターニュースで報告を紹介す

る予定です。

5. 今後の会議予定
　2014 年以降の活動は以下のとおりです。

①日韓 GCP オフィス会合（2014 年 2 月 20 日～ 22

日　韓国）

② URCM に関する国際会議（2014 年 3 月 19 日～

22 日　タイ）

③応用エネルギーに関する国際会議（2014 年 5 月

30 日～ 6 月 2 日　台湾）

--------------------------------------------------------------------
（注 1）三枝信子・江守正多「Planet Under Pressure 会

議報告—地球環境研究の新しい枠組み Future Earth

に向けて—」地球環境研究センターニュース 2012

年 6 月号

江守正多・三枝信子「国際研究プログラム Future 

Earth への日本の対応」地球環境研究センターニュー

ス 2013 年 10 月号

（注 2）山形与志樹・瀬谷創「地球温暖化への緩和・

適応とレジリエンスを考えた都市発展は可能か：

GCP 国際ワークショップ報告」地球環境研究セン

ターニュース 2013 年 5 月号

（ 注 3） 加 藤 悦 史・ 山 形 与 志 樹「Negative Emissions 

workshop 報告—負の二酸化炭素排出の可能性をさぐ

る—」地球環境研究センターニュース 2013 年 7 月号

（2013 年 11 月 7 日　地球温暖化プログラム・地球

環境研究センター合同セミナーより）

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201206/259005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201305/270005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201307/272003.html
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■□■□■　関 連 記 事 　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□ GCP に関する過去の主な記事は以下からご覧いただけます。

○山形与志樹「GCP( グローバル・カーボン・プロジェクト ) つくば国際オフィス開設　－自然科学と社
会科学を統合した新たな国際研究計画と新オフィスの役割」2004 年 6 月号

○ペネロピ カナーン・ステフン ショーツ「『地域炭素管理のための社会ネットワーク理論の応用』　グロー
バル・カーボン・プロジェクト (GCP) 国際ワークショップ報告」2005 年 6 月号

○ Shobhakar Dhakal「グローバル・カーボン・プロジェクトつくば国際オフィスによる「都市・地域炭素
管理イニシアティブ」の推進」2006 年 8 月号

○ Shobhakar Dhakal「『都市と地域における炭素管理 (URCM)』に関する第 1 回 GCP 国際会議報告」2006
年 12 月号

○ Shobhakar Dhakal「『都市化・都市発展の道筋と炭素の関係』に関する国際会議報告」2007 年 6 月号
○ Anil Raut・Shobhakar Dhakal・牧戸泰代「国際シンポジウム「都市におけるエネルギー・炭素管理－

科学と政策のギャップへの挑戦」国際ワークショップ「都市におけるエネルギー・炭素モデリング」
Urban Energy and Climate Modeling Forum の設立」2008 年 5 月号

○牧戸泰代・Lavinia Poruschi・Shobhakar Dhakal「国際シンポジウムおよび国際ワークショップ「低炭素
型都市の実現に向けて」開催報告」2009 年 4 月号

○ Shobhakar Dhakal・Lavinia Poruschi「都市とカーボンマネージメント：科学と政策の連携強化に向けて」
2010 年 2 月号

○ PORUSCHI Lavinia（ポルツキ ラビニア）・DHAKAL Shobhakar（ダカール ソバカル）「オフィス活動紹
介－ GCP － ( 都市と地域の炭素管理に関する科学と政策）」2010 年 8 月号

○ DHAKAL Shobhakar（ダカール ソバカル）・PORUSCHI Lavinia（ポルツキ ラビニア）・山形与志樹「グロー
バル・カーボン・プロジェクト 10 年の成果と今後の展開」2011 年 3 月号

○ DHAKAL Shobhakar（ダカール ソバカル）・CANADELL Pep（カナデル ペップ）「地域炭素収支評価
（RECCAP）の構想と展開」2011 年 8 月号

