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地球温暖化の解明はどこまで進んだか
―IPCC 第 1 作業部会 第 5 次評価報告書
地球環境研究センター
1. IPCC 第 5 次評価報告書の発表

気候変動リスク評価研究室長

江守 正多

候変動について、CO2 濃度の上昇、大気と海洋の

「気候変動に関する政府間パネル」
（IPCC）第 1

温度上昇、海面水位の上昇、雪氷の減少などの明

作業部会（WG1）の第 5 次評価報告書（AR5）が、

瞭な傾向に基づき「気候システムの温暖化には疑

2013 年 9 月に発表された。39 ヶ国から選出された

う余地がない」と結論している。これは AR4 のと

259 人の執筆者により、世界中の専門家と政府から

きと基本的に同じである。
また、過去の気候変動の要因推定については、

寄せられた 5 万件を超えるレビューコメントを考
慮して、気候変動の科学的基礎に関する現在の知

「1951 ～ 2010 年の世界平均地上気温の観測された

見を評価したものである。2014 年 3 月に日本（横

上昇の半分以上は、温室効果ガス濃度の人為的増

浜）で、次の影響・適応・脆弱性に関する第 2 作

加とその他の人為起源強制力の組合せによって引

業部会（WG2）報告書が、4 月にドイツで緩和策

き起こされた可能性が極めて高い」としており、

に関する第 3 作業部会（WG3）報告書が発表された。

AR4 の同様の記述にある「可能性が非常に高い

10 月には 3 つの作業部会の内容を分野横断的に取

（90% 以上の可能性）」から「可能性が極めて高い

りまとめた統合報告書が発表される。

（95% 以上の可能性）」に表現が強まっている。こ

7 年前の第 4 次評価報告書（AR4、注 1）の時点

のような可能性の評価は、気候の内部変動の不確

から、科学的には様々な進歩があり、気候変動の

実性の下で気候モデルによる過去再現シミュレー

理解が進んだ。特に、海洋深層までの水温データ

ションと観測データを統計的に比較した結果に基

が充実し、深層の水温上昇傾向が示されたことな

づいている。
ただし、最近 15 年間程度の世界平均気温の上昇

どが挙げられる。しかし、個人的な印象としては、
専門外の読み手から見た報告書の結論は前回と概

傾向はそれまでに比べて弱まっており、温度上昇

ね同様と言ってよいように思われる。気候変動の

の休止（hiatus）とよばれている。これについては、

科学は成熟してきており、科学的知見の内容が安

主に自然の変動が原因と考えられており、他にも

定してきたことの現れと受け止めることができる

太陽活動の弱まりなど自然の強制力の変化が寄与

のではないだろうか。

している可能性があるが、いずれにせよ現在の気

WG1 AR5 の発表からかなり時間が経過してお
り、WG2、WG3 の報告書も発表されたので、こ

候変動の科学の範囲で説明できる現象であるとい
う見通しが得られている。

こでは WG2、WG3 の内容につながる将来予測の
部分を中心に、AR4 との比較も含めて、WG1 報告

3. 今世紀末までの気温および海面水位の変化予測
AR5 において評価された今世紀末までの世界平

書の簡単な解説を行いたい。少し違う部分を含め
た同様の解説を日本地球惑星科学連合ニュースレ

均気温変化の予測を図 1 に示す。

ター（注 2）でも行ったので、併せてご覧頂きたい。

これと AR4 との違いについて、AR5 には次の記

なお、以下で AR5 の引用はすべて「政策決定者向

「RCP シナリオに基づく気候変動予測は、
述がある。

け要約（気象庁訳）」（注 3）に基づく。

シナリオの違いを考慮すれば、パターンと大きさ
の両方において第 4 次評価報告書に示されたもの

2. 過去 100 年および最近の気候変動について

と類似している」。RCP（代表的濃度経路）シナリ

AR5 では、過去 100 年程度の間に観測された気

オ（注 4）とは、AR5 で用いられている将来シナ

－2－
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的変化を含まない」と断り書きがある）。

出シナリオに関する特別報告書）シナリオ（注 5）
とは異なる。このシナリオおよびその考え方の違

4. 極端現象の過去および将来の傾向
熱波や豪雨など極端現象の発生頻度の過去およ

いが、予測値が AR4 と異なる主な原因であり、そ
の原因を除くと予測は前回とあまり変わらない。

び将来の変化傾向については、AR4 と AR5 の間に

つまり、6 年間で各国の研究グループがそれぞれに

出版された SREX（極端現象に関する特別報告書）

気候モデルを改良したが、その結果として予測値

でも一度まとめられている（注 6）。AR4 や SREX

や分布に系統的な変化がほとんどなかったという

と比較して AR5 で特徴的な点として、

ことである。
RCP シナリオは、気候変動対策（温室効果ガス

・20 世紀後半以降の寒い日と寒い夜の減少および

の排出削減）をまったく行わなかった場合（RCP8.5）

暑い日と暑い夜（注 7）の増加に人間活動の寄与

から徹底的に行った場合（RCP2.6）までの幅をカ

がある「可能性が非常に高い（90% 以上）」
（AR4、

バーし、その中間 2 つ（RCP4.5、RCP6.0）を含む

SREX では「可能性が高い（66% 以上）」）

4 つのシナリオである（以前の SRES シナリオはど

・20 世紀後半以降の熱波（連続する暑い日）の増

れも対策を行わない場合であり、社会経済想定の

加に人間活動の寄与がある「可能性が高い」
（AR4

違いのみを表していた）。名称の RCP に続く 8.5 等

では「どちらかといえば（50% 以上）」、SREX で

の数字は、2100 年時点の人為起源放射強制力の大

は正式に評価されず）

2

きさ（W/m ）を表している。 なお、RCP2.6 を実

・21 世紀中に大雨がさらに増加することは中緯度

現するためには、世界全体の温室効果ガス排出量

