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1. はじめに

　第 � 回日英低炭素社会国際会合が終了した翌日

の �00� 年 � 月 1� 日 11 時過ぎ、前夜のエンドレス

カラオケなどものともせず、環境省地球環境局研

究調査室の塚本直也室長、塚原沙智子氏、英国環境・

食 糧・ 農 林 地 域 省（Department for Environment, 

Food and Rural Affairs: Defra）の Steve Cornelius 氏、

Andrew Bolitho 氏、そして筆者の � 名が集まり、成

果をまとめた Call for Action（行動の呼びかけ）と

Executive Summary（概要）の構成と完成に向けた

スケジュールを決めた。期日どおりに成果を集約

し、日英両環境大臣のサインが入った冊子にまと

めたものが、第 � 回 G�0 グレンイーグルズ閣僚級

対話（�00� 年 � 月 1� 日から 1� 日、千葉）の席で

鴨下一郎大臣より紹介された。

　今後、この会合の成果が G� 環境大臣会合（�00�

年 � 月 �� 日から �� 日、神戸）、G� 北海道洞爺湖

サミット（�00� 年 � 月 � 日から � 日、北海道）で、

気候変動に対して日本国がリーダーシップを発揮

する一助になることを期待している。

2. 経緯

　�00� 年 1� 月 1 日 1� 時 �0 分、気候変動枠組条約

第 11 回締約国会議および京都議定書第 1 回締約国

会合（COP11/CMP1）（地球環境研究センターニュー

ス �00� 年 1 月号を参照）が開催されていたカナダ・

モントリオールの EU ブースの一角にある英国コー

ナーにおいて、Defra の David Warrilow 室長（当時）、

Steve Cornelius 科学官と塚本直也室長、西岡秀三国

立環境研究所理事（当時）、甲斐沼美紀子室長、筆

者の � 名が会合を行った。その席で、塚本室長か

ら日英低炭素社会共同研究プロジェクトを行うこ

とを持ちかけた。

　1� 月末にこの研究プロジェクトを正式に実施す

ることが決まり、�00� 年 � 月 1� 日に京都議定書

発効一周年記念行事の一環として青山スパイラル

ホールで開催されたシンポジウム「脱温暖化社会

に向けた挑戦－京都議定書発効から１年」におい

て、小池百合子環境大臣（当時）および Graham 

Fry 駐日英国大使により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 �0�0プロジェ

クト」を発足させることが発表された。そのシン

ポジウムでは、まず研究プロジェクトの共同議長

のひとりとなる英国エネルギー研究センター Jim 

Skea 研究理事と筆者が、英国および日本の低炭素

社会ビジョンと実現に向けた取組について基調講

演を行った。そして同じくもうひとりの共同議長

になる西岡秀三理事（当時）らによるパネルディ

スカッションの様子が �00� 年 � 月 �� 日に NHK の

テレビ番組「土曜フォーラム」で放送された。

　�00� 年 � 月 1� 日から 1� 日、第 1 回日英低炭素

社会ワークショップ・シンポジウム「持続可能な

発展につながる低炭素社会ビジョンの構築」を東

京の三田共用会議所で開催し、1� カ国・地域から

主に研究者と政策決定者から構成される �� 人の専

門家と � つの国際機関の参加を得た。会合の成果

として、「低炭素社会は、そこに至る道筋は異な

るものの、先進国と途上国が共通に目指すゴール

であるとの認識が共有されるとともに、各国にお

いてさまざまな形の低炭素社会が実現可能である」

ことが議論された。その成果を Executive Summary

および Workshop Summary としてまとめ、10 月に

行われた第 � 回 G�0 グレンイーグルズ閣僚級対話

（メキシコ）および 11 月の COP1�/CMP�（ナイロビ）

で紹介し、国際的な関心を集めた（地球環境研究

センターニュース �00� 年 1 月号を参照）。

　�00� 年 1� 月 � 日から � 日、日英の研究協力とし

て、英国オックスフォードで「Quantifying Energy 

世界低炭素社会に向けた挑戦

－日英共同研究「低炭素社会の実現に向けた脱温暖化 2050 プロジェクト」

第 3回日英低炭素社会国際会合の結果報告－

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
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Scenarios of a Low Carbon Society：低炭素社会にお

けるエネルギーシナリオの定量化」をテーマに、

公開シンポジウムと若きエネルギー・経済モデ

ルの専門家を中心としたワークショップを行った

（地球環境研究センターニュース �00� 年 � 月号を

参照）。現在、これらの成果を �00� 年夏に論文誌

「Climate Policy」の特集号としてまとめる作業が進

められている。

　�00� 年 � 月 1� 日から 1� 日の � 日間、第 � 回日

英低炭素社会ワークショップ・シンポジウム「持

続可能な低炭素社会の達成に向けて」を英国ロン

ドンで開催した。約 �0 カ国・地域の研究機関、行

政機関、国際機関、ビ

ジネス界などから、総

勢 約 100 名 が 参 加 し、

1� 日のシンポジウムの

冒 頭 で は、Ian Pearson

英国気候変動・環境担

当 大 臣（ 当 時 ） と 野

上義二在英国日本大使

が挨拶した。議論の結

果、「『�0�0 年までに温

室効果ガスの大幅削減

－先進国については �0

～ �0% の削減－が技術的にも経済的にも実現可能

である』とする研究が、多くの国において既に行

われている。低炭素社会への移行にかかるコスト

は、そのための行動をしない（被害）コストより

はるかに小さい。」という結論が参加者の間で共有

された（地球環境研究センターニュース �00� 年 10

月号を参照）。この成果は 1� 月に行われた COP1�/

CMP�（バリ）で紹介された（地球環境研究センター

ニュース �00� 年 � 月号を参照）。

　そして、�00� 年 � 月 1� 日から 1� 日の � 日間、

当初の計画では最後となる、第 � 回日英低炭素社

会ワークショップ・シンポジウム「低炭素社会へ

の道筋」を東京飯田橋のホテルメトロポリタンで

開催した。

3. 第 3回会合の議論

　この会合は、会合自体がイノベーティブ（革新

的）だった。第 � 回会合が終わった翌日 � 月 1� 日

の朝食の場で、塚本室長、名倉補佐（当時）、塚原

氏、西岡共同議長、甲斐沼室長、筆者で第 � 回会

合のアイデアについてフリーディスカッションし

た際、西岡共同議長から、今までと違って最初に �

日間のワークショップを行い、その成果を最終日

のシンポジウムで報告し聴衆の反応を見てはどう

か、という提案が出され、結局そのアイデアに従っ

てプログラムが構成された。そして、特に議論の

ポイントとなる � つのテーマを選定し分科会に分

かれて成果をまとめる方法をとった。

　具体的には、三日目（� 月 1� 日）の午後のパネ

ルディスカッションにおいて � つの分科会のそれ

ぞれ � 名の共同座長（合

計 � 名）に、1）初日・

二日目の議論を踏まえ

た 1� 分の発表を行う

こと、�）その発表前

と発表後に、発表に関

連する質問と選択肢を

提示して、聴衆に意見

集約器を通じてリアル

タイムの応答を示して

もらう際に、論点が分

かれるような興味深い

質問と選択肢を作成すること、を依頼した。発表

と質問の中身をできるだけ高めることを目的に専

門家ワークショップを構成した。

　1� 日、1� 日の専門家ワークショップの分科会は、

以下のように行われた。

　午前に � つのテーマに関する基調講演を行い参

加者全員で情報を共有した後、午後には � つの分

科会に分かれて 1� 名程度のグループを構成し、共

同座長のコーディネイションのもと専門家がそれ

ぞれプレゼンテーションを行い、議論を深めて最

終日の材料を作った。

　第 1 分科会「個人のライフスタイル変更とその

影響」では、Jeremy Watson 氏（Arup、英国）と森

口祐一氏（国立環境研究所）を共同座長とし、ど

うすればライフスタイルを変えられるか、人々の

行動を変えるためどのような都市のデザインをす

ればよいのか、議論した。

　第 � 分科会「持続可能な発展と低炭素社会の両

写真 1　2 月 15 日 13 時からシンポジウムのパネルディス

カッションが始まった（左から筆者、西岡氏、Skea 氏、

森口氏、Watson 氏）
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立の可能性」では、Ogunlade Davidson 氏（シエラ