○ DHAKAL Shobhakar（ダカール ソバカル）「都市における水・エネルギー・炭素の関連」2012 年 5 月号
○山形与志樹・瀬谷創「地球温暖化への緩和・適応とレジリエンスを考えた都市発展は可能か：GCP 国

際ワークショップ報告」2013 年 5 月号
○加藤悦史・山形与志樹「Negative Emissions workshop 報告—負の二酸化炭素排出の可能性をさぐる—」

2013 年 7 月号

http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol15/vol15-3.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol16/vol16-3.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol17/vol17-5.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol17/vol17-9.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol18/vol18-3.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol19/vol19-2.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol20/vol20-1.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol20/vol20-11.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol21/vol21-5.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol21/vol21-12.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201108/249004.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201205/258003.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201305/270005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201307/272003.html
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日本一寒い町の陸別小学校・陸別中学校の出前授業に参加して

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　アシスタントスタッフ　　田上 厚子

　国立環境研究所陸別成層圏総合観測室のある陸

別町の陸別小学校と陸別中学校で、地球環境研究

センターの町田室長（大気・海洋モニタリング推

進室）が大気中の二酸化炭素濃度の増加や地球上

の循環に関する出前授業を行いました。このイベ

ントは陸別町社会連携協議会の活動（注 1）の一環

として実施され、国立環境研究所の他に名古屋大

学と北海道大学からも講師が参加し、それぞれの

特徴を活かした授業を行いました。

　陸別町は「日本一寒い町」として知られていま

すが（真冬は－ 30℃以下になることも）、授業を開

催した 11 月 15 日（金）は、朝の気温が－ 1℃前後

と暖かいほうでした。

　陸別周辺は豊かな森林があり、木材加工や新用

途の開発、特用林産資源の有効活用はもとより、

森林の有する機能に注目し、森林空間と調和した

公園・レクリエ－ション施設への有効利用もすす

められているようです。授業を行った陸別小学校、

中学校の校舎も陸別産の木材を使い、木のぬくも

りが大いに感じられる造りとなっていました。

　今回の出前授業は、陸別小学校の 5 年生（16 人）、

陸別中学校の 2 年生（20 人）を対象に行いました。

　はじめに、町田室長が、二酸化炭素が観測され

るようになった歴史、そして国立環境研究所の地

球環境モニタリングステーションのある落石岬と

波照間島での観測データのグラフを見せながら、

空気中の二酸化炭素が年々増えていること、二酸

化炭素の濃度が季節によって変化することなどを

説明しました。

　空気中の二酸化炭素が夏に減少するのはなぜか、

など、時おりクイズ形式で質問をすると、子ども

たちは元気よく手をあげて一生懸命に答えていま

した。

　特に「光合成」を習っていた中学生の子どもた

ちは、植物の働きが二酸化炭素の増減に深く関わっ

ていることに、納得の表情で大きくうなずいてい

ました。熱心にメモをとる子どもたちの姿も見ら

れました。

　人間が出した二酸化炭素の一部を陸上植物や海

洋が吸収してくれていることなどを学んだ後は、

最後に、「海洋が本当に二酸化炭素を吸収できるの

か」BTB 溶液を使って、実験を行いました。子ど

もたちに海水の入った小瓶を渡し、そこに BTB 溶

液を一滴垂らして、二酸化炭素が含まれている自

分の息を吹きかけます。すぐにふたを閉めて小瓶

を振ると、たちまち液体が青色（アルカリ性）か

写真 1　地元産木材を使った多目的ホールはぬくもり

のある開放的な空間を演出している

写真 2　陸別小学校での出前授業風景　町田室長が出

すクイズに元気に答える子どもたち
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ら黄色（酸性）に変わります。その変化をみた子