陸上の大部分と熱帯湿潤域で「可能性が非常に

を今世紀末にはゼロに近づける必要がある。

高い」
（SREX では多くの地域で「可能性が高い」）

一方、世界平均海面水位の変化予測については、
AR4 の予測値には含まれていなかった「氷床の急

などがあげられる。このような比較が表としてま

激な力学的変化」の効果を AR5 では含めており、

とめられていて（注 3）
、いくつかの点で可能性の

同様のシナリオ間で比べると 2100 年ごろの上昇量

表現が強まっていることがわかる。

が 20 cm ほど上乗せされている。つまり、グリー

一方で、21 世紀中の強い熱帯低気圧の増加は、

ンランドや南極の氷床が、「融ける」（あるいは積

AR4 では「可能性が高い」であったが、SREX と

雪の増加により増える）効果は AR4 にも入ってい

AR5 では「どちらかといえば」に弱まった。これ

たが、海洋に「流れ落ちる」効果が AR5 で初めて

は、カテゴリー 4 や 5 の台風やハリケーンの発生

加わった（AR4 の予測値には、「氷床の急激な力学

数の変化を評価したものだが、少し違う指標をと
ると、熱帯低気圧の平均的な強さ（最大風速）
は強くなる「可能性が高い」、熱帯低気圧に伴
う平均的な降水強度は強くなる「可能性が高
い」という知見も同時に示されている。また、
世界全体での熱帯低気圧の発生数は減少する
か基本的に変化しない「可能性が高い」。
5. 累積排出量と世界平均気温上昇の比例関係
AR5 では、図 2 のように、世界平均気温上

図 1 世界平均地上気温の変化。1986 ～ 2005 年平均からの
偏差。複数の気候モデルにより計算されたもの。黒は過去の
強制力に基づく再現。赤は RCP8.5 シナリオ、青は RCP2.6 シ
ナリオに基づく将来予測。陰影は不確実性の幅を表す（［注
3］）に基づく）。

－3－

昇量（図の縦軸）が人為起源 CO2 の累積排出
量（図の横軸）にほぼ比例することが示された。
つまり、早く出すか遅く出すかにかかわらず、
21 世紀のある時点で見たとき、それまでにトー
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1870 年以降の人為起源の二酸化炭素の累積総排出量 (GtCO2)

がほぼ決まってしまうということである。この考
え方を用いると、世界平均気温上昇に上限を設
1861 ～ 1880 年平均に対する気温偏差 (℃)

定すれば、累積排出量の上限が決まることにな
る。不確実性があるために確率的な表現を伴う
ことになるが、AR5 によれば、CO2 以外の効果
を含めた場合で、たとえば 50 % 以上の可能性で
世界平均気温上昇を産業化以前から 2 ℃未満に
抑えるには、累積排出量の上限は 820 GtC（炭素
換算 820 ギガトン）となる。一方、2011 年まで
の累積排出量の実績値は 515 GtC と推定されてい
る。この場合、残された CO2 排出量はおよそ 300

1870 年以降の人為起源の二酸化炭素の累積総排出量 (GtC）

GtC ということである。現在の年間排出量はおよ

図2

世界平均気温上昇量と人為起源 CO2 累積排出量の関

そ 10 GtC なので、仮に現在の排出量が毎年続い 係。 細い黒線は CO2 のみを考慮した場合 （CO2 のみ 1 %/ 年
た場合には、30 年程度でこの上限を超えてしま で増加させたモデル計算に基づく）。 色付き （2010 年までは

太い黒） の線および点は他の温室効果ガスなどによる気温上
昇を考慮した場合 （過去の強制力および RCP シナリオに沿っ
いるように「2℃未満」を目標とするのであれば、 たモデル計算に基づく）。 陰影は不確実性の幅を表す （［注 3］
その壁が案外近くにあるということを改めて認 に基づく）。

う。国連気候変動枠組条約の議論で合意されて

識させられる知見といえるだろう。

地球環境研究センターニュース 2007 年 11 月号およ

--------------------------------------------------------------------

び注 3 の Box SPM.1 参照。

（ 注 1）IPCC (2007) Climate Change 2007: The Physical

（注 5）IPCC (2000) Special Report on Emissions Scenarios.

Science Basis. Cambridge University Press.

Cambridge University Press.

（注 2）江守正多 (2014) IPCC 第 5 次評価報告書を読み

（注 6）IPCC (2012) Special Report on Managing the Risks

解 く . JGL, 10, 6-8.（http://www2.jpgu.org/publication/

of Extreme Events and Disasters to Advance Climate

jgl/JGL-Vol10-1.pdf より閲覧可能）

Change Adaptation. Cambridge University Press.

（注 3）IPCC (2013) 気候変動 2013：自然科学的根拠

高橋潔「『気候変動への適応推進に向けた極端現象

政策決定者向け要約（気象庁 訳）

及び災害のリスク管理に関する特別報告書』の紹介」

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar5/ipcc_ar5_

地球環境研究センターニュース 2012 年 1 月号
（注 7）「寒い日」「寒い夜」「暑い日」「暑い夜」は、

wg1_spm_jpn.pdf
（注 4）Moss, R. H. et al. (2010) The next generation of scenarios

基準期間からの相対的な寒さや暑さで定義され、場

for climate change research and assessment. Nature, 463,

所によって異なる。例えば、「寒い日」は、日最高

747-756.