レオネ大学）と平石尹彦氏（（財）地球環境戦略研

究機関 : IGES） が共同座長となり、特に途上国の持

続可能な発展が低炭素社会の向かう方向と一致す

るためにはどうすればよいか、議論した。

　第 � 分科会「低炭素社会を実現する投資」では、

Jose Albert Garibaldi 氏（Energeia、メキシコ）と末

吉竹二郎氏（国連環境計画・金融イニシアチブ特

別顧問） が共同座長を行い、低炭素社会実現の駆動

力になる投資について、政府などの公的な投資は

もちろん、民間投資をも呼び起こすにはどうすれ

ばよいか、議論した。

　第 � 分科会「セクター別に見た低炭素社会に向

けた障壁およびチャンス」では、Jim Watson 氏（英

国チンダルセンター）、塚本直也氏が共同座長とな

り、鉄鋼業や自動車、電力など低炭素化すると影

響を受けやすいビジネスセクターについて、どの

ような対応をすれば影響を少なくして低炭素化ビ

ジネスに移行できるか、議論された。

　1� 日の午後 � 時から、参加者全員が再び集まり、

1� 日午後のパネルディスカッションに向けた予行

演習と徹底した議論を行った。それらの議論を踏

まえて、共同座長は夜遅くまで、翌日の発表資料

の作成と参加者に投げかける質問の準備に精力を

傾けた。

　1� 日のシンポジウムは、主催者側の招待者のみ

によるクローズな会合だったが、1� 日、1� 日も参

加した専門家も含めて ��� 名の聴衆を得た。午前

は、甲斐沼美紀子室長の司会の下、鴨下一郎環境

大臣と Graham Fry 駐日英国大使から歓迎の挨拶が

あり、共同議長の西岡秀三氏と Jim Skea 氏が本会

合の目的を説明した。その後、� 件の基調講演を行

い活発な質疑が行われた。

　1 件目は前インドネシア環境大臣 Emil Salim 博士

が「低炭素社会と貧困の少ない社会に向けた道筋」

と題した講演を行い、途上国では貧困問題の方が

深刻であり、その解決なくしていきなり低炭素社

会に向かうと持続可能な発展ができない、と強い

口調で訴えた。

　� 件目は日産自動車株式会社の山下光彦副社長が

「低炭素社会への道筋－ビジネスの視点から－日産

の挑戦」と題し、�00� 年 1� 月に出された「ニッサン・

グリーンプログラム �010」を中心に、IPCC 第 � 次

評価報告書の科学的知見にのっとり、新車の Well 

to Wheel を �0�0 年に向けて �0％削減する目標をた

て、車単体の対策、車使用時の対策、移動そのも

のに対する対策などにおける日産の短期および長

期戦略について紹介した。

　� 件 目 は 英 国 Defra の David Warrilow 副 部 長 が

「イギリスの気候変動法案－立法の側面から」と題

して、英国が立案しようとしている �0�0 年 �0%

削減法案について、1��0 年比 �0�0 年 �0％削減、

�01� 年から �0�� 年まで平均 �� ～ ��％削減を目指

す英国の現状とそれを可能にする仕組みづくりに

ついて最新の状況を報告した。

　午後は、西岡秀三共同議長が全体の司会進行を、

Jim Skea 共同議長が全体のコメンテーターを、筆

者がタイムキーパーを務め、� つの分科会の共同座

図 1　世界で 2050 年までに CO2 を何％削減しなけれ

ばならない？できる？（発表前）

図 2　世界で 2050 年までに CO2 を何％削減しなけれ

ばならない？できる？（発表後）
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長を招きながらそれぞれの成果を発表していただ

いた。それに先立ち、西岡秀三共同議長が意見集

約器の使い方を説明しながら参加者の属性（年齢、

出身、職業）を尋ね、最初の質問を行った。「世界

で �0�0 年までに 1��0 年比で CO� を何 % 削減する

必要がある？（HAS TO）」と「世界で �0�0 年まで

に 1��0 年比で CO� は何 % 削減できる？（CAN）」

の � つの質問である。

　� つの分科会の質問と発表のあと、再度同じ質

問をしたところ、次の結果を得た。「何 % 削減す

る必要がある？（HAS TO）」について ｢ ① 0％ま

たは削減する必要はない ｣ および「② 1��0 年比

で約 �0％削減」の割合が減ったのは良かったが、

「④ 1��0 年比で約 �0％削減」の割合も減り、「③

1��0 年比で約 �0％削減」の割合が増えた。これは、

�00� 年 � 月の G� ハイリゲンダムサミットで提唱

された、「�0�0 年温室効果ガス排出量 �0％削減」

を議論の中で強調しすぎて、それが聴衆の意識に

刷り込まれたからかもしれない。①および②の考

えを持つ人には有効なメッセージだが、意識が高

く多くの削減の必要性をすでに感じている人には、

「�0 % でいいや」と思わせてしまうので悪いメッ

セージなのではないかと感じた。「何 % 削減でき

る？（CAN）」については、より削減できると思っ

た人が増えたことは、主催者側にとっては最高の

褒め言葉だった。だが、後日参加者の一人と話し

たところ、知れば知るほど大変なのであまり削減

できない方に投票したと言われ、なるほどと思わ

された。

　これらの議論を終えた後、西岡共同議長は、「もっ

と話し合おうよ！」と、さらなる対話の必要性を

指摘した。

　最後に、国立環境研究所の大塚柳太郎理事長が

閉会の挨拶を行い、その中で、今後の研究の方向

性として、低炭素社会だけでなく循環型社会、自

然共生社会、安全安心な社会などのそれぞれの社

会ビジョンを構築し、それぞれの相互関係を分析

しながら、よりよい環境社会ビジョンを創ること

が重要だと指摘した。

　その後、再び専門家会合が行われ、� 日間の議論

で生み出された新たなアイデアをまとめた Call for 

Action および Executive Summary、そしてそれ以外

のレポートをどのようにまとめたらよいか、最後

の議論が行われた。

4. これから

　祭りは終わった。われわれに問われているのは、

本当に社会を低炭素化できるかである。真の意味

で人々の暮らしが豊かになるのか。そのためには、

コミュニティーに住む一人ひとりが役割を持ち、

信頼に基づいた社会を創ることが必要ではないか

と、筆者は考える。

　温暖化問題は今までのローカルな公害問題と性

質を異にしている。大気はつながっているので、

どこで CO� を出しても大気中の総量は増えてしま

う。先進国でたくさん出して、途上国で異常気象

が発生した場合、社会インフラが未整備な地域で

は甚大な被害が起こる。大気中の蓄積量に応じて

気温が上昇するため、削減が進まないと将来世代

の方がより大きな温暖化影響を受けるリスクが高

い。これらのリスクをきちんと想像して、現世代

のわれわれは然るべき対策をとれるのだろうか？

　今、その決断が求められている。

参考文献

第 � 回日英低炭素社会国際会合の成果について

　

