
【将来の「低炭素社会」像は、子どもたちにとって重要です。（「夏の大公開」会場にて　14ページ参照）】

● IPCC 第 5 次評価報告書スコーピング会合報告
　○第 2 作業部会（WG2）報告                                                                                                                                                2
　○第 3 作業部会（WG3）報告                                                                                                                                                5

● 「第 7 回アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ」 の開催報告                                 6

●異分野インタビュー 「温暖化研究のフロントライン」 No.3
　○研究と世界への興味が新たな展開に                                                                                                                           10

●国立環境研究所「夏の大公開」開催報告                                                                                                              14

●パンフレットの紹介
　○温室効果ガス観測技術衛星 （GOSAT） プロジェクト ［第 4 版］                                                                                   15

●国立環境研究所夏の大公開 「ココが知りたい温暖化」 講演会報告
　○2020年の温室効果ガス排出量をどうする？                                                                                                                      16
　○2050年の低炭素社会をどうデザインする？                                                                                                                    18

●お知らせ
　○ブループラネット賞受賞者による記念講演会                                                                                                                       20
　○平成21年度スーパーコンピュータ利用研究報告会                                                                                                         20

●オフィス活動紹介－グローバル ・ カーボン ・ プロジェクト （GCP） つくば国際オフィス－
　○GCPつくば国際オフィス2009年度の活動                                                                                                                           21

●地球環境研究センター出版物等の紹介                                                                                     　                                 22

●最近の発表論文から                                                                                                                                                         23

●観測現場から－波照間－　                                                                                                                                         23

●地球環境研究センター活動報告（8月）　                                                                                                                         24

V o l .  20　 N o .  6
2009年（平成21年）  9月号（通巻第226号）

http://www-cger.nies.go.jp


－ 2 －

地球環境研究センターニュース　Vol.20　No.6（2009年9月）

－ 3 －

1. はじめに
　国際社会が気候変動への緩和策、適応策を軸と

して動くようになり、第 4次評価報告書（AR4）
を公表した 2007年にはノーベル平和賞を受賞して
存在感を増している IPCCの次の報告書（AR5）へ
向けた会合とあり、参加者にはフレッシュなやる

気が満ちているか、と思ったら、印象としてはそ

うでもなかった。大きな理由は、過去 4回の報告
書などに主体的に関わってきた古参の参加者が大

半を占めていたこと、また、 IPCCの活動に加わる
ことが名誉だとしても、そのために費やさねばな

らない労力が大変そうだ、ということもまた認識

されているからだろう。そういう意味では、AR5
スコーピング会合の前の週のラクイラでのサミッ

トでイタリア政府関係者も手一杯であったのか、

初日午前中のセレモニーも特に盛り上がるわけで

はなく、環境土地海洋省の大臣も遅刻して少し話

して終わり、という感じであった。

　IPCCへの参画が初めてではない参加者が多い
とはいえ、初日の大半は、情報共有にあてられ、

IPCCをめぐる状況や AR5へ向けた手順や手続き、
目標や、現在進行中の特別報告書などに関する紹

介があった。policy relevant but not policy prescriptive
（政策意思決定にとって重要であるが、特定の政策

の有効性を示唆するわけではない）という基本姿

勢に関しては質疑の中で確認されていた。

　レポートの公開順序をWG1→WG3→WG2と
しよう、という提案については、特に大きな議

論はなかった。将来シナリオについて、IPCCは
代表的濃度シナリオ（Representative Concentration 
Pathways: RCP）（注 1）など特定のシナリオを支持
するわけではなく、シナリオ作成者とそれを利用

するモデラーが情報交換する場を提供する、いわ

ば触媒（catalyst）の役目をするのだ、という確認
もなされた。この辺りの議論について日本で事前

に聞いていなかったら、内容やその重要性は十分

　2009年 7月 13日より 17日まで IPCC第 5次評価報告書（AR5）スコーピング会合がイタリア・ベニス
で開催された。日本からは IPCCのビューローメンバー（インベントリータスクフォース共同議長）とし
て平石尹彦（IGES）、第 1作業部会（WG１）に中島映至、阿部彩子（東京大学）、第 2作業部会（WG2）
に沖大幹（東京大学）、第 3作業部会（WG3）に杉山大志（電力中央研究所）、山口光恒（東京大学）、甲
斐沼美紀子（国立環境研究所）、が参加した。会合参加者は事務局を含め約 200名。（ IPCC報告書作成過
程でのスコーピング会合の位置づけについては、地球環境研究センターニュース 2007年 12月号　ココが
知りたい温暖化（14-2）を参照してください。）
　本会合の目的は、IPCC第 5次評価報告書の章立てと、各章で評価すべき項目についてまとめることで
ある。本会合の結果は、10月にインドネシアのバリで開催される第 31回の IPCC総会に提出され、承認
されれば、2013年（WG1）、2014年（WG2、WG3）に出版が予定されている、第 5次評価報告書の実作
業が開始される。
　以下は、WG2およびWG3の参加報告である。

IPCC 第 5 次評価報告書スコーピング会合報告

第 2作業部会（WG2）報告

東京大学生産技術研究所　教授（国立環境研究所 客員研究員）　　沖 大幹
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に認識できなかったかもしれない。

2. 第 2作業部会報告書目次案について
　今回のスコーピング会合の主要な目的は、 10
月にインドネシアのバリで開催される第 31回の
IPCC全体会合で認めてもらえる各WGの章立てを
作成することである。章立てが承認されれば、そ

の各章に統括執筆責任者（CLA）や代表執筆者（LA）
を割り当てていくことになる。筆者が参加した

WG2では、共同議長等が準備した目次案が示され、
初日の夕方から 2日目の午前中まで、延々とそれ
に対する意見が出された。100人近くで議論するの
は非常に時間の無駄であり、時間の有効な使い方

とはいえない気がして、1日目のセッション後、共
同議長の Chris Fieldにもかけあったのだが、最初
は全員で章立ての全体について議論してコミット

してもらうのが大事なのではないかと思う、とい

うことであった。確かに、最終的には共同議長と

事務局で最終案を出せばそれなりにまとまるもの

なので、有意義な議論を効率よくすることよりも、

専門家全体で議論した、といういわばアリバイ作

りと、各国専門家に AR5への関与を促すことが大
事なのだろう。

　そういう意味では、IPCC会合は科学的ではある
が外交の場であり、また、こういう会議の運営の

仕方について学ぶところが多い。 3月にオスロで
開催されたManaging the risks of extreme events and 
disasters to advance climate change adaptation（気候変
動への適応策推進のための極端現象と災害のリス

クマネージメント） に関する特別報告書のスコーピ
ング会合に比べると、やはり会議の進行はスムー

ズであり、情報の共有などに関しても的確に資料

が配布されていた。ただし、初日の紹介はあまり

に説明が早く、メモリースティックで配布される

予定であった文書が結局 2日目の昼になって配布
されたため、今回初めて参加、という専門家には

きつかったかもしれない。会場には PCの電源をと
るための電源タップが配置され、ワイヤレス LAN
も完備していて、退屈な議論の最中、内職に励む

体制が整えられていた。そうした体制は、 Web上に
ある情報に瞬時にアクセスできるというだけでは

なく、忙しい専門家にも参加してもらえるという

メリットもあるのでは、と思われた。メールのや

りとりがスムーズであることは、後半、各章ごと

に章立てを練り直したものを事務局に提出したり、

参加者間で文言修正をするのに非常に役立った。

　WGに分かれた会合では、WG1が 40人、WG3
が 50人に対して、 WG2は 100人。WG2の中で日
本からは筆者 1名とややさびしかったが、事務局
の平石さんがほぼずっとWG2の会場にいたので、
責任感は緩和された。日本からの参加者がもう少

しあるといい気もするが、温暖化の社会影響評価

を研究して英語で論文を書いているような研究者、

できれば、女性は、日本にはなかなか少ないのかも

知れない。WG1では、陸面水循環関係の研究者が
いなくて、その観測やモデルの記述を最初は雪氷

圏（cryoshpere）に入れようか、という話もあった
そうだが、結局大気に含めることになった。GCM
の大気海洋結合モデル、といった場合、大気に陸

面が含まれるのと同じ構造である。AR4のように
水循環に関する観測変化、原因特定（attribution）、
将来予測が体系だって述べられず、埋もれてしまっ

たりすることのないように、平均的な蒸発散や流

出が温暖化に伴ってどう変化するのか、また、観

測されている変化と温暖化影響の評価、今後の変

化について、変動や極端現象、土壌水分や水面面積、

地下水などに関して、土地利用・植生分布、人間

活動などとも絡めつつきちんと全体像を作り、 WG
に振り分ける必要があると考えた。

　こうした意図も含め、3日目に終日開催された
水循環（Hydrological Cycle）の分科会で、 WG1の
Kevin TrenberthとWG2の Lucka Kajfez Bogataj、さ
らに Zbyszek Kundewicz等も参加して包括的にキー
ワードをあげ、構成を組んだ。さらに、4日目の
WG2ではそのまとめを章立てに組み込むべく構
成を構築しなおして提案した。短いヘッドライン

だけのもので全体会合では採択してもらい、 分科
会の議論を反映した長い章立て案は、執筆者への

ガイダンスとして役立ててもらう、ということで 
WG2事務局と調整した。ほとんどの内容は「水と
地球システム：その変化、影響と応答」（Water and 
the Earth system: changes, impacts and responses） の
報告としてスコーピング会合報告に含まれるので、