気温が基準期間の下位 10% よりも低温である日数。

甲斐沼美紀子・江守正多・高橋潔・西岡秀三「会

また、「熱波」の定義は様々だが、一般に極端に暑

議参加報告：IPCC 新シナリオに関する専門家会合」

い日がある期間続くこと。

－4－
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ネガティブエミッション技術による気候変動リスク管理の課題

～GCP国際ワークショップ開催報告（2013年12月6日～7日東京）

GCPつくば国際オフィス

リーダ（地球環境研究センター

GCPつくば国際オフィス

主席研究員）

山形 与志樹

事務局長
SHARIFI Ayyoob（シャリフィ アユーブ）
地球環境研究センター 特別研究員
加藤 悦史
地球環境研究センター気候変動リスク評価研究室 主任研究員
横畠 徳太

1. 背景

されているグローバルカーボンプロジェクト（GCP）

産業革命以降、地球の大気中の CO2 濃度は増加

つくば国際オフィスが中心となり、環境研究総合

し、昨年の瞬間観測値は 400ppm を超えた（向井

推進費 S-10「地球規模の気候変動リスク管理戦略

人史「『400ppm』の報道で考える 二酸化炭素の濃

の構築に関する総合的研究」ICA-RUS プロジェク

度の限界はいくらなのか？」地球環境研究センター

ト（地球環境研究センターニュース 2014 年 2 月号

ニュース 2013 年 8 月号参照）。これは産業革命前（約

参照）と共同で国際ワークショップを開催した。
ワークショッププログラムの共催者、プログラ

280ppm）の約 1.4 倍に相当する。世界で人為的に
排出されている CO2 量（100 億トン炭素）のうち、

ム組織委員、そして写真を下記に示す。

自然吸収源（陸と海）が吸収できる量は約半分に
すぎず、今後も大気中の CO2 濃度は急速に増加し
続ける（GCP, 2013）。今後予想されている気候変
動による生態系や社会への危険な影響を避けるた

Co-organizers:
Global Carbon Project (GCP)
International Institute for Applied Systems
Analysis (IIASA),

め、長期的な気候変動対策として、地球平均の気

Mercator Research Institute on Global Commons

温変化を「産業革命前に比べて 2℃」に抑えること

and Climate Change (MCC),

に、すでに国際合意（G8、UNFCCC カンクン合意等）

National Institute for Environmental Studies (NIES)

が得られているものの、IPCC 等の低炭素シナリオ
で示されているように、この目標を達成するため
には、近い将来に世界の CO2 排出量をピークアウ
ト（頭打ち）し、2050 年には排出量を 50％以上削
減し、さらに今世紀の後半には、排出量を負にし
なければならない。このためには、単に排出を削
減するだけでなく、大気中の CO2 を吸収するネガ
ティブエミッション（負の排出）技術（地球環境
豆知識参照）を大規模に実施することが想定され
ている（Massimo, 2013）。
2. GCP 国際ワークショップ
そこで、このネガティブエミッション技術によっ
て持続可能なかたちでグローバルな気候変動リス
クを管理することが可能かどうかを検討すること
を目的として、昨年 12 月、国立環境研究所に設置

－5－

Organizing Committee:
Nebojsa Nakicenovic (GCP-SSC, IIASA Dpt.
Director, TU Vienna), Florian Kraxner (IIASA),
Sabine Fuss (MCC), Yoshiki Yamagata (Head of
GCP International Office, NIES), Ayyoob Sharifi
(GCP, Executive Director, NIES) and Josep
Canadell (GCP, Executive Director, CSIRO)
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Q: 持続可能な BECCS のポテンシャルはどの程

特に、今回の会合では、昨年の 5 月にウィーン

度か ?

の IIASA（国際応用システム研究所）において実
施されたワークショップでの議論を引き継ぎ、気

Q: 気候リスクを管理する主体は何か、すなわち

候リスク管理の視点としての課題について検討す

ネガティブエミッションによる気候リスク管

ることが目的となった（加藤悦史・山形与志樹

理制度とはどういったものか ?