過去の日英共同研究プロジェクトの活動について
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サンゴの白化はなぜ起こるのか？

　今回話題となっているのは、深海にいる宝石サ

ンゴではなく、サンゴ礁を形成する造礁サンゴ（以

下、サンゴ）です。サンゴ礁は熱帯や亜熱帯の海

岸を縁取り、人々はそれを漁場やレクリエーショ

ンの場として利用しています。また、サンゴ礁は

天然の防波堤として波をさえぎり、海岸を侵食か

ら守ります。緯度が高くなり水温が下がると、サ

ンゴはサンゴ礁を形成しなくなりますが、日本で

は日本海側では新潟県佐渡島、太平洋側では千葉

県までサンゴの分布が確認されています。サンゴ

自体は動物ですが、褐虫藻と呼ばれる藻類を体内

に共生させ、その光合成生産物に依存して生きて

います。サンゴの白化は、環境ストレスにより褐

虫藻の光合成系が損傷され、サンゴが褐虫藻を放

出することにより起こります。このとき、サンゴ

の白い骨格が透けて見え、白くなるため白化と呼

ばれます（表紙写真）。環境が回復すれば褐虫藻を

再び獲得してサンゴは健全な状態に戻りますが、

環境が回復せず白化が長く続くとサンゴは死んで

しまいます。

　ストレスとしてよく挙げられるのは高水温です。

近年、サンゴの白化の頻度が増大していることが

明らかになり、温暖化による水温上昇との関係が

盛んに議論されるようになりました。サンゴの棲

息に適する水温は ��℃から ��℃といわれており、

�0℃を超える水温の状態が長期間続くと白化が起

こります。本州など温帯域では水温が �0℃を超え

ることはありませんが、平年値より水温が上昇す

ると、その付近に分布するサンゴが白化を起こし

たことが報告されています。このことは、サンゴ

がそれぞれの環境に適応しており、平年値を上回

る水温がストレスとなって白化が引き起こされる

ことを示しています。水温が上がると単純にサン

ゴの分布域が温帯域に広がっていくというわけで

はないのです。

　温暖化による長期的な海水温の上昇に加え、短

期的な海水温の上昇がエルニーニョなどの気候的

な原因でも引き起こされます。1��� ～ 1��� 年に
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世界的に大規模な白化が起こった年は、高水温が

エルニーニョによってもたらされました。沖縄周

辺では �001 年と �00� 年夏にも白化が起こりまし

たが、これは全世界的な現象ではなく、沖縄周辺

での暖水塊の発生によるものと考えられています。

また、高水温だけでなく、淡水や土砂の流入、強

光などすべてのストレスが白化を引き起こします。

これらストレスの複合効果も考慮しなければなり

ません。高水温と強光、高水温と淡水・土砂流入

の複合効果によって白化が起こった可能性が指摘

されています。

　いずれの場合においても、温暖化による海水温

の上昇が、背景としてサンゴ白化に影響を与えて

いるのは間違いありません。温暖化による長期的

な海水温の上昇に加え、短期的な海水温の上昇、

他のストレスとの複合効果を考慮する必要があり

ます。

サンゴの白化は止められないのか？

　最近 100 年間で、海水温は世界平均で 0.�℃、九州・

沖縄周辺では 0.� から 1.1℃上昇しています（気象

庁・海洋の健康診断表より）。海水温が上昇を続け

る中、サンゴの白化は止められないのでしょうか？

　白化を食い止めるためには、サンゴ自身の適応

と、人間活動の両方が鍵となります。

　遺伝子を用いた分子系統学的研究により、サン

ゴに共生している褐虫藻には、少なくとも � つの

タイプがあることが明らかになっています。サン

ゴの中にも種によって白化しやすいものとしにく

いものがあったり、また、同じ種の中でも白化し

やすいものとしにくいものがあったりします。こ

うした環境ストレスに対する感受性の差は、サン

ゴに共生している褐虫藻のタイプの違いによるも

のであり、サンゴは白化することにより、温度耐

性の弱い褐虫藻を放出する一方で、温度耐性の強

い褐虫藻を獲得し、白化前より高水温ストレスに

強くなるという仮説が提唱されています。白化が

環境変動に対するサンゴの適応的な応答を示すも

のであるとしたら、白化後に温度耐性の強い褐虫

藻を獲得することにより、サンゴは海水温の上昇

に対して適応できる可能性があります（図 1）。

　もちろん、われわれは、サンゴ自身の適応力に

期待するばかりではなく、対策を考える必要があ

ります。前述のように、白化は、高水温と他のス

トレスの複合影響としてもたらされる場合があり

ます。例えば、1��� 年に沖縄県石垣島で起こった

白化は、梅雨期の降水に伴う淡水・土砂流入と、

エルニーニョ現象によりもたらされた高水温の複

合によるものである可能性が指摘されています。

複合影響を実験的に明らかにするとともに、白化

の起こった場所の情報を広く収集し、ストレスと

なる地域的要因を特定して、土砂流入など人為影

響がある場合はそれを低減する努力が白化を減ら

すために即効性のある対策となるでしょう。イン

ターネットの普及にともない、サンゴ礁に関して、

白化をはじめとした広域のデータの収集とデータ

ベース化が進んでいます（環境省国際サンゴ礁研

究・モニタリングセンター　

図 1　サンゴの白化する水温（赤線と緑線）と将来の海水温（青線）。(a) サンゴが海水温の上昇に適応できない

場合。将来的にすべてのサンゴが白化してしまう可能性がある。(b) サンゴが温度耐性の強い褐虫藻を獲得する

ことにより海水温の上昇に適応する場合。点線は、サンゴが白化後死んでしまう水温を示す。出典：Hughes et 

al., Science, 301, 929-933, 2003.（American Association for the Advancement of Science より許可を得

て転載）＜ ＞
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　世界のサンゴ礁は、現在さまざまな理由から深刻な危機に直面しています。1��2 年の国連環境

開発会議で採択された「アジェンダ 21 行動計画」でサンゴ礁保護の重要性が強調され、サンゴ

礁を取り巻く現状が世界的に知られるようになり、1��4 年には「国際サンゴ礁イニシアティブ」

（International Coral Reef Initiative：ICRI）が設立されました（日本［環境省］は 2005 年 7 月から

2007 年 6 月まで、パラオ共和国と共同で事務局を担当）。サンゴ礁保全のための国際的な協力の

枠組みである ICRI は、2006 年 10 月にメキシコで開催された総会において、200� 年を 1��7 年に

つづく「国際サンゴ礁年」とすることを決定しました。「国際サンゴ礁年 200�」の目標は、サン

ゴ礁の生態的、経済的、文化的価値についての理解、およびサンゴ礁が直面する危機についての

理解を広めること、また、民・学・官のさまざまな主体が連携してサンゴ礁保全のため早急に行

動を起こすことです。

　日本国内においては、サンゴ礁に関心をもつ人、サンゴ礁のことを知る人、サンゴ礁を体験す

る人、サンゴ礁のために行動する人を飛躍的に増やすことを目的に、「知ろう、行こう、守ろう」

をキャッチフレーズに、趣旨に賛同した企業、マスコミ、ダイビング指導団体、水族館、自然保

護 NPO、自治体、研究者、個人等が集まって推進委員会やワーキンググループを組織し、セクタ

ーをこえた自発的な取り組みが各地で進められています。

【参考ホームページ】

　国際サンゴ礁年 200�　 

　国際サンゴ礁イニシアティブ　

（編集局）

など）。また、

人工衛星のデータを用いて広域で白化を検出する

研究もなされています。こうした広域のデータに

基づいて、周辺の環境と対応させることにより、

白化を起こす地域的要因を明らかにすることが必

要です。

→さらにくわしく知りたい人のために

日 本 サ ン ゴ 礁 学 会「 サ ン ゴ 礁 Q&A」　 

土屋誠（1���）サンゴ礁は異常事態 . 沖縄マリン出版 .