どもたちは、「わぁ！」と歓声をあげながらとても

興味深そうに楽しんでいました。

　実験を通して二酸化炭素の吸収を自分の目で確

かめることができ、地球で起きている現象を身近

なものとして感じられたようでした。

　授業のまとめでは、二酸化炭素が増えると温暖

化すること、そのためにはできるだけエネルギー

を使わず、自然を守っていくことが重要であるこ

と。また、海洋が酸性化すると貝類が殻を作りに

くくなり、二酸化炭素の増加は地球温暖化だけで

なく、海洋の酸性化という問題も引き起こすこと

などを学びました。

　未来を担う子どもたちをはじめ多くの皆さんに、

環境を守ることの大切さを少しでも感じてもらえ

るよう、今後も工夫を重ねながら、継続してこの

ような機会をもてればと願っています。

　最後に、陸別町、そして地元の皆様におかれま

しては、日頃より私たちの研究に対し、多大なる

ご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）北海道陸別町において観測研究などを実施し

ている、国立環境研究所、名古屋大学、北海道大学、

北見工業大学、国立極地研究所と陸別町が参画し、

情報交換、事業協力、地域振興を目的とした包括協

定が締結されている。

写真 3　陸別中学校での出前授業風景　二酸化炭素の

観測について熱心に話を聞く子どもたち

写真 4　陸別中学校での出前授業風景　BTB 溶液を

使った実験で、海水が二酸化炭素を吸収するのを実感
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自転車発電から未来を担う子どもたちへ
－つくばサイエンスコラボ 2013報告－

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　交流推進係

　2013 年 11 月 9 日（土）、10 日（日）の 2 日間、

つくばカピオで「つくば科学フェスティバル」「つ

くば環境フェスティバル」「つくば 3E フォーラム」

の 3 イベントが同時に開催される「つくばサイエ

ンスコラボ」が行われました。国立環境研究所は、

「つくば科学フェスティバル」に、地球環境研究セ

ンターの「自転車 DE 発電」を出展しました。

　自転車発電は、地球環境とエネルギーを考えて

もらうためのアイテムとして、子どもから大人ま

で、どこでも大人気です。もともとは、電気エネ

ルギーを作り出す「大変さ」を体験してもらい、

少しでも節電や省エネに協力いただくことを願っ

て始まりました。現在では、白熱電球と蛍光灯、

LED 電球など、最近の省エネ機器との消費電力量

の違いについても体験してもらえるようになって

います。

　「つくば科学フェスティバル」には、防災科学技

術研究所や高エネルギー加速器研究機構、農業環

境技術研究所、森林総合研究所など、つくばの代

表的な研究機関が参加し、子どもにも大人にも楽

しくて興味深い実験や展示を行っていました。ま

た、つくば市内の小学校から大学など、多くの団

体がそれぞれに工夫を凝らした出展をしていまし

た。自転車 DE 発電のコーナーでは、小学生や中

学生をはじめ、いつもより多くの子どもたちが、

自転車発電にトライしてくれました。

　身近な自転車をこいで明かりがついたり、扇風

機が回ったりすると、大人も子どももなぜか一所

懸命になります。特に子どもたちは、なんとかテ

レビをつけようと必死になります。実は、今の自

転車発電で使っているテレビ（2010 年式省エネ型

32 インチ液晶テレビ）は白熱電球よりも消費電力

量が少ないので、子どもでもつけることができま

す。今回来てくれた子どもたちも、テレビ画面が

立ち上がるまでの時間、すごいがんばりを見せて

くれました。発電後に「このまま 30 分がんばれる

かな？」ときくと、ほとんど「それは無理」と首

を振ります。「じゃあ、電気は大切に使おうね」と

問いかけると、素直にうなずいてくれます。やは

り「体験」は大切なのです。

　子どもたちのなかには、自転車発電にはまって

しまい、リピーターとして戻ってくる子が必ず何

人かいます。2 回も 3 回も乗りたくなるのはなぜな

のか、不思議な気がしますが、電気を自分で起こ

して明かりやテレビをつけたりできることが、単

純にうれしいのかもしれません。電気は普通、私

たち自身が「作り出す」ものではありません。スイッ

チを入れさえすれば電気は手に入ります。電気は

目に見えません。実際には自分たちがかかわれな

いもの、つまり、どこか知らない場所で、知らな

い誰かによって準備されているものです。でも、

一所懸命に自転車をこげば、自分も電気を作り出

して明かりやテレビをつけることができるのです。

子どもたちにとっては、運動エネルギーから電気

エネルギーへの転換という基本的な科学的知見を

体得し、同時にエネルギーを生産することが如何

に大変か、身をもって知ることができたことが、

特別な「体験」となったのではないでしょうか。

写真 1　自転車発電は、2 日間とも行列が途絶えるこ

とがないくらいの盛況でした。
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地球環境研究センター出版物等の紹介