「Negative Emission 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

特に、今回のワークショップでは、こられの研

ニ ュ ー ス 2013 年 7 月 号、 山 形 与 志 樹・SHARIFI

究発表、論点に関する議論に基づいて、今年か

Ayyoob「GCP つくば国際オフィスの現在と今後の

ら開始される新たな国際研究プログラムである

活動」地球環境研究センターニュース 2014 年 1 月

Future Earth（江守正多・三枝信子「国際研究プロ

号参照）。

グラム Future Earth への日本の対応」地球環境研究

このネガティブエミッションの柱となるのが、

センターニュース 2013 年 10 月号参照）への GCP

バイオマスエネルギー利用と炭素回収貯留を組み

移行に際し、ネガティブエミッションに関する国

合わせた BECCS（Bio-energy with carbon capture and

際共同研究の提案も検討した。今年の 6 月に実施

storage）の技術である。植物が光合成によって生

される GCP の科学運営委員会（SSC）会合での提

産した炭水化物で構成されているバイオマス燃料

案に向けて、MagNET（Managing Negative Emission

のエネルギー利用は、トータルで見ると CO2 は排

Technologies 仮）プロジェクトの案について検討を

出しない（カーボンニュートラル）。さらに、利用

開始した。今回のワークショップにおいて検討さ

時に発生する CO2 を回収 ･ 貯留することで、実質

れたネガティブエミッション技術に関する論点の

的にネガティブエミッションとすることが可能と

一部を以下に挙げる。

な る (Oberstainer ら , 2001)。 こ の BECCS 技 術 は、

* ネガティブエミッション技術の範囲

グローバルなネガティブエミッション実現のため

* 実施計画の多様なスケールでの問題点

の最有力なオプションであるが、社会経済的・技

* ポテンシャル、トレードオフ、陸域システム

術的な不確実性も大きく、特に、大規模に実施し

への影響

た場合の影響を、土地利用・生態系サービスの観

* 制度・ガバナンスの問題（政策決定の要素を

点から評価することが課題となっている。

含む）

前回のワークショップでは、気候学・システム

* 多目的リスク管理、利用可能な各種対策技術、

工学・エネルギー経済学などの研究者が集まり、

不確実性など

特に BECCS の有効性に関する気候科学的な側面
（炭素循環を考慮しても本当にネガティブエミッ

議論を通じて、ネガティブエミッション技術の

ションを実現できるか）についての議論を行った。

定義としては、IPCC で用いられている二酸化炭素

今回は、ICA-RUS プロジェクトとの共催で開催さ

回収（Carbon Dioxide Removal: CDR）の定義に沿っ

れ、1 日目にネガティブエミッションに関わる参加

たもの（植林なども含む）にすることで合意した。

者の研究発表を実施し、2 日目には、下記の論点

大規模なバイオマスの利用に際しては、土地利用

に関連して、今後に取り組むべき課題についての

や生態系に対する重大な影響を与えないように慎

議論を行った。（詳細は、GCP ウェブサイト http://

重に検討する必要がある等、気候変動リスクだけ

www.globalcarbonproject.org/index.htm 参照）

ではなく、多目的なリスク管理を考慮する必要性

Q: 気候リスクとして何を想定するか／できるの

が議論された。また、大気中の CO2 濃度が低炭素
シナリオよりも大幅に高くなってしまう（オーバー

か?
Q: ネガティブエミッションあるいは BECCS を

シュートと呼ばれる）場合にも、ネガティブエミッ

利用して、どのように気候リスクを管理する

ション技術を用いて低炭素シナリオを実現するパ

のか ?

スに戻すことができるかどうかについて、グロー

－6－

地球環境研究センターニュース
バルな炭素循環も考慮した検討が必要である点が

Vol.25

No.1（2014年4月）

向けた今後の研究の課題が浮かび上がってきた。

議論された。われわれの生態系を含めた地球シス

これまで、GCP つくば国際オフィスでは、都市

テム全体の持続可能性に対する理解が現時点では

と地域に関する炭素管理（URCM）イニシアティ

限定的であり、今後のさらなる研究が必要とされ

ブを一つの軸として国際共同研究を推進してきた。

る。さらに、もし CO2 の再排出リスクを考慮して、

今回の一連のワークショップとその後の議論を通

CCS の実施が、陸域にある地層中ではなく、北海

じて検討を進めてきた、ネガティブエミッション

油田のような沖合でのみに制限される場合には、

に関する新たな MagNET 研究イニシアティブが、

現在推定されている CCS のポテンシャル（炭素貯

オフィスが担う新たな Flagship 活動として加わる

蔵能力）は極めて少なくなる可能性が指摘された。

こととなれば、今後はさらに地球環境研究センター
における炭素循環に関する観測やモデリング、気

3. おわりに

候変動リスクに関する評価・管理研究などとも連

最後に、今後のワークショップでさらに議論が

携が期待される。地球環境研究センターを拠点と
しつつも、ネガティブエミッションを軸として、

必要な項目としては下記の点が指摘された。
* 将来気候の管理の制度的側面に関する検討

中長期的な低炭素シナリオの実現に向けた、自然

* 炭素管理とレジリエンス研究の連携に関する

科学、社会科学、工学を統合した融合（超領域）
研究へと、国内外の研究ネットワークを構築しつ

分野横断的アプローチ
* 炭素管理と他の環境問題とのトレードオフ理解

つ発展させることが、Future Earth に向けての GCP

* ネガティブエミッション技術革新の不確実性

つくば国際オフィスの新たなひとつの役割となる
可能性がある。

が大きい中でのリスク管理
* 空間詳細な統合評価モデルの開発による現実

【参考文献】

的なポテンシャル評価
* オーバーシュートリスクの評価

M.,Tavoni, R.,Socolow (2013) Modeling meets science

* 都市化との関連

and technology: an introduction to a special issue on
negative emissions, Climatic Change,Volume 118,

ワークショップを通じて、ネガティブエミッショ
ンの問題に関しては、分野横断的な科学的理解か

Issue 1, pp 1-14,
M. Obersteiner, et. al. (2001) Managing Climate Risk,

らガバナンスの問題の整理までという、幅広いリ
スクの理解を必要とする点、また持続可能性の視

Science 26: 786-787.
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/13/

点を取り入れる必要性があることを参加者で共有
し、政策決定にとって妥当なリスク情報の提供に

－7－
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～ 地球環境豆知識 (27) ～

ネガティブエミッション技術

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

二酸化炭素（CO2）は大気中に安定して存在する主要な温室効果ガスであり、CO2 およびその
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