実質的にはバリの IPCC全体会合に提出されるよう
なものである。WG2内の章立てとしても、イント
ロ、共通部分に続いて第 3章に Freshwater resources 
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and their managementとして仮置きされた。 3日目、
水関係者がいない間に、ecosystem系が、terrestrial, 
coastal, oceanと 3つ並んで先に陣取る形になって
いたが、われわれがでしゃばるまでもなく、フロ

アから水がやはり先ではないか、という意見が出

て AR4と同じく第 3章に落ち着いた。
　第 3章淡水資源とそのマネジメントの章立ては、
AR4からさらに充実した構成となった。水に限ら
ず、特別報告書（Special Report: SR）のおかげもあ
り極端現象が前面に出て、渇水のみならず洪水や

土砂崩れまでも取り上げられている。水量のみな

らず水質も的確に扱われ、水文循環の各コンポー

ネントも一つひとつきちんとリストアップされて

いる。バイオエネルギーの普及や今回の会議で話

題となっているジオエンジニアリング（硫酸エア

ロゾルを成層圏に散布して太陽光の反射を高めて

地球温暖化を緩和するといった地球物理学的理論

に立脚した工学的な緩和策）といった緩和策が水

分野に及ぼす影響、また、海水淡水化や貯水池建

設といった水分野の適応策が及ぼす負の影響にも

言及されている点は新しく、今後レビューに値す

る文献が蓄積されることが期待される。ヴァーチャ

ルウォーター（注 2）が適応策のコンテクストでわ
ざわざ取り上げられているのは僕が提案したから

ではなく、共同議長の一人の LuckaKajfez Bogataj
が「（ヨーロッパでは）今 hotで大事な issueだか
ら」と主張したからである。びっくりしたのは、

もう一人の共同議長、 Kevin Trenberthがわれわれの
ヴァーチャルウォーターに関する成果を知ってい

たことである。

　WG1において水文分野は「第 2章 大気および表
面」の中に「水文学、流出量、降水量と干ばつの

変化」（Changes in hydrology, runoff, precipitation and 
drought）という形で入る章立てとなった。植生
変化は第 6章の炭素循環に含まれるということで
あったが、植生（vegetation）という言葉は出てこ
ず、森林伐採（deforestation）など、政策決定者が
興味があるであろうキーワードは含まれていた方

が良いように思った。これは最終日午後の全体会

合でコメントしたが聞き流された。もう一点、干

ばつ（drought）は物理現象ではないので、流出や
降水量と並べるのは変だ、というコメントもした

が、それについてはWGで話し合ったが土壌水分
だとか蒸発散だとかいう単語よりも干ばつの方が

馴染みやすいだろうということでこうした、と切

り返された。それなら降水量よりも雨と雪、にし

たらどうだ、という嫌味も言いたくなったが、まあ、

WG1のことだし、時間も限られているので深追い
はしなかった。ただ、これらの僕のコメントの後に、

Kevin Trenberthが、陸水貯留量については海面水
位変動との関係もあるので含めるべきだ、と、多

少フォローアップのコメントをしてくれた。

3. 今後について
　こういう会議に出席すると、どういう研究成果

が求められているかを考える機会になるのはプラ

スである。たとえば、温暖化進行速度に対応した

適応策の実現可能性、適応策や緩和策の環境影響

評価、適応策の費用便益分析などの研究がまだま

だ十分ではないと考えられるし、説得力という意

味では、気候システムの変化の観測だけではなく、

それに伴う影響に関する観測事実、さらにはその

うちどの程度が人為起源の気候変動の影響なのか

まで明らかにすることが求められている。もちろ

　会場となったベニスは島内は車が通れず、公共交通機関もなく、公共交通

はボートであり、観光シーズンということもあって非常に混んでいて不便で

あった。会議づけであったため、海面水位上昇による影響が出た地域を見学

に行く、といったこともなく、物価が高くておいしいものも食べられなかっ

たのは残念であった。最終日の夕刻、寒冷前線の通過に伴って驟
しゅう

雨があり、

雷が鳴って 1cm程度の雹が目の前に降るのをみたのは良い経験であった。地

中海性気候の夏だからといって雨具が不要というわけでもないようである。

水の都に来たけれど…
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1. 会議概要
　スコーピング会合に先立って、パチャウリ IPCC
議長からビジョンペーパーが提示された。本ビジョ

ンに従って、WG1、WG2、WG3および統合評価報
告（Synthesis Report）のグループに分かれて議論
された。また、グループ間の共通の議題について、

「コスティングと経済評価」「リスクと不確実性」「緩

和・適応・持続的発展」などの 7つの課題につい
て特別タスクグループが設置され、ブレークアウ

トグループと並行して会合が持たれた。このため、

共通の議題をWGの章立てにどのように反映する
かが重要ではあるが、特別タスクグループに参加

しているとWGの議論に参加できないという問題
点があった。筆者はWG3と特別タスクグループの
「コスティングと経済評価」の議論に参加した。

　今回の特徴の一つは、統合評価報告書をWGの
評価作業と並行して行うようになったことである。

第 3次評価報告書では、WG1, 2, 3を主要な質問を
ベースに独自の切り口から取りまとめていたが、第

4次評価報告書（AR4）では、各WGの評価報告書
の記述を尊重しながら作成されたため、特徴が出

しにくかった。第 5次評価報告書（AR5）では、ス
コーピング会合からまとめ方について議論された。

2. 第 3作業部会報告書目次案について
　ビジョンペーパーでは、第 I部：安定化目標と
コスト、第 II部：部門とインフラストラクチャ、
第 III部：衡平性、公平性、と地域の持続可能な開
発、第 IV部：国際的協調と世界的資金 の 4つの
主要な項目が挙げられていたが、ブレークアウト

グループでは、毎回参加者から修正案が出され、

Ottmar Edenhofer共同議長が新しい章だてを提示し
ながら、議論が進んだ。最終的に第 I部：イントロ、
第 II部：フレーミング、第 III部：排出量削減のた
めの道筋、第 IV部：政策と制度、第 V部：投資転
換の 5つのパートのもとで 16の章がまとめられた。
　AR4では、全体 13章のうち、第 4章から第 10
章がエネルギー転換部門、産業部門、交通部門な

どの個別の部門での対策および削減ポテンシャル、

第 11章が部門間で共通する対策を詳細に扱った。
部門別技術は重要ではあるが、今回は、それらを

どう組み合わせて、温室効果ガス削減対策を進め

ることができるかについても焦点をあてて検討す

ることとなった。このため、章立てとしては、エ

ネルギーシステム、人間居住－交通と建物、産業

と廃棄物、農業・森林・その他の土地利用の 4つ
の章で部門別の技術を扱うこととなった。また、

統合的な方策を第 6章緩和オプションと経路、第
11章変換経路で扱うこととなった。第 6章と第 11
章は、途中の段階では、経路という共通の言葉が

入っていたので、一緒にしてはという意見があり、

一時、一つの章となった。しかし、経路を検討す

るうえで、消費のパターン、インフラストラクチャ、

食料システムなどの観点から評価する章と、安定

化レベル、目標を達成するための技術の組合せを

評価する章を分けた方がよいことになった。

　AR4では、削減シナリオについては、実現可能
なパスについてのレビューと評価が行われた。温

暖化対策実現のためには、多くの障壁があるため、

必ずしも最良のパスが実現するとは限らない。ビ

第 3作業部会（WG3）報告

国立環境研究所 地球環境研究センター　温暖化対策評価研究室長　　甲斐沼 美紀子

ん、極端現象の影響評価も極めて重要であり、前

述の特別報告書に間に合わなかった成果は AR5で
拾われることになる。

--------------------------------------------------------------------
（ 注 1） 代 表 的 濃 度 シ ナ リ オ（Representative 

Concentration Pathways: RCP）: 従来の作業手順を変

更し、最初に放射強制力シナリオを設定して気候モ

デルにインプットする。（編集局）

（注 2）ヴァーチャルウォーター：食料を輸入してい

る国（消費国）が、その輸入食料を生産するとした

ら、どの程度の水が必要かを推定したもの。（編集局）
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ジョンペーパーでは、障壁を考慮したシナリオと

して、次善シナリオ（second-best scenarios）が小項
目としてあがっていたが、次善という表現は範囲

が狭いということで、統合的な対策の検討の章で

扱うものの、次善という表現は目次案からはなく

なった。

　その他の主要な議論は以下のようである。

・当初の目次案では、緩和のための具体的な技術や

対策を扱うパートが、「解空間の探索（exploring 
solution space）」と、総合的な解決策を見つける
パートとして位置付けられていたが、「solution 
space」という概念がわかりにくいということ、
また、経路という言葉がいくつかの小項目で使