　下記の出版物が地球環境研究センターから発行されました。ご希望の方は、送付先、送付方法を記入し、
E-mail、FAX、または郵便にて【申込先】宛にご連絡下さい。送料は自己負担とさせていただきます。なお、
地球環境研究センターの出版物は PDF 化されており、 ウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/
supporting/publications/report/index.html）からダウンロードすることができます。

国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報 平成 24年度

　NIES Supercomputer Annual Report 2012                                                                                            (CGER-I113-2013)

　本出版物は、平成 24 年度に行われた国立環境研究所スーパーコンピュー
タシステムを利用した環境研究の成果をまとめた報告書です。いずれも公
募で選ばれた、国立環境研究所ならびに国内の研究機関・大学の研究者ら
による最新の研究成果報告となっています。研究内容は、気候システム、
降水システム、陸面水文過程、流域環境、地球流体力学、エアロゾル、オ
ゾン、衛星リモートセンシングなど多岐にわたります。また、これらの研
究に利用された国立環境研究所スーパーコンピュータシステムの概要につ
いても紹介しています。

【送付方法】
　1. 前払い（切手を先にお送り下さい）
　　○ I113 出版物 1 冊：290 円分の切手をお送り下さい。
　　○ 2 冊以上：下記【申込先】まで郵送料をお問い合わせ下さい。
　2. 着払い（受け取り時に送料をお支払い下さい）
　　○ゆうメール（旧冊子小包）：郵送料の他に手数料として 20 円かかります。
　　○宅配便：電話番号を明記してお申し込み下さい。

【申込先】
　国立環境研究所 地球環境研究センター 交流推進係
　〒 305-8506 　茨城県つくば市小野川 16-2　　FAX: 029-858-2645　E-mail: www-cger@nies.go.jp

　自分が自転車をこぐことで、世界を明るくした

り、テレビをつけたりできるということは、子ど

もたちにはうれしいことなのです。そして、そう

いうことを身をもって知った子どもたちならば、

きっと、これからの「持続可能な」社会に必要と

なる、新たなエネルギー・システムについて、す

ばらしいアイデアと真摯な姿勢で取り組んでくれ

るに違いないと、なんだかとても頼もしく感じた

一日でした。

http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/supporting/publications/report/index.html
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　昨年、念願の世界文化遺産登録が決まった富士