他の温室効果ガス濃度は、今世紀前半において CO2 換算で 450ppm を超える可能性が高い。この
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

値は産業化以前からの全球平均気温の上昇幅がおよそ 2℃を超える限度と考えられている濃度で
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

ある。積算での
CO2 排出を抑制することは、人為的気候変動の大きさ、および将来の人類および
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

自然への影響の大きさを決める鍵となる。そのため、将来的には大気より
CO2 を取り除くことが
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

必要となることも考えられている。大気中から CO2 を取り除くことによって、過去に排出した大

気に蓄積された CO2 を回収し、場合によってはオーバーシュートを調整することが可能かもし
れない。このような大気からの CO2 削減技術をネガティブエミッション技術（Negative Emissions
Technologies: NET）とよぶ（注 1）。
2013 年に発表された IPCC 第 1 作業部会第 5 次評価報告書で示されたように、今後どの時点で
排出のピークを迎え、どのような比率で削減するかといった排出の経路によらず、過去から積算
した CO2 排出量によって気候変動の大きさがおおよそ決まる。つまり、将来の気候変動によるリ
スクを緩和するための効果的な方策として、積算での CO2 排出量を制限する必要があり、ネガテ
ィブエミッション技術の利用可能性を探ることも重要となってくる。また、排出のピークを迎え
た後に、どうしても排出が避けられないセクターによる排出量とそれによる温暖化についての問
題がある。ネガティブエミッション技術によって、このような、ある限界以上は削減が難しいか
不可能なセクター（農業、航空機など）からの人為排出をオフセットすることができるかもしれな
い。

ネガティブエミッション技術の方法論として以下のように二分することができる。
（1）自然界
～ 地球環境豆知識 (20) ～

の CO2 吸収を増大させる方法。（2）化学工学的技術を使って大気中から CO2 を除去する方法。こ

オークリッジ国立研究所

れらに関し、さまざまな方法が考案されているが、（1）としては「人工樹木」などとして考えら
れている化学物質を用いた大気中 CO2 の直接回収、（2）の例としては、鉄散布による海洋肥沃
化、広域での植林、海洋のアルカリ性化による風化反応の促進、バイオ炭、バイオマス地中埋設、
そしてバイオエネルギー利用における
CO2 回収貯留（Bio-Energy with Carbon Capture and Storage:
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
BECCS）
、などが挙げられる。
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
なお、現時点では、地球環境研究を行っているコミュニティの中でも、ネガティブエミッショ
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
ン技術の実施ポテンシャルに関する評価は、量的、質的にもさまざまである。また、社会的な側
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
面からの倫理的問題、国際枠組みにおけるガバナンスの問題が指摘されている。
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
以下に、これまでの知見・論点のいくつかをまとめ、列挙する。

• さまざまな技術が潜在的に存在する。それらの幾つかは、副次的あるいは主要なものとして CO2
除去以外に他の機能（BECCS におけるエネルギー生成、バイオ炭利用における土壌改良など）
をもつため、近い将来市場での利用が可能かもしれない。
• 一般に CO2 回収は高コストと考えられるが、それでも将来の緩和コストは、予測されている炭
素価格の観点から、潜在的にネガティブエミッション技術が実現可能な域にある。
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• それぞれの技術は開発段階においてさまざまである（たとえば、バイオ炭は昔からある技術であ
るが、大気中 CO2 直接回収はまだ実証段階の初期である）。
• すべての技術に関し、ライフサイクルベースでの大規模ネガティブエミッションのポテンシャル
に関する研究が不十分である。
• BECCS は最も近々での利用ポテンシャルが考えられるが、試験的にさまざまな技術オプション
による実証実験が望まれる。
• 多くの方法では、圧縮と貯留の大きなキャパシティー、つまり CCS インフラの開発に依存して
いる。つまり、いくつかのネガティブエミッション技術が実現可能な技術オプションとなりう
るスケールにまで達するには、CCS が商業的に成功しパイプラインなどが配置されていること
が前提条件となる。
• 大気中の濃度に重大な影響を与えるようなレベルになるまでには、かなりの技術的スケールアッ
プが必要であり、おそらく 20 年以内には非現実的である。それゆえ、気候変動のリスクを小さ
くするためには、緩和努力が依然重要となる。
• これらの技術を広域で利用することによる、予想しえない環境あるいは気候へのリスクを考慮す
る必要がある。

～ 地球環境豆知識 (27) ～

• ガバナンスにおけるモラルハザードの問題。政策決定者が効果的な緩和プログラムや低炭素技術
を開発しない口実を与えることによって、気候変動に対する緩和が進まない可能性がある。
ネガティブエミッション技術

（注 1）二酸化炭素回収（Carbon Dioxide Removal: CDR）や CDR 技術と呼ばれることもある。
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

【参考ウェブサイト】

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

Climate risk management and negative emission workshop, 6-7 December 2013 Tokyo, Japan

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

http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/events/upcomingevents/Global_Carbon_Project_-_Tokyo.en.html

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
（地球環境研究センター 特別研究員
加藤 悦史）
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

～ 地球環境豆知識 (20) ～

オークリッジ国立研究所

＊地球環境豆知識は地球環境研究センターウェブサイト（http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/series/
mame-chishiki.html）にまとめて掲載しています。
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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メタンフラックスを測る