茅根創 , 宮城豊彦（2002）サンゴとマングローブ . 

岩波書店 .

環境省・日本サンゴ礁学会（2004）日本のサンゴ礁 . 

環境省 .

琉球大学 21 世紀 COE プログラム編集委員会（2006）

美ら海の自然史—サンゴ礁島嶼系の生物多様性 . 

東海大学出版会 .

国際サンゴ礁年 2008
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地球温暖化問題に関する国際交渉はどのような会

議でやるのでしょう？

　地球温暖化問題に関しては、実は多くの種類の

国際会議が並行して開催されていますが、気候変

動枠組条約と京都議定書という、国連の下に設置

された国際合意の下での締約国会議が、国際的協

調の根幹を担っています（Conference of the Parties 

の頭文字をとって COP と呼ばれています）。COP

は１年に１回開催されますが、その下部機関であ

る補助機関会合が年に数回開催されています。そ

の他、毎年主要国の首脳が集まる G� サミットやア

ジア太平洋経済協力（APEC）、国連安全保障理事

会といった国際問題全般を議論する会合でも、近

年の世論の関心の高まりを受け、地球温暖化問題

を重要テーマに位置づけて議論するようになりま

した。各々の会合によって集まる国や会合の目的

が少しずつ違いますので、その場の性質に合った

議論の仕方が求められます。以下の説明は、主に

COP の場合に関するものです。

COP での政府代表団の構成メンバー

　年に１度開催される COP では、新聞に取り上げ

られるような主要テーマのほかにも、さまざまな

テーマが議論されています。例えば、最近将来の

排出量の減らし方が関心事となっていますが、各

国から排出される温室効果ガスをどのように計測

するのか、先進国から途上国への技術的・資金的

支援はどのように実施すべきか、温暖化によって

生じてしまった被害はどのようにして救済される

べきか、など、さまざまなテーマが議論されます。

これらの多彩なテーマに対して、政府の中で最も

適任とされる人が交渉を担当し、交渉の担当者た

ちが集まったのが国の政府代表団ということにな

ります。

　国の代表団の構成メンバーは、国によってさま

ざまです。「国」といっても中国やインドのような

写真 1　2007 年 12 月にインドネシア・バリにて開催

された第 13 回気候変動枠組条約締約国会議（COP13）

の様子（写真提供：CGER）



－ 10 －

地球環境研究センターニュース　Vol.1�　No.1（�00�年�月）

－ 11 －

大国から、日本の自治体ほどの人口しかない途上

国の小国も多数あります。これらの小国では、温

暖化問題の担当者が１名しかいない場合もあり、

そのような途上国が複数集まってグループを組織

し、その中で担当を割り振ることもあります。先

進国の専門家が途上国政府に任命されて途上国グ

ループをサポートしている場合もあります。

　他方、先進国では、政府の各省担当者が主な構

成メンバーとなります。場合によっては研究者や

環境保護団体に所属する者を代表団に加えている

国もあります。これは、交渉にあたり専門的知識

が要求される場合が多いためです。

　日本では、外務省に担当大使を置き、その下に

各府省担当者が交渉に参加します。現在話題となっ

ている「将来枠組み」のような主要テーマは、全

府省に関わるテーマなので、府省間で十分議論し

て日本政府としての主張を固めます。その他、例

えば農業部門からの排出量に関する議論は農林水

産省、森林による排出・吸収については環境省と

林野庁、国際バンカー油（国際航空機燃料や船舶

燃料の燃焼から出る二酸化炭素の取り扱いの問題）

は国土交通省、などと担当が割り当てられます。

「国」の主張が決まるまで－そして決まった後―

　議題を担当する省の方針は、省内担当者の考え

方だけで決められるわけではありません。通常、

重要テーマに関しては、審議会や検討会を立ち上

げ、専門家や各種団体代表を委員として委嘱し、

委員の意見が反映される手続きを踏みます。最近

では、審議会などの多くは傍聴可能であったり報

告書案がパブリックコメントを受ける機会がもう

けられていたり、というように、透明性の高い政

策決定過程が求められてきています。

　そのような手続きで国内の意見を反映させた各

省の主張は、しかしながら、必ずしも政府内で一

致するわけではありません。そこで、COP 前には

政府内担当者が集まり、日本政府としての主張（対

処方針と呼ばれます）を固めることになります。

比較的重要でない案件であれば、府省間の調整で

主張は一本化されます。他方、省ごとの主張の隔

たりが大きく調整が困難な場合には、大臣レベル

で議論し、それでも調整がつかない場合には官邸、

最終的には首相が判断することになります。過去

�0 年近くにわたる国際交渉において首相による判

断を必要とした場面は何度かありました。京都議

定書の削減目標を決めた 1��� 年の COP�（当時橋

本首相）や、�001 年春に米国が京都議定書への不

参加を表明した後も日本は京都議定書発効に向け

て努力し続けることを決めた �001 年の COP� 再開

会合（当時小泉首相）は代表的な事例です。なお、

近年、わが国では官邸主導型の意思決定も増えて

きていますが、�00� 年 � 月の当時安倍首相が提示

した �0�0 年目標は、府省間の調整によるのではな

く、官邸が主導して提示した目標として注目され

ます。このように官邸が先に方針を提示した場合

には、その方針に従って、COP 等で提示する具体

的な提案を府省がとりまとめることになります。

　交渉担当者は、このようにして出来上がった対

処方針をふまえて COP での交渉にあたりますが、

交渉の流れで当初の方針から争点が逸れてしまっ

た場合などには、その重要性の度合いに応じて、

現地の政府代表団内や現地に赴いていない日本国

内の関係者などに適宜意見を求めながら随時判断

していくことになります。

日本の意思決定の長所・短所

　国の意思決定は、その国が長年築き上げてきた

意思決定手続きに影響を受けます。わが国の意思

　地球環境研究センターニュース、地球環境研究センターウェブサイト、リーフレットとして発行されて

いる「ココが知りたい温暖化」が、2008 年夏に本になります。ご期待ください。

　「ココが知りたい温暖化」が本になります
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「ココが知りたい温暖化」で取り上げてほしい素朴な疑問・質問をお寄せ下さい。
疑問・質問は、氏名と連絡先を記入し、ニュース編集局宛にご連絡下さい ( 勝手ながら電話での質
問はご遠慮ください）。

　＊なお、掲載する場合、事務局で加筆修正させていただくことがあります。
　　お送りいただいた個人情報は「ココが知りたい温暖化」業務以外には 使用いたしません。 
　　また、個人情報を掲載することはありません。

＊「ココが知りたい温暖化」は地球環境研究センターウェブサイト ( )

にまとめて掲載しています。また、各 Q&A を 1 枚ずつにまとめたリーフレットも作成しています。上記ウェブ
サイトからダウンロードできます。

決定全般に関しては、他国と比べ議会や政党より

も行政府が国の決定を実質的に決めていることが

多いという指摘が論文などで挙げられています

（シュラーズ、�00�）。国の決定における国民の主

体的参加も十分とはいえない状況にあります。行

政が国の決定を担う長所として、問題を客観的に

とらえ一過性の感情的な判断ではなく総合的判断

が下せる、また、一旦下された判断は、政権交代

などがあっても継続される、といった点が挙げら

れます。他方、政治的理念や国民の主体的参加が

不足している状況下では、各省ともそれぞれが有

している行政目的を他省の行政目的より優先して

物事を判断するおそれがあり、その結果としての

「日本の意思」は省ごとの主張の妥協点以上のもの

になりにくい、という課題を抱えています。

　このような課題に対して、改善に向けた動きも

ないわけではありません。官邸主導で、ある程度

トップダウンで物事を判断していくこと、あるい

は、この問題に長く携わっている専門家からのイ

ンプットを求めたりすることは、省間の判断の相

違を超え、日本国として求められる総合的判断を

下すためには効果的な方法です。また、わたした

ち個人も、一国民として国の決定に対する関心と

責任、そして個人としての主張を持ち、国の意思

決定に主体的に関わっていくよう努める必要があ

るといえます。

→さらにくわしく知りたい人のために

ミランダ・Ａ．シュラーズ著 , 長尾伸一・長岡延孝

監訳（�00�）地球環境問題の比較政治学―日本・

ドイツ・アメリカ . 岩波書店 .