山、国立環境研究所はその北麓に広がるカラマツ

林（富士北麓フラックス観測サイト）で森林生態

系の総合観測を 2006 年から開始しています。当地

では、森林生態系の炭素固定量（森林がどれだけ

二酸化炭素（CO2）を吸収するか）を、高さ約 32m

の観測タワーを使った CO2 フラックス観測をはじ

め、森林植物・土壌の CO2 交換プロセス（光合成、

植物呼吸、土壌有機物の分解）の積み上げ、樹木

の生長量・落葉落枝量並びにリモートセンシング

による推定といった、それぞれ異なる手法で算出

して多角的に評価・検証しています。

　そんな富士北麓フラックス観測サイトでは、昨

年 12 月 18 日夜～ 19 日にかけて初雪があり、土壌

呼吸を観測する透明なボックスも雪に埋もれまし

た（写真 1）。

　写真 2 は良く晴れた空にそびえる初日の出に照

らされた富士山を富士北麓フラックス観測サイト

から撮影したものです。

　本年もどうぞよろしくお願いします。

観測現場発、季節のたより（2）

富士北麓の雪景色

　　　　　　　　　　地球環境研究センター観測第二係・交流推進係

　　　　　　　　　　環境計測研究センター環境情報解析研究室　主任研究員　　小熊 宏之

ふ  じ   ほくろく

写真 2　1 月 1 日午前 7 時、初日の出を浴びる富士山

全景

（ライブカメラ撮影：出典：インターネット自然研究所）写真 1　初雪に埋もれる土壌呼吸観測装置

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

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

　　　　　　　　　　2013年 7月～ 2013年 12月累計

　　　　　　　　　　2012年 8月～ 2013年 1月累計、2011年 8月号以降の記事
順位 タイトル 執筆者等 掲載号

　２ 長期観測を支える主人公―測器と観測法の紹介―（2）：
透明人間！であるガスを測定する方法―NDIR：二酸化
炭素の場合― その 1

地球環境研究センター 
副センター長 向井人史 2012 年 7 月号

　１

「地球温暖化は進行しているのか？」研究者とメディア
関係者の対話

岡山大学大学院自然科学研究
科 教授 野沢徹・地球環境研
究センター 気候変動リスク
評価研究室 研究員 横畠徳太

2013 年 4 月号

　４

Planet Under Pressure 会議報告—地球環境研究の新しい
枠組み Future Earth に向けて—

地球環境研究センター 陸域
モニタリング推進室長 三枝
信子・地球環境研究センター 
気候変動リスク評価研究室長 
江守正多

2012 年 6 月号

　９

長期観測を支える主人公―測器と観測法の紹介―(2)：
透明人間！であるガスを測定する方法―NDIR：二酸化
炭素の場合― その 2

地球環境研究センター 
副センター長 向井人史 2012 年 8 月号

　７

平成 24 年度国立環境研究所夏の大公開「ココが知りた
い地球温暖化」講演会概要（1） 地球温暖化はどれくら
い「怖い」か？（講師：江守正多）

文責：編集局 2012 年 9 月号

　５

どーなってるの地球温暖化！ ココが知りたい生パネル 
—人類は地球温暖化を止めることができるのか—

地球環境研究センター 交流
推進係 高度技能専門員 今井
敦子

2013 年 9 月号

　３ 気候変動枠組条約第 18 回締約国会議（COP18）および
京都議定書第 8 回締約国会合（CMP8）報告 政府代表団
メンバーからの報告 (1)：第二約束期間スタート、将来
枠組みに向けた作業の骨格も明らかに

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・ホワイト雅子

2013 年 2 月号

　８

全国環境研協議会・酸性雨広域大気汚染調査研究部会

北海道立総合研究機構 環境
科学研究センター （酸性雨広
域大気汚染調査研究部会委
員）野口泉

2012 年 6 月号

１０

気候変動と食料生産の将来予測に向けて
地球環境研究センター 気候
変動リスク評価研究室 研究
員 横畠徳太

2012 年 4 月号

　６ 21 世紀末の日本の気候予測 気象庁地球環境・海洋部 調
査官 及川義教

2013 年 10 月号

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201304/269001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201207/260005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201302/267001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201209/262005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201204/257001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201208/261006.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201206/259001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201206/259005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201309/274007.html
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最近の研究成果
地球環境研究センター職員および地球温暖化研究プログラムメンバーによる
最近の研究成果を紹介します　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　人工衛星搭載の大気観測センサから導出される

化学種の高度分布を定量的に評価することは、そ

れらデータを用いた科学研究を行う上で不可欠で

ある。この研究では宇宙航空研究開発機構（JAXA）

と情報通信研究機構（NICT）の共同ミッションで

ある、国際宇宙ステーション搭載の超伝導サブミ

リ波リム放射サウンダ（SMILES）による成層圏大

気中の塩化水素（HCl）と一酸化塩素（ClO）のデー

タ質評価を行った。一般に衛星データの相互比較

（あるいは検証）は時空間的にある基準を満たす他

の測定原理に基づくデータを用いるが、ここでは

極渦内での特徴的な現象を定量的に捉えているか

否かという観点から他の衛星データとの比較を行

なった。高度 20km 以下の下部成層圏では、南半球

春期の極渦内でのみ南極オゾンホールの影響を受

けて HCl 濃度がフロンガス濃度から制約される上

限値（3.2ppbv）近くまで増大する。下図に示すよ

うに SMILES をはじめ他の衛星データも高度 19km

以下では HCl が総無機塩素量（Cly）の 9 割以上を

占めることを確証した。

【本研究の論文情報】
タイトル：HCl and ClO profiles inside the Antarctic 

vortex as observed by SMILES in November 2009: 

