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IPCC AR6 WG1, Extract from Fig. TS.9



IPCC AR6 WG1 Figure 5.5 ; Canadell et al., 2022

CO2排出: 化石燃料消費、土地利用変化、セメント製造

EDGARv6.0; Crippa et al., 2020

世界の人為起源CO2放出量



Simulations

a tool to estimate causes (emissions) based on consequences (concentration in the atmosphere)

JAMSTECで開発された逆解析システム

S = S0 + GTCD−1G + CS0
−1 −1GTCD−1 D – DACTM

CS = (GT CD−1 G + CS0
−1)−1

Time-dependent Bayesian inverse model 

Consequences

Slide by Naveen Chandra; Saeki and Patra, GOSL, 2017
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http://www.iconbazaar.com/cgi-bin/signs/animated/email/pg08/


大気CO2観測によりグローバルな陸域と海洋の炭素フラックスに関する理解が進展
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Chandra et al., ACPD/in review
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大気逆推定による過去40年間のメタンのソースとシンクおよび収支の不均衡

Canadell et al., IPCC AR6
Chandra et al., JMSJ, 2021



全球と地域のCH4放出：

自然湿原放出の分離

Canadell et al., IPCC AR6
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See also Patra et al., 2016; Sasakawa et al., JGR, 2017; Petrescu et al., 2021; Chandra et al., 2021 

アジアの放出アノマリー(人間活動による)



More N2O is emitted 
by the natural 
processes in soil and 
seawater

All loss of N2O occur 
in the stratosphere

Significant N2O 
increase in recent 
decades due to 
Agriculture mainly

Canadell et al., IPCC AR6
Patra et al., JMSJ, 2022

一酸化二窒素（N2O）収支



世界のN2O放出はIPCCが予測したより速く
増加しており、原因の多くはアジアにある

Historical emissions

Thompson et al., 2019; Tian et al., 2020; Patra et al. 2022
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Data source: IPCC AR6 WG1

19世紀後期以降の有効放射強制力（ERF）は主にGHGsによる加熱
とエアロゾルによる冷却によって変化してきた

ERF is changing at a faster rate 
since the 1970s, and mainly 
due to faster CO2 increase 
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まとめ
(1) Concentrations of CO2, CH4 and N2O have increased and thus the Radiative forcing for warming the 
Earth, and the rates accelerated since 1970s
CO2、CH4、N2Oの濃度は上昇し、従って地球を温暖化させるよう放射強制力がはたらいており、その速度
は 1970年代から加速している

(2) Anthropogenic emissions of CO2, CH4 and N2O have increased globally, with the major drivers in Asia, 
Africa and the Americas
CO2、CH4、N2Oの人為起源排出量は世界全体で増えており、アジア、アフリカ、南北アメリカがその主要
な原因となっている

(3) Top-down estimation of regional emissions and removals for the 3 GHGs by JAMSTEC inverse models 
available for Global Stocktake
温室効果ガス3種類への地域ごとの排出と吸収に関するJAMSTECが開発した逆推定モデルによるトップダウ
ン推定はグローバルストックテイクに貢献できる

(4) A concerted effort is needed across the country borders to reduce greenhouse gases emissions
An Asia wide working group may be launched in the battle against global warming
温室効果ガス排出を減らすには国境を越えて協力する取り組みが必要である地球温暖化を防ぐ取り組みと
して、アジア全体のワーキンググループ設立も考えられる
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