浜中裕徳編（�00�）京都議定書をめぐる国際交渉

― COP� 以降の交渉経緯 . 慶應義塾大学出版会 .

田邊敏明（1���）地球温暖化と環境外交―京都会

議の攻防とその後の展開 . 時事通信社 .
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　チーム・マイナス �％（環境省）主催、朝日小学

生新聞・朝日新聞社ほかが共催した、「スペシャル

スクール・ムービー」で学習した成果のコンテス

トで優秀賞に入賞した全国の小学生が、「温暖化防

止！特命レポーター」（以下、特命レポーター）と

して、石垣島のサンゴ礁と、波照間島にある国立

環境研究所地球環境研究センターの大気モニタリ

ングステーションを取材しました。以下は、特命

レポーターによる取材に同行した報告です。

1. 石垣島のサンゴ礁から地球環境を考える― 3月

27日（木）

　� 月というのに石垣島の気温はすでに ��℃を超

えて日差しも強く、夏のような天気です。特命レ

ポーターの子どもたち � 名を乗せたバスは、さと

うきび畑やパイナップル畑を見ながら、ホテルか

ら、川
か び ら わ ん

平湾へと向かいました。

　真っ白な砂浜と青い海が美しい川平湾は国指定

の名勝地にも選ばれていますが、潮流が速いため

遊泳は禁止されています。特命レポーターはグラ

スボートで海中の様子を調査しました（写真 1）。

海の中には ��0 種ともいわれるサンゴや、その周

りに色鮮やかな熱帯魚が泳いでいる様子を船の中

から観察し、みな、歓声をあげていました。美し

いサンゴだけではなく、天敵のオニヒトデに食べ

られているサンゴも見ました。船頭さんのお話に

よると、オニヒトデはここ川平湾でも年々増えて

いるそうです。

　移動するバスの車内では、今回の取材を企画し

た朝日新聞社の担当者の方が、温暖化による海水

温の上昇によってサンゴは白化し、白化が続くと

死んでしまい、その結果サンゴに依存する生物も

生きていけなくなると説明されていました。川平

湾を訪れ、楽しみながらも地球環境に異変が起こっ

ていることや自然の重要性を実感できたのではな

いかと思います。

2. 最南端の大気モニタリングステーションを取材

― 3月 28日（金）

　石垣港から高速船で 1 時間、日本最南端の有人

島である波照間島に到着した特命レポーターは、

地球環境研究センターの大気モニタリングステー

ションの取材を行いました。

　ステーションでは、地球環境研究センター炭素

循環研究室の向井室長が、地球温暖化が起こるし

「温暖化防止！特命レポーター」は見た

－石垣島のサンゴ礁と波照間島の大気モニタリングステーションの取材に同行して－

地球環境研究センター 交流係　　今井 敦子

写真 1　グラスボートから海中を観察中

◆ 温暖化防止！特命レポーター ◆

　入賞者（敬称略）五十音順、学年は旧学年

　　安藤　絢音（� 年）

　　小西　さくら（� 年）

　　櫻井　史穂（� 年）　　

　　松尾　友莉香（� 年）

　　若林　怜奈（� 年）

＊コンテストおよび「温暖化防止！特命レポーター」

の詳細は、チーム・マイナス �％のホームページ

）を参照してください。
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くみや大気中の二酸化炭素の変化についてわかり

やすく解説しました（写真 �）。

　波照間モニタリングステーションでは 1��� 年か

ら温室効果ガスの観測が続けられています。向井

室長が、特命レポーターに温室効果ガスの種類を

質問すると、「フロン！」「二酸化炭素！」という

元気な声がかえってきました。向井室長はステー

ションで行われている観測項目を紹介し、二酸化

炭素濃度の変動を示したグラフを見せながら、夏

と冬で増減を繰り返しながらも平均値で年間 �ppm

ずつ増加していることを説明しました。

　次は実験です。まず、二酸化炭素は何に含まれ

ているのかを理解してもらうため、ガラス瓶にい

ろいろな試料（石や金属、海水、砂、特命レポー

ターの息など）を入れて、二酸化炭素濃度を測定

装置で測りました。また、ガラス瓶に入れた植物

に光を当てないようにしたものと太陽に当てたも

のとで比較すると、太陽に当てた方は光合成が起

こり、二酸化炭素濃度が低くなります。この実験で、

先に紹介した二酸化炭素濃度のグラフで、夏に濃

度が減少するしくみを理解できたことと思います。

特命レポーターはメモをとりながら熱心に話を聞

いていたのが印象的でした。

　実験の後は室内にある観測装置の説明があり、

普段どうやって大気の観測が行われているのかを

学習しました。ステーション見学の最後は大気を

採取している鉄塔に登りました。正確な測定をす

るためには、周辺の人間生活の影響を受けないよ

うなるべく高所での大気を採取する方がいいので、

ステーションでは、��m の鉄塔の頂上にある採気

口から空気を局舎内にポンプで引き込んでいます。

鉄塔は階段を利用して �0m の高さまで上がれます。

ここまで上がると眼下に美しい海が広がり、みな、

感動していたようです。

　ステーション前でスタッフと記念写真を撮影し

（写真 �）、星空観測タワーや日本最南端平和の碑な

どを見学して、特命レポーターは島を後にしまし

た。

　石垣島と波照間島での特命レポーターの取材内

容は、� 月 �� 日～ �� 日に神戸で開催される主要 �

か国（G�）環境大臣会合のサイドイベントで紹介

される予定です。

3. 特命レポーターは終わらない

　� 日間とも好天に恵まれ、まぶしい太陽の下、特

命レポーターにとっては見るものすべてが新鮮の

ようでした。石垣島と波照間島で、見て、触れて、

感じたことは、普段、教室で学ぶこととは違う体

験だったと思います。この取材の期間だけではな

く、これからもずっと「温暖化防止！特命レポー

ター」を続けてくれることを願っています。なん

といっても �1 世紀をになう子どもたちが、温暖化

防止に取り組む当事者なのですから。

写真 2　向井室長の説明を熱心に聞く特命レポーター 写真 3　ステーションでの取材を終えて
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　�00� 年 � 月より、