われていたので、パートのタイトルは「気候変

動を緩和する経路（pathways for mitigating climate 
change）」となった。

・第 5部の投資転換（15章と 16章）は途上国の意
見が反映されて、パートとして独立することと

なった。

・政策に関連した内容とするために意思決定者が何

を知りたがっているかをまず想定し、それに応

えていくためには、どのような評価項目が適切

かについての意見を集約しながら進行した。

・「コスティングと経済評価」の分科会でも、どん

な問いがありうるかから議論がスタートした。

コストについては、緩和と適応両方で議論する

ことが必要であるということで、経済評価手法

も含めて、専門家会合を開くことが提案された。

・ジオエンジニアリングについて、具体的な対策と

しての可能性を検討することとなった。

3. 今後について
　IPCCの総会で全体の構成が認められると、執筆
者会合でさらに内容が吟味されることになる。

　AR5は大学の教科書を作るのではなく、AR4か
ら、新たにわかった科学的知識をレビューし、評

価するのが目的ではあるというものの、目次を見

る限り、気候変動の科学に関する教科書的な報告

書が出来上がる可能性が高い。

「第 7回アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関する

ワークショップ」の開催報告

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　NIES ポスドクフェロー　　赤木 純子

1. はじめに
　アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に

関するワークショップ（WGIA）は、日本の発展途
上国支援活動の一つとして、環境省と国立環境研究

所により 2003年から毎年度開催されている（注 1）。
その目的は、WGIA参加国（注 2）の温室効果ガス
インベントリ（以下、インベントリ）作成に携わる

政策決定者と研究者が一堂に会し、各国のインベン

トリ作成を通じて得られた経験および情報を共有す

ることにより、アジア諸国のインベントリ精度の向

上を図ることにある。WGIAは、2008年 5月 24日
～ 26日に神戸市で開催されたG8環境大臣会合の結
果、同会合をフォローアップする一連の議論の場で

ある神戸イニシアティブの一環と位置づけられた。

昨年 7月には、この位置づけとなって初めての会合
（WGIA6）がつくば市で開催された。日本国温室効
果ガスインベントリを作成している地球環境研究セ

ンター温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）は、
2003年の初回会合から、WGIAの事務局としてワー
クショップの企画および運営にあたっている。

　現在、参加各国が国連気候変動枠組条約

（UNFCCC）の下で作成を進めている国別報告書
（NC）は完成間近となっており、その中で進めて
きたインベントリ作成の取り組みも多くの国で大

きく進展している（注 3）。インベントリが「測定・
報告・検証可能な温室効果ガス排出削減活動」を

推し進めるためにも重要な役割を果たすことから、

参加各国が現在取り組んでいる NCが完了し、次
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の NCに取り掛かる間にも、その品質および作成
体制の改善を不断かつ効率的に行う必要がある。

　このことを踏まえて、「第 7回アジアにおける
温室効果ガスインベントリ整備に関するワーク

ショップ（WGIA7）－神戸イニシアティブに基づ
いた測定・報告・検証可能性のための能力向上支援」

は、日本国環境省、大韓民国環境省、国立環境研

究所、韓国環境管理公社の共催の下、2009年 7月
7日（火）から 10日（金）にかけてMayfield Hotel
（韓国ソウル）において開催された。

　WGIA7には、WGIA参加国のうち 11カ国（カ
ンボジア、インドネシア、日本、韓国、ラオス、

マレーシア、モンゴル、

ミャンマー、フィリピン、

タイ、ベトナム）の政府

関係者および研究者のほ

か、UNFCCC事務局、気
候変動に関する政府間パ

ネル（IPCC）など国際機
関からの参加者も含め、

総計約 100名が出席した。
なお、ワークショップの

全体議長は、IPCC温室効
果ガスインベントリタス

クフォース共同議長の平石尹彦（財）地球環境戦

略研究機関（IGES）理事・上級コンサルタントが
務めた。

2. WGIA7 の概要
　WGIA7は、Joon-Seok Hong韓国環境部審議官、
河村玲央環境省地球環境局市場メカニズム室室長

補佐、Ki-Jong Woo大統領直轄緑色成長委員会企画
団長の挨拶により開幕した。まず UNFCCC事務局
から、今年 6月に行われた気候変動枠組条約の実
施に関する補助機関第 30回会合（SBI30）の決定
事項の中から参加国にとって有益な情報が共有さ

れた後、ワークショップの主催国である日本およ

び韓国から、各国の温暖化に対する政策が紹介さ

れた。その後、以下に挙げる議題ごとに情報・意

見交換が行われた。

(1)WGIA6のフォローアップ
　ワークショップ 1日目から 2日目午前中にかけ

て、WGIA6のフォローアップが行われた。WGIA6
では、インベントリの不確実性評価、時系列デー

タの整備、将来予測および温室効果ガス排出量デー

タ整備や緩和策への意識向上が主要な議題であっ

た。そのいずれについても自主的に取り組むこと

が推奨され、WGIA7において成果および直面した
問題点について情報共有することとなっていた。

　自主的な試行が推奨されていた不確実性評価は、

いくつかの国において実際に 2006年 IPCCガイド
ラインに従って実施されており、時系列データ整

備についても、多くの国で進められていることが

確認された。また、WGIA7では、時系列データ整
備の支援の一環として、

欠損データの補充のため

の各種テクニックに関す

る講義・実習（Hands-on 
training）が行われた。将
来予測については、国立

環境研究所の AIMモデ
ルによる将来予測につい

て解説がなされ、同モデ

ルが参加各国の強い関心

を集めた。温室効果ガ

ス排出量データ整備や緩

和策への意識向上については、WGIAと協力関係
にある東南アジア地域プロジェクトが作成を進め

てきた「インベントリの重要性についての政策決

定者向けの要約（SPM）」の構成案が紹介された。
参加各国は、同構成案について改善提案を行うと

ともに、今後実際にそれを活用して、各国独自の

政策決定者向け広報資料の作成に努めることに合

意した。また、インベントリが緩和策の検討など

さまざまな観点から有用であることについて、よ

り広い関係者を対象として認知度を高めることの

必要性が指摘されたことから、例えば NCの要約
（Executive summary）にインベントリ情報の重要性
等の記述を盛り込むなど、より積極的なアピール

を行うべきとの合意を得た。

(2)今後WGIAにおいて実施すべき活動について
　ワークショップ 2日目午後は、引き続きインベ
ントリ改善を不断にかつ効率的に進めるために、

WGIAにおいて実施すべき活動について情報およ
び意見交換が行われた。

写真 1　ワークショップの様子
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　まず、WGIA事務局である GIOから、以前より
WGIA参加者より要望のあった、参加各国の NCに
使われている各種排出係数の情報を集約した排出

係数データベース（WGIA-EFDB）の整備がなされ
ているとの報告があった。本データベースについて

は、IPCCにより運営されている排出係数データベー
ス（IPCC-EFDB）への貢献も視野に入れつつデー
タの拡充を図ることが推奨された。また、本デー

タベースとともに、アジア諸国におけるインベン

トリ作成者・関連専門家の名簿（Roster of regional 
experts）も整備されたことから、地域の専門家との
情報・意見交換を促進することが推奨された。

　次に、インベントリ作成の継続性を維持するた

めの資金を確保するために、SBI30における合意
に基づき、現在作成中のNCの完成を待つことなく、
次回 NC作成のための資金拠出をなるべく早期に
地球環境ファシリティ（GEF）に申請することが
強く推奨された。また、（独）国際協力機構（JICA）
など、GEF以外からの資金・支援の確保について
も可能性を追求すべきであるとの合意がなされた。

　さらに、インベントリ作成過程で多くの発展途

上国がさまざまな形で直面してきた問題のひとつ

である「データ収集の困難」を解決するために、

各国の統計局など関連省庁・機関の積極的な関与

を促すこと、また、2006年 IPCCガイドラインに
含まれている新たな知見（データ収集に関するガ

イダンス、各種排出係数に関する最新のデータ、

など）を有効に活用することが重要であるとの合

意が得られた。

　最後に、昨年 10月に日韓二国間で行われたイン
ベントリ品質保証のための「自発的なインベント

リ相互チェック」（廃棄物分野のみ）における日韓

の専門家同士による意見交換を通じて、特に韓国

のインベントリ改善に役立った、と韓国の参加者

より報告されたことから、今後WGIA参加国間で
同様の協力を促進していくことについて合意がな

された。

(3)分科会討議
　ワークショップ 3日目午前中は、参加者が 4分
科会（エネルギー、農業、LULUCF［注 4］、廃棄物）
のいずれかに参加し、分科会ごとに設定された議

題について議論および情報共有を行った。

　エネルギー分科会では、エネルギーバランス表

およびエネルギー統計について議論が行われた。

各国のエネルギーバランス表は、国によって作成の

発達段階が異なることから、それに応じた課題と改

善の余地があることが示唆された。さらに、自国統

計が不十分な場合に国際的なエネルギー統計が活

用できること、また各国の公的統計整備が、インベ

ントリ算定のみならず大気汚染問題緩和というコ

ベネフィットを生む可能性もあると指摘された。

　農業分科会では、各国における国独自の排出係

数の構築状況などについて議論が行われ、多くの

国で稲作からのメタンの排出係数が構築されてい

　ワークショップ参加者の多くが 4日目のエクスカーションにも参加した。半日間のプログラムという限られた

時間の中、仁川空港にほど近い「首都圏埋立地」を訪れた。ソウルを中心とする首都圏から集まるごみの処理が

行われている広大な施設である。敷地内の埋立処分場では、ブロックごとに

廃棄物と覆土を交互に積み上げるのだが、埋め立ての現場よりも高い位置に

整備された狭く路肩も怪しい作業用道路をバスに揺られてまわるのはなかな

か手に汗握るものがあった。当埋立地からのメタン回収・発電への利用はク

リーン開発メカニズム（CDM）プロジェクトとして登録されている。また、

その跡地をスポーツ施設や自然探索の場として市民に提供するという先を見

越した跡地計画もしっかりしている。人口増加と経済成長著しいアジアの発

展途上国にとって、ごみの適切な管理は重要課題である。今回の一風変わっ

た「観光」は、ワークショップ参加者にとって大変興味深いものになったこ

とだろう。

韓国の新たな観光スポット？ 「首都圏埋立地」 を見学

首都圏廃棄物処分場の埋め立て

地（土で覆われている）。地面か

ら突き出ているのはガス抜き管。
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ることなどが共有された。また、カテゴリーによっ