－メタンフラックスと炭素循環に関する講習会・セミナー参加報告－
地球環境研究センター陸域モニタリング推進室

地球環境研究センター

高度技能専門員
副センター長

田中 佐和子

三枝 信子

2014 年 2 月 23 日 か ら 27 日 に か け て AsiaFlux

の紹介－（1）渦相関法」地球環境研究センター

Training & Seminar on Methane Flux and Carbon Cycle

ニュース 2012 年 4 月号を参照）
。二酸化炭素を渦

（メタンフラックスと炭素循環に関する講習会・セ

相関法により測定するために必要な性能を満たす

ミナー）がバングラデシュ農業大学にて開催され

分析計はすでに広く普及しているが、メタンにつ

た。AsiaFlux は、アジア地域における陸域生態系

いては分析計の性能的な制約があり、渦相関法の

と大気の間で交換される物質（二酸化炭素、メタン、

適用は限られた環境でしか行われなかった。しか

生物起源の揮発性有機化合物、水蒸気など）およ

しながら、高性能で取り扱いの容易なオープンパ

び熱エネルギーの観測や評価を行う分野の研究者

ス型のメタンフラックス計が市販化されたため、

を中心とするコミュニティーであり、2011 年から

これを導入する観測サイトが最近アジアでも増加

観測測器の製造会社と連携して若手育成を目的と

してきている。その一方で、観測方法にもデータ

するトレーニングコースを開催している。国立環

処理方法にもまだ技術的問題が多く残されている

境研究所地球環境研究センターは、1999 年の活動

というのが現状である。そこで、今回 AsiaFlux と

開始当初から事務局としての機能を果たしており、

してはメタンフラックスを初めてメインテーマと

研究集会、トレーニングコース、ワークショップ

して取り上げ、観測技術の向上とそのアジアへの

等の開催支援やウェブサイト・データベースの管

普及をはかることにした。一方、チャンバー法（手

理などを行っている。今回実施したのは ʻメタンフ

法、関連測器についての詳細は、寺本宗正「長期

ラックスʼ をメインテーマとして取り上げたトレー

観測を支える主人公－測器と観測法の紹介－（6）

ニングコースとセミナーで、当センターからは三

地球温暖化と土と二酸化炭素—土壌からの CO2 フ

枝・田中が参加し、バングラデシュ側と共同で企画・

ラックス観測を支える箱—」地球環境研究センター

運営を行った。参加者は講師を含め 11 か国から約

ニュース 2013 年 7 月号を参照）を利用してのメタ

40 名であった。

ンフラックスの観測は 1980 年代から進められてい

メタンは温室効果ガスのひとつであり、大気中
濃度は二酸化炭素に比べると少ないものの、地球

るので、セミナーでは観測手法の違うグループか
らの発表と議論が行われた。

温暖化係数（GWP）は二酸化炭素の 20 倍以上あ
り、地球温暖化に対する寄与率は二酸化炭素の約 6

1. トレーニングコース

割に次いでメタンは約 2 割を占めているため、温

最初の 3 日間は米国の観測測器の製造会社であ

暖化に対して無視できない影響があるとされてい

る Li-Cor によるトレーニングコースが実施された。

る。陸域生態系と大気の間で交換される気体の量

渦相関法の理論に始まり、フラックス観測の始め

を測る方法として、乱流渦による空気の動きと気

方（場所の選び方、測器を設置する方法、良質なデー

体の濃度変動から物質の鉛直方向の輸送量（フラッ

タを収集するための装置の維持管理など）、最後に

クス）を高感度、高速測定で観測する渦相関法が

はデータ処理についての講義と実践が行われた。

ある（渦相関法や関連測器についての詳細は、高

参加者が、教室の中で測器を実際に設置し、測器

橋善幸「長期観測を支える主人公－測器と観測法

から得られるデータを処理するソフトを実際に動

－ 10 －
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かすといった、現場でもすぐに使える実践的なト