温暖化リスク評価

研究室で研究をし

ています。筑波大

学大学院で学位を

取得してから、名

古屋大学でポスド

ク研究員として働

いていましたので、

つくばには � 年振りに戻ってきました。これまでは、

ヒマラヤ・チベット山塊が形成されることによっ

てアジアモンスーン循環がどのように変化したの

か、アジアの気候がどのように形成されたか、また、

ヒマラヤ・チベット山塊やロッキー山脈などの大

規模な山岳の存在が地球の気候形成にどのような

役割を果たしたかなど、気候モデルを用いて、気

候形成に着目した研究をしてきました。

　現在、気候モデルによる温暖化に伴う気候変化

予測の不確実性の研究を行っています。現在の気

候変化予測は、世界中の研究機関が開発した複数

の気候モデルによって行われています。しかしな

がら、それらの予測結果は、すべてが完全に同じ

結果を示していません。それは、現在もまだ解明

されていない現象の存在や、計算を行う上で表現

できていないことなどいくつかの不確実なことが

含まれていることが原因です。したがって、気候

変化やその予測が社会に与える影響を考えると、

予測結果の信頼性をより客観的に示すことが重要

な課題になっています。そのような課題に向けて、

複数の気候モデルによる予測結果を利用し、予測

結果とモデルの性能との関係を調べています。

　さて、最近、運動不足を強く感じ、よく歩いて

います。1 時間近くかかりますが、余裕のあるとき

は歩いて通勤します。学生時代にはまったく知ら

なかった道をのんびりと歩くのが楽しいです。そ

して、学生時代のつくばとは変っているところに

驚いたり、以前のままで懐かしく思ったりと、街

の様子をみて楽しんでいます。つくばに戻ってき

てから、まだ 1 年も経っていませんが、つくばは

今も僕にとって住みやすい街です。

　地球温暖化は自然環境や人間社会に影響があり、

それらの研究はこれからの地球と人類の関わりを

考える上でとても重要だと思います。自分の研究

の社会的意義や責任を意識して、今後も研究に取

り組み、よい成果をあげたいと思います。

国立環境研究所で研究するフェロー：阿部 学

地球環境研究センター 温暖化リスク評価研究室　NIES ポスドクフェロー

　「温暖化に立ち向かう－低炭素・循環型社会をめざして－」

◆東京会場：�00� 年 � 月 �1 日（土）1�:00 ～ 1�:�0 メルパルクホール
◆札幌会場：�00� 年 � 月 �� 日（土）1�:00 ～ 1�:�0 道新ホール
　国立環境研究所では、毎年 � 月の環境月間にあわせて公開シンポジウムを開催しています。今年は、東京お
よび札幌において、環境研究が温暖化問題にどのように貢献できるか、講演 � 件とポスターセッション（�1 件）
を行い、当研究所で進めている研究の一端をご紹介します。

＊参加申込等の詳細は、国立環境研究所ホームページ（ ）に掲載さ
れています。

独立行政法人国立環境研究所公開シンポジウム 2008
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　過去数十年の間に都市化はかつてないほどの速

さと規模で進んでいる。現在、都市域と農村域に

暮らす人々はほぼ同数となっているが、今後 �� 年

以内に都市部の人口は全世界で 1� 億人も増加する

と予想されている。この急増する都市人口と都市

生活による二酸化炭素（以下、CO�）排出は、温室

効果ガス排出削減における都市の重要性も示して

いる。

　このような背景をもと

に、 グ ロ ー バ ル・ カ ー

ボ ン・ プ ロ ジ ェ ク ト

（GCP） は ア ジ ア 工 科 大

学（AIT： タ イ ） お よ び

独立行政法人国立環境研

究所（NIES）との共催で、

国連気候変動枠組条約第

1� 回 締 約 国 会 議・ 京 都

議定書第 � 回締約国会合

（COP1� ･ CMP�）（�00� 年 1� 月 � 日 ～ 1� 日、 イ

ンドネシア国バリ）において、「都市における炭素

管理 － 政策と科学理解のギャップ」（�00� 年 1� 月

� 日）と題するサイドイベントを開催した。サイド

イベントには 100 名以上の参加者があり、気候変

動緩和のための都市における炭素管理の重要性を

説いただけでなく、都市レベルでの炭素削減と適

応手段についても議論が行われた。その中で、都

市における炭素管理に関する政策と科学的知見の

ギャップを浮き彫りにし、またそれを埋める必要

性が強調された。

　このイベントでは AIT の S. Kumar 教授と地球環

境研究センターの笹野泰弘センター長が歓迎の挨

拶を行い、 GCP の Shobhakar Dhakal 事務局長、AIT
の Ram M. Shrestha 教授、Tyndall Centre for Climate 
Change Research の Richard Dawson 博 士 そ し て

Thekwini Municipality（City of Durban, South Africa） 
の Debra Roberts 博士が発表を行った。

　現在、都市における CO� 排出量は世界全体の約

�0 ～ ��％をも占めるといわれている。Dhakal 事務

局長の指摘によると、今

後、アジアをはじめとし

た発展途上国において急

激な都市化が進むことが

予測されるため、この割

合は急増するものとみら

れている。このことは都

市における炭素管理の可

能性を示しているが、科

学の分野でも政策におい

ても、これまでの対応は不十分といわざるを得な

いことを強調した。しっかりした科学的情報に裏

付けられた適切な政策の方向性が示されれば、都

市は、さまざまな手段や方法を用いて炭素の排出

を削減できる。それに対しこの会議では、都市と

気候変動と科学に関する実証的統合評価（evidence-
based integrated assessment）の発展によって、CO�

排出削減と社会適応が期待されることが述べられ

た。本会議の結論として、都市の気候変動に対す

る適応・緩和政策は、適切な科学的知識をもとに

行われるべきであることが述べられ、政策担当者

への科学的啓蒙の重要さが指摘された。

「都市における炭素管理 － 政策と科学理解のギャップ」：国連気候変動
枠組条約第 13 回締約国会議・京都議定書第 3回締約国会合（COP13･CMP3）
におけるサイドイベント

GCP つくば国際オフィス　NIES アシスタントフェロー

Anil Raut（アニル・ラウト）

 GCP つくば国際オフィス　事務局長

Shobhakar Dhakal（ソバカル・ダカール）

 

＊本稿は Anil Raut 氏および Shobhakar Dhakal 氏の原稿を GCP つくば国際オフィスで和訳し、要約したものです。
原文（英文）は最後のページに掲載しています。
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新刊図書 ・ 雑誌

■都市のエネルギー転換　～化石燃料から再生可能エネルギーへ（Urban Energy Transition - From Fossil Fuels 
to Renewable Power）（�00�）Droege, P., Elsevier.
　本書は、広範な分野より 1� カ国 �� 人のエキスパートを結集し、都市開発の枠組みにおける化石燃料依
存から再生可能エネルギーへの脱皮のための知見をまとめたものである。CO� 排出削減のための政策・実
践、熱環境に配慮した街づくり、建築物における効率的なエネルギー利用、家庭用の新しいバイオ燃料の
動向、都市交通システムの革新、計画とインセンティヴ、エネルギーネットワーク、ライフスタイルなど
に関する論文を収録している。国立環境研究所の執筆陣による論文として、GCP つくば国際オフィスのソ
バカル・ダカール事務局長、社会環境システム研究領域の一ノ瀬俊明主任研究員らによる、次の � 編の論
文が収録されている。

□気候変動と都市－気候変動緩和を目指した都市づくり（Climate Change and Cities: The Making of a Climate 
Friendly Future）（�00�） Dhakal, S.