ては、デフォルトや他国の排出係数を活用するこ

とも適切であることなどが言及された。今後は、

農耕地土壌や家畜からの排出、インベントリ改良

のためのツールの活用などにも焦点を当てること

が合意された。

　LULUCF分科会では、リモートセンシングおよ
び地理情報システムデータの活用が望ましいもの

の、そのために必要な人的資源が不足していると

いう問題点が指摘され、人材育成や各国内に存在

する関連専門家との協働の必要性が認識された。

また発展途上国が利用できる無料データの活用、

および検証のための実地データ収集の促進が推奨

された。今後も関連データ収集方法の改善などに

ついてさらなる議論が必要との合意がなされた。

　廃棄物分科会では、韓国での食品廃棄物の埋め

立て禁止政策・それに伴う温室効果ガス排出削減

に関する紹介があり、合わせて日本からの情報提

供をもとに廃棄物統計の重要性とデータ収集方法

について意見交換が行われた。また排水処理に伴

う温室効果ガス排出について日本の事例をもとに

経験の共有を行い、今後の継続的な情報交換を促

進することについて合意が得られた。

　WGIA7は Chang-Han Joo韓国環境管理公社理事
および野尻幸宏温室効果ガスインベントリオフィ

スマネージャーによる挨拶をもって閉会した。

3. WGIAの今後
　本ワークショップを通して、参加各国が現在取

り組んでいる NCが完了した後も、不断かつ効率
的にインベントリの品質および作成体制を向上さ

せるために各国が取り組むべき課題を明らかにす

ることができた。今後とも、ワークショップ開催

ならびにWGIAのネットワーク利用を促進した
意見交換などを通じて、各国の取り組みの支援お

よびフォローアップを行っていく。また、ワーク

ショップの終わりに、インベントリをより積極的

に緩和策検討に用いるための方策を考えるなど、

インベントリの潜在的な有用性を顕在化させるた

めの取り組みを今後進めるべきであることについ

ても参加者から広く賛同が得られたため、今後検

討を行っていく。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）これまでのWGIAの報告書はWGIAのホーム

ページにて閲覧可能。

　（ ）

（注 2）WGIA参加国は、カンボジア、中国、インド、

インドネシア、日本、韓国、ラオス、マレーシア、

モンゴル、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、

タイ、ベトナムの 14カ国。

（注 3）ミャンマーは第 1回、韓国は第 3回NCを作成中。

それ以外の国は第 2回 NCを作成中である。

（注 4）Land Use, Land Use Change and Forestry（土地

利用、土地利用変化及び森林）の略称

【略語一覧】（編集局作成）

アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に

関するワークショップ（Workshop on Greenhouse 
Gas Inventories in Asia: WGIA）
温室効果ガスインベントリオフィス（Greenhouse 

Gas Inventory Office of JAPAN: GIO）
国連気候変動枠組条約（United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC）
国別報告書（National Communication under the United 

Nations Framework Convention on Climate Change: NC）
気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental 

Panel on Climate Change: IPCC）
（財）地球環境戦略研究機関（Institute for Global 

Environmental Strategies: IGES）
気候変動枠組条約の実施に関する補助機関会合

（Subsidiary Body for Implementation: SBI）
政策決定者向けの要約（Summary for Policymakers: SPM）
排出係数データベース（Emission Factor Database: 

EFDB）
地球環境ファシリティ（Global Environment Facility: GEF）
（独）国際協力機構（Japan International Cooperation 

Agency: JICA）
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熱気を感じた IPCC 立ち上げ時

亀山：三村先生は長い間気候変動に関する政府間

パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change: 

IPCC）に関わっていらっしゃいますが、そもそも

の経緯をお話していただけますか。

三村：1980年代初めから地球環境問題を意識して

いました。当時私は茨城大学工学部に異動したば

かりでしたが、環境工学の講義のなかで、地球温

暖化についても話をしていました。1988年に IPCC

が設立され、1989年から 90年にかけて、地球環境

問題が 21世紀の大きな課題だと新聞等で連日報道

されました。でも、研究は誰がどうやって進める

のかなと部外者のような感じで見ていました。

　1989年の土木学会全国大会で地球環境のシンポ

ジウムがあり、その会場の外の廊下で、西岡秀三

先生（現国立環境研究所特別客員研究員）に呼び

止められて、コメントするようにと英語の原稿を

手渡されました。その原稿は出来がよくなかった

のですが、実は IPCCの海面上昇に関する 0次ドラ

フトで、結局私のコメントは当時海面上昇問題を

取り扱っていた IPCCの第 3作業部会（WG3）に

送られていたことがわかりました。それが、始ま

りです。

　1990年になって、環境庁の担当者から、オース

トラリアのパースで開催される IPCCの東半球ワー

クショップへの参加依頼がありました。地球温暖

化は今後大きなテーマになるという予感がして、

参加しました。パースの会議は、まだ誰も海面上

昇の影響をはっきりとはわかっていない時期です。

ですから、小グループに分かれて、みんなで 3日

間とことん議論しました。途上国の参加者は、温

暖化を引き起こしたのは先進国だとさかんに責任

を求めました。最終日の時間ぎりぎりまで議論が

続き、主催者の一人である米国海洋大気庁（National 

Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA） の

高官が、途上国の意見を国際社会に発表すること

を約束して、何とか会議は終わりました。とにか

く立ち上げ時の熱気はすごいものがありましたよ。

亀山：IPCCの立ち上げの頃から関わっていらっ

しゃったんですね。
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三村：立ち上げ時は混沌としていますが、アイデ

アを出し、工夫して作り上げていく手作り感があっ

て面白かったですね。

ソフトパワーとしての IPCC の重要性

亀山：設立当時の IPCCから現在までの間に、

IPCCはどのように変わったのでしょうか。

三村：IPCCが注目され、実際の政策や国際交渉に

影響を持つようになると、信頼性や科学的な保証

が問われるようになりま

す。そのため、科学的知

見の確信度を示したり、

執筆者の地域バランスを

取ったり、いわば科学的

情報を発信していくうえ

で制度化が進みました。

個人的な見解ですが、第

4次評価報告書（AR4）から第 5次評価報告書（AR5）

に移るところは、ターニングポイントだと思いま

す。2007年に公表された AR4は国際交渉の土台

として非常に大きな影響力を持ちました。今後は、

ますます科学的知識と政策との距離が近くなるで

しょうから、より客観的で信頼性のある科学的情

報が求められます。制度化が進めば手作り感は薄

くなってきますが、社会の要請に応えるためには

必要なステップだと思います。

　こう見てくると、IPCCは 21世紀のソフトパワー

だと思います。ソフトパワーは、ハーバード大学

の Joseph S Nye教授が提唱した概念で、ある国の

外交政策上、武力や経済力などの強制力を使わず

に人の気持ちのなかで自国の希望することを実現

する力です。21世紀に望ましい世界を実現しよう

とすると、ベースになるソフトパワーが必要とな

る訳ですが、科学研究・科学知識はその一つだと

思います。IPCCの動きを見ると、AR4を経てだん

だんとそういう性格を持ってきていると思います。

IPCCのソフトパワーで大切なのは、一国のためで

はなく、地球益を実現するためのものだというこ

とだと思います。

亀山：科学的に制度化されると科学者の発言が慎重

になるというデメリットが出てくるかと思います。

三村：科学者自身も、社会のプレッシャーを感じ

ていますね。2007年 4月にブリュッセルで開催さ

れた AR4のWG2総会に出席して、IPCCの責任を

実感しました。各国の政府代表から意見百出でし

たが、それは、科学者の報告書を政府の報告書に

する手続きだったからです。IPCCについていろい

ろと批判もありますが、沢山の国が交渉の土台と

して認める科学的認識をまとめたことは大きな仕

事です。IPCCが intergovernmentalな機関であるこ

とは、21世紀の国際的なソフトパワーのしかけに

なっていると思います。

亀 山：IPCC 設 立 当 初

は想定してなかった

か も し れ ま せ ん が、

intergovernmental に し た

のは今になると大きな意

味を持ってきましたね。

“living with global warming”は南太平洋の人た

ちの知恵

亀山：先生ご自身の研究である南太平洋の国々へ

の温暖化影響についてお話を聞かせてください。

三村：1990年頃、IPCCなどから環境庁にアジア・

太平洋地域の気候変動影響の調査の依頼がきまし

た。最初に中国の調査を担当しましたが、南太平

洋地域環境計画（South Pacific Regional Environment 

Programme: SPREP）会議に出席した環境庁の担当

者から、帰国後に南太平洋も依頼されました。そ

れで、まずニュージーランドの John Hay教授を訪

ね、彼と一緒に SPREPの会議で、共同研究する相

手を探しました。帰国後、当時環境庁が始めよう

としていた温暖化問題に関する途上国支援事業を

担当することになりました。

　当時はやることすべてが新しく、研究として非

常に面白かったのですが、数年後、海に沈む危険

性のある地元の村人から、厳しい疑問を投げかけ

られました。自分たちはほとんど温室効果ガスを

排出していないのだから、温暖化の影響が大きい

といわれても、自分たちにはそれをくい止める手

だてがない。それなら、今後何をしても無駄とい

うことか、と言われて衝撃を受けました。これを

機会に適応策について考えはじめたのです。次に

訪ねると、南太平洋の人たちは “living with global 
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warming” と言い始めていました。温暖化を前提に