comparisons with MLS and ACE-FTS instruments

著 者：Sugita T., Kasai Y., Terao Y., Hayashida S., 

Manney G. L., Daffer W. H., Sagawa H., Suzuki M., 

Shiotani M., Walker K. A., Boone C. D., Bernath P. F.

掲 載 誌：Atmos. Meas. Tech., 6, 3099-3113, 

doi:10.5194/amt-6-3099-2013, 2013.

2009 年南半球極渦内でのHCl と ClO の
高度分布の観点からの衛星相互比較

地球環境研究センター地球大気化学研究室　主任研究員　　杉田 考史

図 1　2009 年 11 月の南半球極渦内における衛星観測センサ （SMILES、 米国 MLS、 カナダ ACE-FTS） からの HCl, 

ClO, および ClONO2 体積混合比の高度分布 （左） と、 それら混合比から計算した HCl と Cly の比 （右）。
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アジア域で検出された
過去 30年間における陸域植生の光合成量の変動傾向

地球環境研究センター　統合利用計画連携研究グループ長　　市井　和仁

　アジアは、近年、急激な経済発展、土地利用変

化、気候変動などによって、急速な環境変動が起

こっている地域として着目されており、それに伴

う陸域生物圏の炭素循環の変動の把握が必要であ

るとされている。広域の陸域生物圏の炭素循環を

把握する方法としては、衛星観測を利用する方法

や数値モデル（陸域炭素循環モデル）を利用する

方法などがあり、これらの手法の複合利用によっ

て、より信頼のできる現状把握が可能となる。

　本研究では、陸域炭素循環の最も重要な要素で

あり、光・温度・降水量などの環境変動の影響を

受けやすい光合成量の変動に着目した。衛星観測

データと陸域炭素循環モデルの併用に基づき、よ

り信頼性の高い光合成変動傾向の検出を行うため、

衛星観測データを得ることのできる最近の 30 年間

（1982 ～ 2011 年）を対象期間とした。

　まず、衛星で観測された植生指数の変動傾向を

解析することにより、アジアの約 40% の面積にお

いて、植生指数の増加傾向がみられることが分かっ

た。これは近年アジアにおいて光合成が活発化し

ている傾向が強いことを示唆する。一方で、4 種類

の異なる陸域炭素循環モデルを用いて光合成量を

算出すると、モデルで計算された光合成量と、衛

星観測により得られた植生指数の経年変動が概ね

一致し、モデルでも光合成量の増加傾向が得られ

た。異なる手法によって同様の光合成増加傾向が

推定されたことを踏まえると、アジアにおいては

高い信頼度で、過去 30 年間に広い地域で大気二酸

化炭素濃度上昇による施肥効果や気候変動により

光合成量が増加し、大気の二酸化炭素の吸収に貢

献していることが分かった。

【本研究の論文情報】
タイトル：Recent changes in terrestrial gross primary 

productivity in Asia from 1982 to 2011

著 者：Ichii K., Kondo M., Okabe Y., Ueyama M., 

Kobayashi H., Lee S.-J., Saigusa N., Zhu Z., Myneni 

R. B.

掲 載 誌：Remote Sensing, (2013) 5, 6043-6062, 

DOI:10.3390/rs5116043.