　　第 � 章（pp.1�� ～ 1��）として収録されている本論文では、都市における炭素管理の問題を分析解
明しつつ、社会基盤、管理、政策の面から都市、特に発展途上国における炭素削減と適応手段の挑戦
について論じている。都市とその発展経路は地球規模での温室効果ガス排出にきわめて大きな影響を
与える。本章では、低炭素都市の構築に、①さらなる科学的知見、②政策による支援、③革新的な金
融制度、④主体的な行動の４点が必須であると結論付けた。

□日本における都市ヒートアイランド対策（Counteracting Urban Heat Islands in Japan）（�00�）Ichinose, T. 
(Toshiaki) ほか

　　第 1� 章（pp.��� ～ ��0）として収録されている本論文では、都市における夏季の暑熱問題（ヒート
アイランド）について、その成因と人間生活（健康とエネルギー消費）・自然生態系に及ぼす影響、近
年の日本における科学研究・対策技術開発・関連行政施策の動向分析にもとづく対策と適応に関する
考え方（地球温暖化の事例との違い）、大気・熱環境に配慮したまちづくりの可能性（都市計画的手法
と要素技術の開発）を論じている。

■地球温暖化 IPCC からの警告（�00�）ラジェンドラ・パチャウリ , 原沢英夫 , NHK 出版 , ��� 円（税込）

　�00� 年、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）は気候変動に関する最新の科学的知見をまとめた第 �
次評価報告書を公表した。同報告書は、温暖化の原因が人間活動にあるとほぼ断定し、今後温暖化が進ん
だ場合に生ずるさまざまなリスクについて示し、世界に大きな影響を与えることとなった。また、温暖化
防止の取り組みに貢献したことが高く評価され、IPCC は同年にノーベル平和賞を受賞した。
　本書では、�00� 年 � 月 �0 日に放送された NHK-BS の特集番組「未来への提言」でのラジェンドラ・パ
チャウリ IPCC 議長へのインタビューを基に、IPCC の役割、地球温暖化に関する科学的知見、温暖化防止
に向けた対策、日本に期待する役割などが語られている。なお、インタビュアーは、第 � 次・第 � 次評価
報告書にて総括代表執筆者を担当した国立環境研究所の原沢英夫社会環境システム研究領域長（当時）が
担当した。

■低炭素社会のビジョンと実現シナリオ（�00�）地球環境 , 1�(�), （社）国際環境研究協会 , �000 円（税込）

　国立環境研究所前参与の西岡秀三氏を中心に、「低炭素社会のビジョンと実現シナリオ」をテーマとして、
これまで実施してきた総合研究の成果を 1� 編の論文としてとりまとめている。世界各国がそれぞれに脱
温暖化世界に向かういま、低炭素社会が可能であることを ｢ 日本モデル ｣ で示すことこそ、省エネ先進国
日本の大きな世界貢献であり、途上国に将来目標を与えるものとなる。本巻では、�0 人の研究者が �0％
削減可能性の追求に取り組み、それが技術的には可能であることを示している。もちろんそのためには国
を挙げての取り組みが必要である。�1 世紀、日本社会が取り組まねばならない最大の課題、気候安定化に
向けての処方箋がここにある。
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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、使用目
的を記入し、郵便、FAX、E-mail 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。
出版物はすべて PDF 化されており、ウェブサイト ( )

からダウンロードできます。

長期生態系モニタリングの現状と課題

　－温暖化影響と生態系応答－                                           （CGER-M01�-�00�）

　本報告書は、日本長期生態学研究ネットワーク（JaLTER）と AsiaFlux 日
本地域サブネットワーク（JapanFlux）の活動開始を記念して、�00� 年 11 月
に国立環境研究所で開催されたシンポジウム「長期生態系モニタリングの
現状と課題－温暖化影響と生態系応答」での発表内容を詳細なものに書き
改めたものです（講演発表 1� 課題、ポスター発表 1� 課題）。両ネットワー
クの登録サイト情報や研究展開も簡潔に取りまとめられています。また、
巻末には、シンポジウムの開催報告と両ネットワーク概要を紹介するパン
フレットを添付しました。

家庭・業務部門の温暖化対策                                                    （CGER-I0��-�00�）

　本報告書は、業務・民生部門の温室効果ガスの排出削減にかかわる対策
技術の普及を目的として、�00� 年 � 月に建築会館（東京都港区）において
開催されたシンポジウム「建築から見た今後の温暖化対策シナリオとは？」
での発表内容を詳細なものに書き改めたものです。シンポジウムは、温暖
化対策実施のための方策や削減策について、当該分野の専門家を招聘して
行われました。報告書の巻末には、日本建築学会地球環境委員会温暖化対
策評価小委員会が取りまとめた「建築分野における地球温暖化対策リスト」
を関連資料として掲載しました。これらの報告・資料は、業務・民生部門
における、最新のエネルギー消費の実態、省エネルギー対策とその評価な
どについて、当該分野の専門家に執筆いただいたものです。

［送付方法について］
1. 冊子小包（郵送）をご希望の場合

a) 着払い（小包が届いたときに送料をお支払い下さい）
○電話番号を明記してお申し込み下さい。
○郵送料の他に手数料として �0 円かかります。
○合計重量が �kg を超える場合は、着払いゆうパックになります。

b) 前払い（郵送料分の切手を先にお送り下さい）
○ M01� 出版物 1 冊のみ：��0 円分の切手を、 I0�� 出版物 1 冊のみ：��0 円分の切手をお送り下さい。
○その他の出版物 1 冊のみ：ウェブサイトの表に書かれた郵送料分の切手をお送り下さい。 
○ � 冊以上：下記【申込先】まで郵送料をお問い合わせ下さい。

�. 着払い宅配便をご希望の場合
○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　交流係
　　　      　  〒 �0�-��0�　茨城県つくば市小野川 1�-�
          TEL:0��-��0-����，FAX:0��-���-����，
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最近の発表論文から

　春になると、厳しい冬の寒さでカチコチに凍った落石岬の大地がゆるみ始
めます。落石岬ステーションの点検日が待ち遠しくなる季節です。
　冬の間、根室地方の最大凍結深度（地面が凍り付く深さ）は 1m�0cm くら
いといわれています。そんなに深くまで凍ってしまうのです。ですから一般
の水道管も凍らないように、この深さ以上に掘り下げて埋設しているそうで
す。岬の土もコンクリートのように固く凍ってしまいます。
　落石岬の入り口からステーションまでの道路は舗装されていません。一部
木道がありますが、ほとんどは砂利がパラパラと敷かれている程度です。�

月から � 月にかけて岬内の道はぬかるんだデコボコ道になります。凍り付いた土の融け具合で地表に高
低差ができるからです。この時期、岬内通行用のキャタピラ車は走行可能ですが、注意が必要です。こ
のデコボコに車がはまって立ち往生すると、脱出作業でもれなく全身泥だらけになります。美しい春の
花たちに自分の泥だらけの姿を笑われてしまいます。花たちに紳士
を気取る私にとっては一生の不覚となります。
　� 月過ぎになると岬の道はデコボコが和らぎ乾燥してきます。通
行は非常に楽になります。ただ、ある種の昆虫が一斉に発生します。
蚊地獄やアブ地獄という悲惨な状況が発生しますが、これはまたこ
こでお話しできると思います。

（財）地球・人間環境フォーラムつくば研究所　

調査研究主任　　島野 富士雄

春の凸凹

四季折々

落石岬

春先の落石岬入り口付近（道はかなり

凸凹です）

論文の詳しい情報は、地球環境研究センターのウェブサイト (

)をご参照下さい。この他の論文情報も掲載されています。

＊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の最近の発表論文を紹介します。
アジアと周辺海域における冬季地上気温の年々 ・ 十年変動モード