して、それと一緒に生きるなんて不謹慎な感じを

受ける人もいると思いますが、南太平洋の人たち

の知恵なのです。途上国の適応策は受け身のもの

ではなく、それを通して自分たちの将来をよくす

るプラスの価値を作っていくものにすべきだと思

いました。そこで、90年代頃に、環境庁に提案して、

地元の人の適応ニーズ調査を行うことにしました。

亀山：私が先生のことを存じあげたころにはすで

に南太平洋の影響研究の第一人者になっていらっ

しゃいましたが、お話をお聞きしているとそうい

う経緯があったんですね。

三村：南太平洋の調査は 1991年にトンガから始め

ました。当時は何もわからなくて、トンガ出身の

力士もいて、国王が相撲好きだったので、あそこ

なら安全だろうということでトンガになりました。

トンガでは平面の地図はありましたが詳しい標高

図はありませんでした。調査の前の年にオースト

ラリアが撮影した航空測量の写真があるというの

で購入し、その写真をもとに日本の地図会社に依

頼して、標高 5mまでの地図を作りました。これ

で海面が 1m上昇するとどこまで沈むかはわかっ

たのですが、台風が起こす高潮の影響については

わかりません。トンガの首都のヌクアロファには、

サンゴの石灰岩で作られた立派な護岸がありま

す。護岸の設計には高潮の高さなどの条件が必要

です。そこで、工事記録をとりよせて読んでみた

ら、1980年代にサイクロンに襲われ、とある民家

で 2.4mまで水没したという記録が書かれており、

それが唯一の高潮データでした。そこでトンガの

その地域は 2.4mと決めました。南太平洋の島々で

の調査は、データがなくてどこも似たような経験

をしました。

亀山：実際に海面上昇の影響は出ていたのでしょ

うか。

三村：南太平洋に調査に行くと必ず海岸が浸食さ

れて困っていると言われました。フィジーでそれ

を検証しようとしましたが、過去の測量も写真も

なかったので検証の方法がありません。そこで南

太平洋大学の学生の協力を得て、ふるさとの村の

現在の海岸線の写真を撮り、古老に、記憶の中に

ある海岸線の位置や浸食が起こった時期、護岸が

いつ作られたかなどを聞き取り調査しました。そ

れをフィジーの地図に落としてみると、川の河口

で砂がたまる 1 カ所を除いてすべて浸食されてい

るのがわかりました。

　ところで、東南アジアでも南太平洋でも、私の

海岸工学の対策工法は通用しなかったんです。日

本の海岸工学の工法をただもっていってもだめな

んですね。

亀山：何が違うんですか。

三村：タイなど東南アジアの国では、泥の海岸で

重いものは沈んでしまうので、コンクリートのブ

ロックなどは使えません。いまだに完全な解決策

はありません。また、南太平洋では浸食対策の資

金と技術がありません。ところが、現地を見てい

るとマングローブがあるところは、砂がたまって

います。そこで、マングローブを植えるように提

案しました。3年後に現地を訪れたらマングロー

ブはちゃんと役に立つといっていました。私たち

が自分たちの世界で普遍的だと思っている技術は、

実は普遍的ではないということです。

亀山：ローカルな知恵が大切だということですね。

三村：南太平洋での解決策は、近代的な科学技術

＋地元の伝統的な知恵＋住民の参加です。この三

点セットがないとうまくいきません。南太平洋の

島国のマングローブの例などは、海岸工学的に考

えても合理的なんです。

適応分野の研究に期待すること：影響の総量の把

握と適応策のベースになる研究を

亀山：南太平洋の調査は地図のないところからス

タートしたわけですから、大変苦労されたようでツバルでの地形の測量（1995 年 11 月）
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すね。お話を伺っていて先生のパワーを感じます。

日本の適応分野の研究に何を期待されていますか。

三村：これまでの話は途上国のものですが、日本

のようにデータがあり防災の知識、技術を築きあ

げてきた国における影響研究について、二つ申し

上げたいと思います。

　一つは将来の影響の総量を把握することの必要

性です。影響研究の成果は政策判断の基礎データ

を提供することです。政策判断するときには、コ

ストベネフィット、つまり、対策に要するコスト

と対策によって避けられる被害とのバランスを考

える訳ですから。

　もう一つは、適応策のベースになる研究を進め

ることです。水資源・生態系・沿岸防災・健康な

ど主要な分野ごとに影響を予測するモデルと気候

モデルとを組み合わせれば影響予測は可能です。

経済学の知識が加われば被害コストの予測もでき

るはずです。

亀山：貨幣的な価値に置き換えようとすると難し

いですね。生態系など貨幣換算できないものにつ

いてはどういうふうに表していけばいいとお考え

ですか。

三村：影響の総量といったのは価格ではなく、ま

ず影響面積や影響人口といった物理的影響を評価

することです。現在取り組んでいる、環境省の地

球温暖化研究総合推進費 S-4「温暖化影響総合予測

プロジェクト」では、2008年 5月にわが国への物

理影響の研究成果を発表しました。次に、経済的

に評価できる方法を研究し、2009年 5月に発表し

ました。

亀山：日本だけが厳しい目標を設定しても他の国

が対策をとらなければ影響は日本にも出てくるの

で、日本が厳しい目標を目指すのは無意味だと言

われることがありますが、それについてはいかが

ですか。

三村：温暖化の対策は世界全体で行わなければな

りませんから、日本の対策は世界の対策の一部と

考えるべきです。日本が対策を進めているときに

他の国が何もしないという状況は国際的にはあり

得ないと思います。

若い研究者へ：研究のなかで興味のもてるものを

見つけて

亀山：いろいろな面から影響・適応の研究をされ

ていますが、これから育っていく日本の研究者に

はどのような方面で活躍してほしいですか。

三村：実際の社会に向き合う研究と、もうひとつは、

アジア・太平洋地域あるいは世界を視野に入れて

国際的に貢献することです。

　推進費 S-4の成果を発表した後、沢山の地域か

ら自分の住んでいるところのデータを出してほし

いと要望が来ました。これまで温暖化して何が起

こるかということを県や市町村で研究した成果は

あまりありません。温暖化対策が、地域の政策の

優先順位の高い方にあるとは限りません。温暖化

問題が global sustainability（地球の持続生）の課題

だとすると、地域には、高齢化や活性化などそれ

ぞれローカルな sustainability（地域の持続性）の課

題があり、その二つをうまく融合して、地域特性

に合わせて解決策を見つけなければいけないと思

います。責任も大きくなりますし、やらなければ

いけないことの複雑さも増します。そういうのを

やれるような体制が必要ですが、しかし残念なが

ら日本の影響研究・適応研究のコミュニティの層

はまだまだ薄いですね。

　二番目には、世界全体の影響と対策を考えるこ

とです。日本で行ったようにプロセスに基づいて

ボトムアップですべての影響を把握するのは、世

界規模ではとても難しいでしょうが、そのアプロー

チも必要です。一方、対策を考えると、途上国の

人達自身が影響評価して、こんなになるならがん

ばらなければと思わなければいけないわけです。

そういう共同研究を行っていく必要があると思い

ます。

亀山：影響研究はどんどんローカルになっていき

ますね。現場を正しく理解することが重要ですし、

同時にグローバルなレベルでものごとを見られる

社会観も必要です。そのバランスを持てる研究者

が求められるということですね。

三村：それは一つひとつ多様な経験を積み重ねる

ことですね。私の場合は、最初の頃からいろいろ

経験できたので、非常にラッキーだったと思って

います。今では、若い研究者にとって国際的に活
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躍する機会は多くなっています。また、途上国の

研究力も非常に進んだと思います。1990年代終わ

りまでは途上国の研究発表は IPCCの報告をまとめ

たものなどが多かったのですが、今世紀に入って、

自分たちの研究成果や政策の発表が増えてきてい

ます。途上国の研究力量も政策アプローチの力も

格段に違ってきています。共同研究の土台が広がっ

ていますね。

亀山：温暖化問題がきっかけで、途上国の研究者

自身が成長しているということですね。最後に先

生が若い研究者に期待されることは何ですか。

三村：研究のなかで、おもしろい！と興味がもて

る対象を見つけて下さい。私自身最初から強い使

命感があったわけではないのですが、現場に行く

とそこに研究対象として未知の問題がごろごろ散

らばっていて、引き込まれるように興味をもちま

した。気候変動の影響がわかってくると、解決策

を見つけてその地域の人たちに役立てばと強く思

うようになりました。環境問題は、学問的興味か

ら入っても、社会的関心から入っても、同じとこ

ろに行き着くように思います。

亀山：若い研究者の将来に期待してください。今

日は IPCCに関わるようになったいきさつや IPCC

の重要性、さらには途上国との研究で得たことな

ど、大変おもしろいお話をお聞きすることができ

ました。ありがとうございました。

＊このインタビューは 2009年 8月 19日東京都内

で行われました。

国立環境研究所「夏の大公開」開催報告

地球環境研究センター 炭素循環研究室　NIES 特別研究員

(国立環境研究所　一般公開実行委員 )　　寺尾 有希夫

　国立環境研究所では、「夏の大公開」を 2009年
7月 25日（土）に開催しました。つくばの最高気
温は 31.5度まで上がり、とても暑くなりましたが、
3,379名の方々においでいただきました。当日ご来
場いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