今回のトレーニングコースが行われているバング

レーニングであった。

ラデシュ農業大学の水田におけるメタンフラック
スの観測結果が紹介された。バングラデシュでは、

2. セミナー

他の観測地の平均結果よりも高い値が検出された

セミナーでは、トレーニングコースの参加者が

こと、バングラデシュの水田でも、フィリピンと

自分達の観測サイトで実際にメタンフラックスを

同様に、田植え時期にメタン放出量はピークを迎

測定した結果や考察が発表され、それに基づく議

えその後徐々に減ること、その原因として、気温

論が展開された。開催地がバングラデシュという

変化が大きく影響しているであろうという結果が

こともあり、東南・南アジアにおける観測結果の

発表された。また、同じバングラデシュの水田サ

発表が多くを占めた。

イトでの二酸化炭素フラックス、土壌からの二酸

まず、主催者である Md. A. Baten 氏（バングラ
デシュ農業大学）から、バングラデシュで唯一の

化炭素とメタンフラックスの観測結果がバングラ
デシュ農業大学の方から紹介された。

観測地点でトレーニングセミナーが開催されたこ

水田以外では、Suraj Rodda Reddy 氏（インド宇

とを喜び、この機会が有意義な時間になることを

宙研究機関）がマングローブ林での初期の観測結

願う開会の挨拶があった。引き続き、Prabir Patra

果を紹介した。マングローブの植生は常緑である

氏（海洋研究開発機構）から、基調講演として現

がメタンフラックスは季節変化が観測されている

在行われている陸域生態系と大気の物質交換を地

ことが報告された。しかしその理由はもう少し長

上側と大気側の両方からアプローチして分析を進

期にわたり観測してみないと特定できないという

めている研究の紹介があった。現状では、南アジ

ことだった。アジアの重要な自然生態系の一つで

ア地方でのモデルによるメタンフラックスの推定

あるマングローブ林の物質循環については未知の

結果に大きなずれがあることから、南アジアの農

ことが多く、議論が盛り上がった。また、Chandra

業を主体とする地域の地上データ取得の重要性が

Shekhar Deshmukh 氏（ラオスナムトゥン 2 電力会社）

強調された。

から、ラオスの水力発電用の溜池におけるメタン、

次に、参加者一人ひとりから実際の観測結果が

二酸化炭素、亜酸化窒素の総合的な観測結果が紹

紹介された。水田の観測結果では、Ma. Carmelita

介された。水中の泡に含まれるメタンの濃度に基

Alberto 氏（国際稲研究所）が、フィリピンの水田

づき水面から大気に放出されるメタンの量を測定

でのメタンフラックスの発生について、田植え時

したところ、１年のうち、主に温暖な乾季に 70 ～

期にピークを迎えることや、灌漑と稲の成長がメ

80% が泡として大気に放出されるプロセスから発

タンフラックスの季節変化に影響を与えているこ

生していると報告があった。
観測手法に関するものでは、南川和則氏（農業

とを発表した。続いて、間野正美氏（千葉大学）から、

環境技術研究所）から、以前から観測が実施され

写真 1 トレーニングコースの様子
フラックス観測測器を設置した。

参加者が全員で
写真 2

－ 11 －
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ているチャンバー法の標準化の動きに
ついて、特に、水田における国際的な
取り組みが紹介された。小野圭介氏（農
業環境技術研究所）からは、これから
渦相関法でメタンフラックスを観測し
ようとする人に対し、観測サイトの条
件（電源の有無、メンテナンスの頻度
など）に応じたオープンパス、クロー
ズドパスの選択について、有益な情報

写真 3

全体写真

が提供された。Wonsik Kim 氏（農業環境技術研究

コースやセミナーであったが、活発に質問・意見

所）からは、遠隔地の観測サイトでもインターネッ

交換が続いたことが良かった。最近 AsiaFlux に登

トを介してリアルタイムで観測データの状況を把

録されるサイトも東南・南アジアが中心であるが、

握できる解析プログラム FluxPro の紹介があった。

この地域の人々が関心をもち、彼らの手により観
測が少しずつ着実に進められてきていることが実
感できる 1 週間だった。

3. 最後に
バングラデシュで初めて行われたトレーニング

バングラデシュ農業大学内フラックス観測サイト
バングラデシュで唯一の AsiaFlux 登録サイトであるバングラデシュ農業大学内の水田サイトで、トレーニン
グコースの現地実習が行われた。この水田サイトでは 2006 年から継続して気象とフラックス観測が行われてい
る。バングラデシュ農業大学は、当国随一の農業大学で、水田のほか、植物園、厩舎、魚の養殖池などの豊富な
施設を用いた研究教育が行われていた。バン
グラデシュは都市国家を除くと世界で最も人
口密度の高い国とも言われ、人とリキシャ（バ
イクや自転車の後ろに人が乗ることのできる
乗り物）、車であふれかえっているが、大学
内はのどかで農村にいるような雰囲気を感じ
ることができた。
バングラデシュ農業大学内水田 農業大学のある町、マイメイシ
フラックスサイト現地実習の様子 ンの様子 中央がリキシャ

－ 12 －
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観測現場発季節のたより（3）

地球環境研究センターグリーンカーテンから生まれた
パッションフルーツが迎えた春
地球環境研究センター

主幹

広兼 克憲

今回はつくばの研究所本構からのたよりです。

る頃から成長し始め、今では見違えるほど大きく

昨年の夏、地球温暖化研究棟南面でグリーンカー

成長しました（表紙写真）。苗たちは、4 月 19 日の

テンとしてゴーヤとともに育てられたパッション

春の一般公開で来場者の皆様にお配りし、それぞ

フルーツは、その後、つくばの寒さに耐えきれず、

れの環境で育てていただく予定です。
苗たちは研究所周辺で大きく成長し、この夏、

残念ながら枯れてしまいました。しかし、夏から
秋にかけて行った挿し木によって、100 を超える小

グリーンカーテンとして涼をもたらし、秋には赤い

さな苗となり、研究所内の温室で厳しい冬を越し

実が収穫されることでしょう（育て方は、地球環

ました。

境研究センターウェブサイト［http://www.cger.nies.

温室のパッションフルーツの苗たちは、2 月に入

写真 1 2013 年 7 月 夏の大公開時のグリーンカーテン

写真 3

2013 年 9 月

go.jp/ja/greencurtain/］に詳細に掲載されています）
。

写真 2

2013 年 8 月～ 10 月

収穫（左写真下がパッションフルーツ )
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最近の研究成果

気候変化による灌漑水源とその水量への影響
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

灌漑は、乾燥地や乾季での作物栽培や多毛作化
を可能にした。温暖化により農地からの蒸発散量が

眞崎 良光

著者：眞崎良光 , 花崎直太 , 高橋潔 , 肱岡靖明
掲載誌：土木学会論文集 B1( 水工学 ) 70(4),「水工

増えると、農地の土壌水分を保つためには現在よ

学論文集 58」, I_289-I_294, 2014.