（宮崎千尋ほか、 J. Climate, �1, 1��1-1���, �00�.）

　近年、冬季の中・高緯度アジアでは温暖化が顕著だが、低緯度と周辺海域を含めたアジア全域ではどの
ような気温変動モードが卓越しているのかを、主成分分析の手法により明らかにした。第一モード（寄与
率 ��%）はチベット高原を境に高緯度側と低緯度側で逆になる気温変動であり、北極振動と低緯度アジア
の寒波（コールドサージ）が関係していた。第二モード（1�%）は、内陸アジアを中心に温暖化するモードで、
シベリア高気圧等の年々変動の影響に加え、太陽活動との関係が示唆された。エルニーニョ現象の影響は、
これらに次ぐ � つのモード（11%、�%）に現われていた。

　「地球温暖化観測における連携の促進を目指して－温室効果ガス・炭素循環および温暖化影響評価に係

わる観測－」（地球温暖化観測推進ワーキンググループ報告書第 1 号）（地球環境研究センターニュース

�00� 年 � 月号「オフィス活動紹介」参照）が完成しました。地球温暖化観測推進事務局のウェブサイト

に掲載しています。　

　印刷製本されたものをご希望の場合は、地球温暖化観測推進事務局（ 　または

FAX : 0��-���-����）までご連絡ください。
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★送付先等の変更がございましたらご連絡願います

このニュースは、再生紙を利用しています。また CGER の WEB サイト上で PDF 版 ( カラー ) をご覧いただけます。
発行者の許可なく本ニュースの内容等を転載することを禁じます。

地球環境研究センター主催・共催による会議・活動等
�00�. �.1� ～ 1� 　アジア太平洋地域における炭素循環観測に関するワークショップ（つくば）

中国・韓国・インド・タイ・オーストラリア・ニュージーランド・フランスから約 �� 名、
国内の省庁・機関・大学等から約 �� 名の総勢 �0 名の専門家等が参加し、炭素循環観
測に関する情報交換と国際連携について議論した。詳細は、本誌に掲載予定。

所外活動（会議出席）等
�00�. �.�� ～ �� 　Japan-Asia REDD Seminar（森林減少による温室効果ガス排出量の削減［REDD］に関す
  　るセミナー）にて発表（田辺高度技能専門員 / 神奈川）

林野庁と（財）地球環境戦略研究機関（IGES）が共催した標記セミナーに参加し、日
本とアジアの温室効果ガスインベントリについて発表した。

見学等
�00�. �. � 　山形市中小企業連盟（10 名）

� 　ベトナム国立大学生（1� 名）
1� 　第 11 回環境及びハイテク分野に関する欧州若手専門家交流計画（� 名）
1� 　神戸大学発達科学部自然環境論コース中川教授（環境物理学）一行（10 名）
1� 　会計検査院稲場調査官
1� 　JICA 国家測量事業計画・管理コース（11 名）
�� 　ガイアナ共和国からの環境行政に携わる若手指導者招聘プログラム（� 名）
�� 　日本・ニュージーランド環境ワークショップ参加者
�� 　温暖化防止！特命レポーター（� 名）が地球環境モニタリングステーション波照間を取
  　材（本誌 1� ページを参照）

地球環境研究センター (CGER) 活動報告 (2008 年 3 月 )

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆　　GOSAT の研究公募を開始しました！　　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

　GOSAT（温室効果ガス観測技術衛星）プロジェクトは、宇宙航空研究開発機構（JAXA）、国立環境研究
所（NIES）、環境省（MOE）の三者が共同で進めています。三者は GOSAT の打ち上げを平成 �0 年度の冬
期にひかえ、GOSAT の研究公募を発出しました。応募の締切は平成 �0 年 � 月 �0 日です。GOSAT の研究
公募の詳細は以下をご覧下さい：
　
この研究公募は、上記三者で実施する基本的な研究項目に加え、校正、検証、アルゴリズム、データの科
学的利用に関して広く内外の研究者からの研究提案を募集するものです。

http://www-cger.nies.go.jp
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   Urbanization occurred in unprecedented speed and size 

in last few decades. There are now almost equal number 

of people living in urban areas and rural areas and in 

next �� years, further 1.� billion people will be added to 

the urban areas. This growing urban population together 

with high carbon intensity of urban life has made cities 

very important for mitigating global greenhouse gas 

emissions.

   Against this backdrop, Global Carbon Project 

(GCP), Asian Institute of 

Techno logy  (AIT)  and 

N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r 

Envi ronmenta l  S tud ies 

(NIES) jointly organised an 

official side-event entitled 

“ C a r b o n  M a n a g e m e n t 

in Cities: Gaps in Policy 

Discussions and Scientific 

U n d e r s t a n d i n g ”  o n 

December �, �00� at the Thirteenth Conference of the 

Parties to the United Nations Framework Convention 

on Climate Change (UNFCCC) and the Third Meeting 

of the Parties to the Kyoto Protocol (COP1�/CMP�) 

in Bali, Indonesia. Attended by over 100 people, the 

side event was instrumental in initiating discussions on 

importance and role of cities on carbon management 

for mitigating global climate change. The side-event 

highlighted not only the importance of mitigation at 

city scale but also the adaptation measures in cities. The 

event emphasized the needs for better science, bridging 

information gaps and more thrust for urban issues in 

global climate debate. The event was chaired by Prof. 

S. Kumar of AIT and Dr. Yasuhiro Sasano of NIES 

welcomed participants on behalf of the organizers. Dr. 

Shobhakar Dhakal of GCP, Prof. Ram M. Shrestha of 

AIT, Dr. Richard Dawson of Tyndall Centre for Climate 

Change Research and Dr. Debra Roberts of EThekwini 

Municipality (City of Durban, South Africa) were 

speakers of the event.

   Dr.Dhakal highlighted the importance of urban 

carbon management in the context of global carbon 

management. Dr. Dhakal 

mentioned that urban areas 

perhaps  con t r ibu tes  to 

�0-��% of the global CO� 

emissions (exact number 

has not been established 

yet),  which is expected 

to grow significantly due 

to the rapid urbanization 

in developing countries, 

especially in Asia. However, this fact also provides an 

opportunity for carbon management at city scale but the 

response from science and policy has been weaker in the 

past. Speakers argued that if the proper policy directions 

backed by sound scientific information is ensured, cities 

can reduce carbon emission however the instrument and 

tools might vary across cities. They further suggested 

that innovative approaches to adaptation and mitigation 

can be developed by evidence-based integrated 

assessment of cities and climate change and scientific 

community can provide the key needed knowledge to 

city authorities. Speakers demonstrated such integrated 

assessment modeling exercises done for City of London 

Cities Must Now Lead the Climate Change Agenda: 
COP13 Side Event on Carbon Management in Cities

NIES Assistant Fellow, Global Carbon Project, Tsukuba International Office

Executive Director, Global Carbon Project, Tsukuba International Office

Anil Raut

Shobhakar Dhakal
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and how that helps decision makers for developing 

climate resilient cities addressing both adaptation 

and mitigation issues. Further, the role of scientific 

information for actual policy formulation in the City 

of Durban was discussed and emphasized that science 

needs to guide decisions making with Open Space 

Management as a case for developing climate resilient 

cities.  Speakers emphasized that now cities should 

lead the climate change agenda, both on mitigation and 

adaptation. But this should be reinforced by adequate 

scientific information required for the policy making.

   Given a number of newly emerged initiatives on urban 

and climate change  issues, discussions were held on 

the need to link and improve communication amongst 

ongoing initiatives in scientific and policy fronts such as 

C�0 initiative, ICLEI, a number of scientific initiatives, 

and others. The motivating factors for the developing 

countriesʼ cities for local carbon management were also 

discussed as awareness, priorities, concerns, resources 

and capabilities are different in different parts of the 

world.
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