　地球環境研究センターでは、ポスター展示で最

新の研究・事業内容を紹介するとともに、さまざ

まな企画や展示を行いました。今回初めての試み

として、施設公開「潜入！実験室ツアー　世界の

空気はここで測る」を企画し、町田敏暢　大気・

海洋モニタリング推進室長の実験室を見学してい

ただきました（写真 1）。地球環境研究センターで
は、大気海洋モニタリングの一環として、沖縄県

波照間島と北海道落石岬の地上ステーション、日

本とニュージーランドや北米間を結ぶ定期貨物船、

シベリア上空の航空機などで、空気を採取してい

ます。こうして世界中で集められた空気はこの実

験室に運ばれ、二酸化炭素やメタンといった温室

効果ガス濃度を高精度で測定します。当日は、町

田室長が案内人となって、空気を採取するガラス

ボトルや 6種類のガスを測定する分析機器の説明
を行いました。20分ほどのツアーを計 8回行いま
したが、すべての回が満員となる盛況ぶりでした。

大人だけでなく、小学生の子どもたちにも多数参

加していただきました。

  今年 6月に、政府から「温室効果ガスの排出を

写真 1　「潜入！実験室ツアー　世界の空気はここで

測る」　ずらっと並ぶ測定装置や世界各地からのサン

プリングフラスコが圧巻です。
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2020年までに 2005年比 15％減（1990年比 8％減）」
とする地球温暖化対策の中期目標が発表されまし

た。マスコミから「中期目標」や「低炭素社会」といっ

た言葉をよく聞くようになりました。「ココが知

りたい温暖化」講演会では、「低炭素社会のつくり

かた」をテーマとして、「2020年の温室効果ガス
排出量をどうする？」（講師：増井利彦　社会環境

システム研究領域統合評価研究室長）と「2050年
の低炭素社会をどうデザインする？」（講師：藤野

純一　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）の 2つの講演を行いました（写真
2）。2020年の中期目標と、2050年の長期目標が同
時に語られることは非常に少なく、（私も含む）参

加者の皆様にとって、これらを理解するまたとな

い機会になったと思います。今回はフリーディス

カッションの時間を多く取り、参加者の皆様から

活発なご意見が寄せられました。講演資料を下記

の URLで公開していますので、ぜひご覧ください
（

）。また、講演会と合わせ、低炭素社会に向け

た「12の方策」をパネルで紹介しました（表紙写真）。
  温室効果ガスを測定する装置に触れていただく
コーナーでは、今年１月に打ち上げられた温室効

果ガス観測技術衛星「いぶき」 （GOSAT）と同じ観
測原理で二酸化炭素を測る装置と、日本航空の航

空機に搭載されている観測装置を紹介した他、ひ

まわりの呼吸・光合成で二酸化炭素が放出・吸収

される様子を目で見ていただきました。また、地

球シミュレータで計算された 21世紀の気温・降
水量予測の動画や、気象データを利用した大気の

動きの総合解析・表示システムの紹介が行われま

した。体験型の催しとして、電気を作り出すエネ

ルギーを体感していただく「自転車 de発電」、子
どもたちのための「地球環境ぱらぱらマンガ」作

りとクイズ「かんきょう問題かんしん度チェック」

を行いました。自転車発電では、壁一面を使った

LEDのイルミネーションが人気でした。（富士山と
花火を描いたつもりでしたが、参加された皆さん、

わかりましたか？）　また、ぱらぱらマンガは、北

極の海氷減少に関する新作を投入しました。

　一般公開は、皆様にとって、研究者に直接質問

して、環境問題に対する日頃の疑問を解消するよ

い機会になると思います。またわれわれ研究者に

とっても、皆様がどのような疑問を持って、何に

興味を持っているのか、われわれがどのような情

報を発信する必要があるのかを知る貴重な機会で

あります。一般公開は、これからも 4月と 7月に
予定されていますので、ぜひ足をお運びください。

スタッフ一同お待ちしています。

写真 2　「ココが知りたい温暖化」　フリーディスカッ

ションでは、参加者のみなさまから多くの意見が出さ

れました。

パンフレットの紹介

温室効果ガス観測技術衛星 （GOSAT） プロジェクト ［第４版］

　地球環境研究センターで推進されている GOSATプロジェク
トの事業概要などを、一般の方にもわかりやすく解説したパン
フレット（A4 判 12ページ）の内容を、初解析結果の発表や研
究公募の実施に合わせて充実いたしました。
　地球環境研究センターウェブサイトからもダウンロードできます。
　（日本語）
　

2009 年 8 月

GOSAT
プロジェクト

人工衛星による温室効果ガスの全球観測

2009年1月23日における「いぶき」（GOSAT）の打ち上げ

2009.8

GOSAT
       Project

Global Greenhouse Gas Observation by Satellite

“IBUKI” (GOSAT) was launched on January 23, 2009.
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　みなさんご存知のとおり、6月 10日に麻生首相

（当時）から 2020年の温室効果ガス削減の中期目

標（2005年比－ 15％）が発表されました。本日は、

これがどういうプロセスで議論されてきたのか、

また、数字は整合性がとれたものではありますが、

いくつか問題点もありま

すので、それを指摘しな

がら 2020年にどんな社

会を作っていくのかをお

話します。さらに、私の

後に藤野が 2050年の低

炭素社会についてお話し

ます。低炭素社会に向け

て、みなさんがどのよう

なことをやっていけばい

いのかをご紹介したいと思います。

1. 中期目標作成のプロセスと問題点

　日本の中期目標が 6月に公表されました。これ

に先立ち、昨年 11月に中期目標検討委員会が設け

られ、その中期目標検討委員会に情報提供するた

めにワーキングチームが構成されました。国立環

境研究所（以下、国環研）から、中期目標検討委

員会に西岡秀三特別客員研究員、ワーキングチー

ムには私を含めた数人の研究者が参加しました。

ワーキングチームでは、実際に二酸化炭素をはじ

めとした温室効果ガスをどれだけ削減すればいい

か、それを実現するとどういう影響が生じるのか

などをモデルを用いて計算しました。なぜこうい

うことをしたのかというと、1997年の COP3では

第一約束期間（2008 ～

2012年）の温室効果ガ

スの排出削減について議

論されましたが、そのと

き、日本国内での議論は

オープンではありません

でした。その反省をふま

え、科学的でオープンな

議論が必要とされたから

です。そこで、いくつか

選択肢を提案し、最終的に首相が選ぶことになり

ました。

　では、なぜ中期目標を決める必要があるのでしょ

う。2009年 12月にコペンハーゲン（デンマーク）

で開催される COP15で、世界各国が温室効果ガス

排出削減の中期目標を議論します。そのために日

本も数字を準備する必要があったのです。

　最初にお話しましたとおり、中期目標のプロセ

スにはいろいろと問題点がありました。

　まず、半年間で結果を出さなければならず、時

国立環境研究所夏の大公開

「ココが知りたい温暖化」講演会報告

　国立環境研究所は、7月 25日（土）に夏の大公開を開催しました。地球環境研究センターでは、「ココ
が知りたい温暖化」～低炭素社会のつくり方～と題する講演会を行いましたので、講演内容（要約）をご

紹介します。

2020 年の温室効果ガス排出量をどうする？

社会環境システム研究領域　統合評価研究室長　　増井 利彦
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間が短かったということが挙げられます。次に、ど