りも多くの灌漑水量が必要となる。しかし、多毛作
栽培や灌漑栽培が水資源をどの程度圧迫している
かを検討するための情報が不足している。そこで、
現存の多毛作栽培や灌漑農地を将来にわたって維
持する場合、作物生育に必要な水量を、生育期間
中の蒸発散量に着目して水源（降水・河川から取
水する灌漑水・河川以外から取水する灌漑水［注 1］
）
別・農地利用（二毛作灌漑地・一毛作灌漑地・天
水農地）別に評価し、
それぞれの将来変化を調べた。
結果として、地球全体でみると、将来、農地か
らの蒸発散量の増加が予測されるが、この蒸発散
量のうち、降水や河川から取水した灌漑水を起源
とする量は、現在と大きく変わらない。これは、
地域による違いはあるものの、農地利用ごとに地
球全体で平均した降水量や河川流量が、現在と大
きく変わらないためである。将来の蒸発散量の増
加に応じて、河川以外から取水する灌漑水量を増
やさなければならない。特に、灌漑により乾燥地
や乾季での作物栽培が可能になった地域（インド
など）では、この傾向が顕著である。
（注 1）本研究の「河川以外」の水源には、
貯水池や地下水、
ダム操作により人為的に割増された河川流量などを含む。

【本研究の論文情報】
タイトル：地球規模の灌漑用水要求量とその水源
に対する気候変化の影響

図 1 (a) インド南部と (b) ヨーロッパ中部～地中海沿岸
の二つの地域（黒く塗った地域）において水源別・農地
利用別に評価した作物栽培期間中の蒸発散量。棒グラフ
は、 過去（左側、1971 ～ 2000 年）と将来（右側、 2070
～ 2099 年、 温暖化が最も進行する RCP8.5 高位参照シナ
リオに基づく予測）を表し、 水源別に色分けした。イン
ド南部の二毛作灌漑地では、乾季を中心とする副作物の
栽培期間中、河川以外から取水する灌漑水に依存してい
るが、 将来気候下では、 さらにその依存度が上がると
見込まれる。ヨーロッパ中部～地中海沿岸の灌漑農地で
は、 将来、 降水量が減少すると予想され、 河川以外か
ら取水する灌漑水への依存度が上がると見込まれる。
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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。

Proceedings of the 11th Workshop on Greenhouse Gas Inventories in Asia (WGIA11)
－ Capacity building for measurability, reportability and verifiability －
5-7 July 2013, Tsukuba, Ibaraki, Japan

(CGER-I115-2014)

温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）は、2003 年度より毎年、ア
ジア各国の温室効果ガスインベントリの作成に携わる研究者および政府関
係者を対象に、「アジア地域の温室効果ガスインベントリに関するワーク
ショップ（WGIA）」を開催しています。WGIA は、アジア諸国間のインベ
ントリ作成における経験や情報の共有を促進することにより、地域の温室
効果ガスインベントリ作成の支援及びインベントリの精度向上を図ること
を目指しています。本刊行物は、2013 年 7 月 5 ～ 7 日、茨城県つくば市に
て開催された第 11 回 WGIA の報告書です。
【送付方法】
1. 前払い（切手を先にお送り下さい）
○ I115 出版物 1 冊：300 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 21 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
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新刊図書・雑誌

地球環境研究センター編著によるコンパクトで

けでなく、初学者の

通読も可能な「地球温暖化の事典」が丸善出版よ

通読書としても十分

り刊行されました。

な情報量をもってい

本書は、地球温暖化に関する基本的かつ重要な

ます。

キーワードについて、最新の研究成果や信頼でき

是非、書店でお手

る情報をもとにわかりやすくまとめて説明してい

に取り、内容をご確認

ます。著者・査読者は国立環境研究所の研究者、

の上、ご活用下さい。

大学・研究機関の研究者・専門家等 69 名で、9 章
丸善出版

86 節の項目を解説・紹介しています。
地球温暖化に関する用語の意味や、日本や世界

ISBN 978-4-621-08660-5

の状況、将来の影響などについて知りたいとき、

本体 4,800 円 + 税

いつでもひも解いて理解を深めることができるだ

A5 判／ 452 ページ
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アクセスランキング
2013 年 10 月～ 2014 年 3 月累計

順位

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

１
岡山大学大学院自然科学研究
「地球温暖化は進行しているのか？」研究者とメディア 科 教授 野沢徹・地球環境研
2013 年 4 月号
関係者の対話
究センター 気候変動リスク
評価研究室 研究員 横畠徳太
２ 長期観測を支える主人公―測器と観測法の紹介―（2）： 地球環境研究センター
透明人間！であるガスを測定する方法―NDIR：二酸化 副センター長 向井人史
炭素の場合― その 1

2012 年 7 月号

３ 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 文責：編集局
い「怖い」か？（講師：江守正多）

2012 年 9 月号

４「400ppm」の報道で考える
二酸化炭素の濃度の限界はいくらなのか？
５

地球環境研究センター長 向
2013 年 8 月号
井人史

地球環境研究センター 交流
どーなってるの地球温暖化！ ココが知りたい生パネル
2013 年 9 月号
推進係 高度技能専門員 今井
—人類は地球温暖化を止めることができるのか—
敦子

６ 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
2013 年 2 月号
ス 高度技能専門員 畠中エル
ザ・ホワイト雅子

７

21 世紀末の日本の気候予測

気象庁地球環境・海洋部 調
2013 年 10 月号
査官 及川義教

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 2012 年 4 月号
員 横畠徳太

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 気候
変動リスク評価研究室長 江
2013 年 10 月号
守正多・地球環境研究セン
ター 副センター長 三枝信子

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
2012 年 6 月号
域大気汚染調査研究部会委
員）野口泉

８

９
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