図 1　1982 年から 2011 年における衛星観測された植

生指数 NDVI( 植生成長期間における年平均値 )の増減

傾向。緑の地域は増加傾向、赤の地域は減少傾向を示

す。本領域で約 40% の面積において植生指数が増加傾

向を示した。
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将来気候予測のための「パターンスケーリング」の
社会経済シナリオ依存性

地球環境研究センター気候変動リスク評価研究室　特別研究員　　石崎 安洋

　温暖化の影響評価や気候対策を考えるためには、

将来起こりえる様々な社会経済の変化（これを「社

会経済シナリオ」と呼ぶ）のもとで気候予測を行

うことが重要である。最先端の気候予測は、全球

を 100 キロ程度の細かさで表現する「気候モデル」

によって行われる。しかしこの気候モデルによる

予測は、膨大な計算時間と計算機資源を必要とす

る。このため、限られた社会経済シナリオの下で

の計算結果を最大限利用し、将来の気候を予測す

る手法が必要となる。この手法は「パターンスケー

リング」と呼ばれ、温暖化が社会に与える影響の

評価や適応・緩和策に関する研究においてよく利

用される。この手法では、まず、簡易な気候モデ

ルにより数多くの社会経済シナリオにおける将来

の全球平均気温の変化を求める。その後、地球上

の各点における全球平均気温の変化と気温や降水

量の変化の関係と簡易気候モデルから求めた全球

平均気温の変化を組み合わせることで、数多くの

社会経済シナリオにおける気候の変化を予測する

ことができる（図 1）。パターンスケーリングにお

ける重要な仮定は、“全球平均気温の変化と地球上

の各地点での気温や降水量の変化の関係が、全球

平均気温の大きさや社会経済シナリオによらない”

ということである。このパターンスケーリングは、

温暖化の影響評価研究で用いられてきたにも関わ

らず、これまでこの仮定について十分な検証は行

われてこなかった。そこで、この研究では、近年

作成された社会経済シナリオ（代表的濃度経路

Representative Concentration Pathways: RCP）の違い

が、全球平均気温の変化と地球上の各地点での降

水量変化の関係（＊）に与える影響を調べた（図 2）。

その結果、人為起源エアロゾル（大気微粒子）が

社会経済シナリオで異なるため、上記の（＊）の

関係に違いが生じることが分かった。また、全球

平均気温の変化に対し、北大西洋熱塩循環（注 1）

や海氷の減少速度が異なることや、社会経済シナ

リオによってハドレー循環（注 2）やウォーカー循

環（注 3）の変化が異なるために、（＊）の関係に

違いが生じることが分かった。この研究によって、

今後パターンスケーリングを利用する上で注意す

べき有用な知見が得られた。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）メキシコ湾流は赤道から極域に向かうにつれ

て冷却し、海水の蒸発により塩分濃度が増加する。

図 1　パターンスケーリングの説明図
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図 2　パターンスケーリング手法で利用される「全球

平均気温変化あたりの各地点の降水量変化」の異なる

社会経済シナリオの間の差。成り行きシナリオ（RCP8.5）

と低炭素シナリオ（RCP2.6）を利用して計算した。赤

枠の内側の地域では、人為起源エアロゾルの排出量に

社会経済シナリオ間で優位な違いが見られる。
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その結果、大西洋北部（グリーンランド東方海域）

で海水の深層への沈み込みが生じ、世界海洋の深層

へ拡がる。この流れは北大西洋熱塩循環と呼ばれる。

（注 2）赤道域で上昇し亜熱帯域で下降する熱帯大気

の主な循環。

（注 3）赤道太平洋上では、海面水温の高い西部で積

雲対流の活動が活発で、海面水温の低い東部では不

活発である。これにより西部の太平洋上では上昇流、

東部では下降流が存在する。

【本研究の論文情報】
タイトル：Dependence of precipitation scaling pattern 

on emission scenarios for Representative concentration 

pathways

著 者：Ishizaki Y., Shiogama H., Emori S., Yokohata 

T., Nozawa T., Takahashi K., Ogura T., Yoshimori M., 

Nagashima T.

掲載誌：J. Climate, 26, 8868–8879. doi: http://dx.doi.

org/10.1175/JCLI-D-12-00540.1.
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