ういう社会を実現したいかという議論が十分に行

われず、あらかじめ想定された 2020年の社会状況

を前提として削減目標を議論しました。さらに、将

来は途上国も含めた温暖化対策が必要となります。

国際交渉に向けてどういう議論になるか現時点で

は明確ではありませんが、そのなかで日本がどうい

う選択をすればいいのかも議論すべきでした。

2. 中期目標を達成するために

　国環研では 3つのモデルを提供しました。①世

界全体を対象とした技術積み上げモデル、②日本

を対象とした技術積み上げモデル、③技術を導入

したときの影響を評価する経済モデルです。ワー

キングチームのなかで国環研だけが 3つのモデル

を利用した情報提供をしましたが、そのため、4月

上旬は寝る間も惜しんで仕事をしましたので、関

わった人の家族にはご迷惑をかけたのではないで

しょうか。こうして中期目標の 6つの選択肢を設

定し（表）、それぞれどれくらいコストがかかるか、

またどういう政策が必要となるかを示しました。

　現在、京都議定書の第一約束期間が始まってい

ます。1990年と比べて温室効果ガス排出量は増え

ており、1990年比 6％削減も困難なのに、2005年

比で 15％も削減することは本当に可能なのかと疑

問をもっていらっしゃる方もいるかと思います。

みなさんが一番関わりのある家庭部門では、現在、

自動車を除いて、1世帯平均で年間 3.5トンの温室

効果ガスを排出しています。今回示された中期目

標の実現のためには、今後 10年間で、これを 2.4

トンに抑えなければなりません。つまりすべての

世帯で温室効果ガスを 1/3減らす必要があります。

ちなみに、わが家の排出量を計算すると、年間 2

トンでした。しかしこういう世帯であってもそれな

りの努力をしなければなりません。では、どのよう

に減らすのでしょうか。家庭の場合は、太陽光発

電の設置や家電製品の効率改善などを行うことで、

生活水準を維持しつつ目標を達成できます。また、

運輸部門では、自動車の燃費改善を行うことです。

これが中期目標で示した国環研の結果です。

3. 将来の地球について議論を

　今回の中期目標ではいくつか抜けている視点が

ありました。

　長期的な温暖化の被害をいかにくい止めるかが

あまり議論されませんでした。また、長期を見据

えて世界全体で温室効果ガス排出量をどこまで減

らすべきかが議論されていません。そういう議論

を踏まえた上で、世界各国間の排出の分担をどう

決めていけばいいのか、温室効果ガス削減による

経済的な影響をどう評価すればいいのかを議論す

べきでした。

　温暖化対策をするとコストがかかると思ってい

らっしゃる方がいるかと思います。しかし、日本

が世界で尊敬され、温暖化対策に貢献していくた

めにどういう産業を育成していくかという視点で

温暖化対策を考えていただきたいと思います。確

かにいくらかコストはかかりますが、それは将来

への投資だと思います。温室効果ガス削減による

経済的影響はかなり深刻だという報道がされまし

たが、報じられた経済影響は、すべて 1990年比 4％

増（選択肢①）という 2020年の社会を基準とした

ものです。ワーキングチームでは、2020年まで年

平均 1％以上の経済成長という前提のもとで計算し

ました。それによると、所得の伸びが少し小さく

なりますという程度のものです。この点は私たち

ももっと強く主張していかなければならないとこ

ろです。

中期目標の 6つの選択肢

　　　①「長期エネルギー需給見通し」努力継続　　1990 年比＋ 4％

　　　②先進国全体で 1990 年比 25% 削減　限界削減費用均等　　1990 年比＋ 1～－ 5％

　　　③「長期エネルギー需給見通し」最大導入改訂　（フロー対策強化）　　1990 年比－ 7％

　　　④先進国全体で 1990 年比 25% 削減　GDP あたり対策費用均等　　1990 年比－ 8～－ 17％

　　　⑤ストック＋フロー対策強化　　1990 年比－ 15％

　　　⑥先進国一律 1990 年比 25％削減　　1990 年比－ 25％
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　10年後、50年後の地球は若い人の手にゆだねら

れています。本日の講演をきっかけにどういう世

界にしたいかを議論していただきたいと思います。

＊中期目標については、地球環境研究センター

ニュース 5月号に掲載した以下の記事も参照して

ください。（編集局註）

　平成 21年度科学技術週間に伴う一般公開「ココ

が知りたい温暖化」講演会報告 (1)　「2020年、日

本の温室効果ガスの削減目標は？」

2050 年の低炭素社会をどうデザインする？

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

　増井は 2020年という比較的近い将来の目標をお

話いたしました。2009年 12月にコペンハーゲン（デ

ンマーク）で COP15が開催され、中期目標は政治

的に重要なテーマになっていますが、何のために

温室効果ガスを削減するのかをよく考える必要が

あります。

1. 何のために低炭素社会を目指すのか

　家庭内で一番使用されているエネルギーは何か、

みなさんご存知ですか。東京理科大学の井上隆教

授が東京近辺の地域で実際に調査した結果では、

居住者の認識では冷暖房が多いと思っているよう

ですが、実は給湯が最大なのです。この質問をし

たのは、実態を知らないと削減のしようがないか

らです。

　低炭素社会とは、「生活に必要なサービスは発展

させながらも、投入するエネルギーはできるだけ

少なく、できるだけ低炭素なエネルギーを利用す

る社会」です。たとえば照明なら、最新型のもの

を使用すれば、以前と変わらない明るさでも投入

するエネルギーは少なくできます。さらに投入す

る電気を、太陽光など低炭素なエネルギーにすれ

ば、ほとんど CO2を出さないで照明というサービ

スを得ることができます。また、建物のデザイン

を工夫して太陽の光を十分に取り入れる構造にす

れば、照明がいりません。

　アメリカアラスカ州のコロンビア氷河は、1984

年から 2006年までに約 380mも融けてしまいまし

た。エンパイアステートビルの高さとほぼ同じで

す。過去 100年で地球の平均気温は 0.74℃上昇し

ています。大気中に放出された二酸化炭素（CO2）

はなかなか吸収されませんから、温暖化は簡単に

は止まりません。産業革命前の CO2濃度は 280ppm

でしたが、2005年には 100ppmも上昇し、380ppm

になりました。私たちの社会活動が地球に大きな

変化を起こしてしまったわけです。温暖化し、寒

いところが暖かくなる方がいいと言う人もいます。

しかし上がり方が問題です。生物、水文、水資源、

農林、人の健康などへの影響、または地球の大気

や海洋の大きな流れさえも変えてしまうことを考

えると、何℃に抑えるかは重要です。7月のラクイ

ラサミットでは、産業革命時から 2℃の上昇で抑え

られないか、そのために先進国全体で 2050年には

温室効果ガスの排出を 80％削減できないかと議論

しました。

　その原因となっている CO2はゴミなのです。

2005年には 72億トン（炭素換算）の CO2が大気

中に放出されました。そのうち海洋が 22億トン、

森林が 9億トンの CO2を吸収していますが、41億

トンは大気に残ってしまいます。つまり、吸収を

上回る分はゴミとなります。このゴミは目に見え

ないのでやっかいです。

2. 低炭素な暮らしの実施には時間が必要

　私たちは日本で 2050年に温室効果ガスを 60～

80％削減できるかどうかを研究し、そのために

どうしたらいいかを検討してきました。そこで、

2050年にどういう社会にしたいかを描いてから、
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それに向けて何をしていくべきかを考えるバック

キャストという方法で検討しました。みなさんが

夏休みの宿題をするときに、提出日を考えながら

計画的に進めていくことと同じです。私たちが考

えたのは、変化が速い活発な技術志向の社会と、

ゆったりした自然志向の社会の 2つです。みなさ

んはどちらを選択しますか。

　今後、日本の人口分布が変わり、2050年には老

人の人口比率が高くなるという推計があります。

高齢化しても健康に生活していける社会経済シス

テムを作らなければなりません。人口は減少しま

すが単独世帯が増えることが予想されます。その

世帯構造によって CO2排出は異なります。平均的

に単独世帯は一人当たりの CO2排出量がもっとも

高くなります。

　快適な居住空間と省エネの両立を目指せば低炭

素な家庭生活を送れます。

技術的には、太陽光発電、

太陽熱温水器などを使え

ます。高断熱住宅にする

と、あまりエネルギーを

使わなくても家の中を暖

かくすることができます。

こういった技術だけでは

なく、実際どれくらいエ

ネルギーを使用していて

どれくらい CO2を出しているか、またどれくらい

お金がかかっているかが見えるような装置もある

と人々の行動を変えるきっかけになります。

　暖房について考えてみましょう。1999年にで

きた次世代基準の断熱住宅では、無断熱に比べて

1/4の CO2排出量となります。つまり 75％も排出

削減できるのです。2005年でも無断熱住宅の割合

は 40％弱もあります。いかに早く転換できるかが

重要です。家は一度建てると 40年くらい寿命があ

りますから、性能のよくない家を建ててしまうと、

ずっとエネルギーを投入していくことになります。

　さまざまな組み合わせでわかってきたのは、家

を少し大きくし、家電製品が増えても、2050年に

必要なエネルギー投入量は半分にすることができ

る、ということです。家電製品メーカーの方にお

話しても信じてもらえないことがありました。私

は、自社の製品を信じれば実現できる、と言いた

いです。さらに使うエネルギーも変わってきます。

2000年においては、4割が石油で 2割が天然ガス、

つまり、燃やすと CO2が出るものが 6割あります。

残りのうち、4割が電気で 1％が太陽熱・光です。

それを 2050年には電気や水素、太陽光発電やバイ

オマスなどに変え、住宅部門からほとんど CO2が

出ないシステムをデザインすることができます。

　このように、各部門におけるサービスの見直し

と効率向上を行うことで、経済発展してもエネル

ギー需要は 40％減らせます。さらにエネルギーの

低炭素化などで70％削減が可能です。ではどうやっ

てやればいいのでしょう。私たちの研究成果「低

炭素社会実現に向けた 12の方策」（

）で紹介

していますので、是非ご覧ください。

　低炭素な暮らしの実施

は時間がかかります。先

ほど家の寿命が 40年と

言いましたが、たとえば、

2010年に家を新築したら

2050年までは建て替え

ないわけですから、2010

年に効率の良くない家を

建ててしまったら、2050

年まで光熱費がかかり、

CO2も出し続けてしまいます。効率のいい家を建

てて低炭素な暮らしにするためには、政策（補助

金などで支援する仕組み）、住宅の設計者・建築業

者、消費者の選択の 3者がタッグを組んで進めて

いかなければなりません。また、いつから始めれ

ばよいか、2020年、2030年にどこまで実施できて

いればよいかを考えることも必要です。

3. どんな社会に住みたいか

　エネルギー消費量についておもしろい研究結果

がありますのでご紹介します。エネルギーをたく

さん使用している人が、室内の快適性について満

足しているかというと、必ずしもそうではないの

です。反対にエネルギーをあまり使わない人が

結構満足しているようです。最終的にはみなさん

がどういうサービスを求めるかによります。そう
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いうところから見直していくといいでしょう。モ

ノの消費による豊かさから新たな豊かさへの転

換も重要でしょう。たとえば、ブータンでは幸

福に関する意識について、GNH（Gross National 

Happiness）という考え方があります。ブータンの

国民の物質的な生活レベルは日本よりかなり低い

と思いますが、国民の 90％以上が幸福だと感じて

いるのです。これはいったいどういう意味なので

しょう。

　ホップ（京都議定書による 2010年目標値）、ス

テップ（2020年中期目標）、ジャンプ（2050年低

炭素社会）で持続可能な低炭素社会を実現しましょ

う。2050年、遠い将来のようですが、今決断した

ことが 2050年に残っていくと思います。街作りの

選択もそうです。自分が高齢者になっても住みや

すい社会を私もデザインしなければなりません。

みなさんにもどんな社会に住みたいか、自分で考

えてみませんか。

　当日の発表資料は下記でご覧になれます。ご参

考にしていただければ幸いです。

ブループラネット賞受賞者による記念講演会

　国立環境研究所では、平成 21年 10月 23 日（金）に、平成 21年度ブループラネット賞（※）の受賞
者である宇沢弘文教授（日本学士院会員、東京大学名誉教授）をお招きし、記念講演会を開催すること
になりました。宇沢教授は、地球温暖化などの環境問題に対処する理論的な枠組みとして社会的共通資
本の概念を早くから提唱し、先駆的でオリジナルな業績をあげられました。環境分野で大きな貢献をされ
た研究者と直接意見交換できる貴重な機会です。ご関心ある方々の積極的な参加をお待ちしております。
　なお、同時受賞のニコラス・スターン卿（ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授）による講演は、
残念ながら都合により行われません。

※ブループラネット賞

　地球環境問題の解決に向けて貢献した個人や組織を顕彰する地球環境国際賞（旭硝子財団が管理・運営） 

◆日時：2009年 10月 23日（金）13:30～ 14:35（参加無料、受付開始 13:00）
◆場所：国立環境研究所 地球温暖化研究棟 交流会議室（つくば市小野川 16-2）
参加方法等詳細は に掲載されます。

平成 21 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会

　地球環境研究センターでは「平成 21年度スーパーコンピュータ利用研究報告会」を下記のとおり開
催いたします。今年度、国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究課題として承認を受けた各課
題の成果や今後の計画などについて報告が行われます。

◆日時：平成 21年 11月 11日（水）11:00～ 18:00
◆場所：国立環境研究所 地球温暖化研究棟 交流会議室（つくば市小野川 16-2）
◆主催：国立環境研究所地球環境研究センター
◆問い合わせ先：国立環境研究所地球環境研究センター交流係
　　　　　　　　TEL: 029-850-2409　　FAX:029-858-2645　　
プログラム等詳細は に掲載いたします。
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　GCPは 7月に北京で開催された GCP科学運営委

員会年次会合を主催しました。この会議では、炭

素循環の科学と炭素管理の研究における新たな科

学的課題および、GCPが 2001年に設立されて 10
年後となる 2011年以降に GCPが実行可能な目標
について議論しました。今後、地球環境変動の問

題に取り組む他の科学コミュニティと幅広い協議

を行うことも期待されています。

　GCPつくば国際オフィスは、GCPのもう一つの
国際オフィスである GCPキャンベラオフィスとの
協同プロジェクトの総合的な管理・運営だけでは

なく、2009年度、さまざまな活動に取り組んでい
ます。GCPつくば国際オフィスは GCPの主要な業
務の一つである「都市と地域の炭素管理」（Urban 
and Regional Carbon Management: URCM）を推進し
ています。また、今年度の主な業務として以下が

挙げられます。①地球環境変動の問題に取り組む

他の科学コミュニティとのネットワークの構築と

コミュニケーションの促進、②シンポジウムやワー

クショップの開催、③科学的評価への貢献、④出

版物の発行、⑤新しい研究分野の開発。

　2009年度はさらに以下の事業にも貢献していま
す。①国際応用システム分析研究所（International 
Institute for Applied System Analyses: IIASA）が推進
する「全球エネルギー評価に関する知識モジュー

ルの都市への応用」、②米国航空宇宙局（National 
Aeronautics and Space Administration: NASA）とコロ
ンビア大学が進めている「都市と気候変動に関する

評価報告書」、③「都市と気候変動」に関する世界

銀行の事業、④南アフリカ科学アカデミーが主催

する「低炭素型都市に関するパネル」、⑤中国の「都

市発展とエネルギー効率に関する委員会」。また、

GCPは国際エネルギー機関（International Energy 
Agency: IEA）と協力し、「都市のエネルギーモデル
および世界エネルギー概況 2008」の作成に携わっ
ています。2009年 2月に名古屋大学と共催した国
際シンポジウム「低炭素型都市をつくる－科学と

政策の架け橋」（

）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－国際共同研究と連携強化」

が成功裏に終わり、引き続き、科学的なネットワー

クの構築や、都市の炭素管理に関する科学と政策

との対話を進めるシンポジウムを行います。その

一環として、11月 16日に東京で開催する国際シン
ポジウム「都市と炭素管理－科学と政策との連携

の強化を目指して」を東京大学サステイナビリティ

学連携研究機構と共催することになっています。国

際シンポジウムでは、科学者のコミュニティ、都

市の政策決定者、および非政府間国際機関、国連、

国際機関など政策を推進する人たちの三者による

議論が行われる予定です。さらに、2010年初めには、
近年急速に発展し、消費活動と CO2排出量の多い

地域であるアジアの多くの巨大都市を組織的に研

究するアジアの共同研究者グループを組織するた

め、ワークショップを開催する予定です。

　2009年度、GCPつくば国際オフィスはこれまで、
国際雑誌に 5編の論文を提出し、1編の論文を都市
における炭素管理の分野の会議要旨集に掲載しま

した。また、「Energy Policy 特集号　－都市と CO2

排出－」に、GCPの成果として科学的ネットワー
クの構築と当該研究分野の推進が掲載されました。

財団法人地球環境戦略研究機関と GCPが編集し
ている輸送と気候の相乗便益に関する書籍が近々

Earthscan Publishersから発行されます。

GCP つくば国際オフィス 2009 年度の活動

GCP つくば国際オフィス　事務局長

ソバカル・ダカール（Shobhakar Dhakal） 

＊本稿は Shobhakar Dhakal氏の原稿を編集局で和訳したものです。原文（英語）は最後のページに掲載し
ています。
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タ イ ト ルC G E R No.

( )I087-2009 Proceedings of the 6th Workshop on Greenhouse Gas Inventories in Asia WGIA6
Capacity building support for developing countries on GHG inventories and data“

collection measurability, reportability, and verifiability as a part of the( )”

Kobe Initiative of the G8 Environment Ministers Meeting“ ”

16-18 July 2008, Tsukuba, Japan

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 年度I086-2008 19
NIES Supercomputer Annual Report 2007

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 年 月I085-2008* 2008 5
I084-2008 National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN - May, 2008 -
I083-2008 CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.14

Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics
in the Catchment of East Asia (Part II)

我が国における再生可能／分散型エネルギー導入戦略への提言I082-2008*
I081-2008 Global Greenhouse Gas Emissions Reduction Potentials and Mitigation Costs in 2020

- Methodology and Results -
I080-2008 CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.13

Simulations of the Stratospheric Circulation and Ozone during the Recent
Past 1980-2004 with the MRI Chemistry-Climate Model( )

家庭・業務部門の温暖化対策I079-2008*
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 年度I078-2008* 18

NIES Supercomputer Annual Report 2006
I077-2008 Proceedings of the 5th Workshop on Greenhouse Gas Inventories in Asia

6-8 September 2007, Kuala Lumpur, Malaysia
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－M019-2008

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 年 月I076-2007 2007 5
I075-2007 National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN - May, 2007 -
I074-2007 Proceedings of the 4th Workshop on Greenhouse Gas Inventories in Asia

14-15 February 2007, Jakarta, Indonesia
I073-2007 CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.12

Climate Change Simulations with a Coupled Ocean-Atmoshpere GCM Called the Model
for Interdiciplinary Research on Climate: MIROC

I072-2007 Aligning Climate Change and Sustainability
- Scenarios, modeling and policy analysis -

I071-2007 Proceedings of the First Workshop of Japan-UK Joint Research Project
“Developing Visions for a Low-Carbon Society LCS through Sustainable Development”( )

I070-2007 CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT Vol.14-2005

（＊は在庫なし）

　出版物はテーマ別になっております。

D：データベース関連　　I：研究の総合化および総合化研究関連　　M：モニタリング関連

地球環境研究センター出版物等の紹介

　地球環境研究センターから発行されている出版物をご希望の方は、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。また、
出版物の PDFファイルはウェブサイト（ ）からダウンロ
ードできます。ご参考までに 2007年以降に発行された出版物は下記のとおりです。2006年以前に発行さ
れている出版物および送付方法等につきましては、上記ウェブサイトを参照してください。
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　8月に台風 8号が波照間に接近しました。台風が現地に接近しそうな場合、
天気図等の情報をみながら、ステーションはどの程度の影響を受けるか、ど

のような対応を行うべきかなどを検討し、対策を考えます。が、台風はかな

らずしも予想通り進んでくれるわけではないため、これまでの経験から、い

ろいろな対策パターンを常に考え続けねばなりません。台風が来るたびに、

適切な対応をすばやく検討、実施できるようにするには、日ごろからの備え

が重要であることを思い知らされます。

　また、8月点検中には地震により津波注意報が発令されたため、
作業員が一時的にステーションのある沿岸から島の中心部に避難

するという事態も発生しました。ずいぶん久しぶりの地震であった

ため、スムーズに避難できたかというと反省すべき点もあり、「天

災は忘れられたる頃来る」との寺田寅彦先生の言葉を改めて考えさ

せられました。

　9月の防災週間を前に、台風や地震などの自然災害に対して、常
日頃から意識を持ち続けることや、備えを怠らないことの重要性を

もう一度考えることになったひと月でした。

（財）地球・人間環境フォーラム　調査研究主任　　織田 伸和

天災は…

観測現場から

波照間

波照間島最南端の崖に打ち付ける台

風の高波

最近の発表論文から

Lidar observation of long-term trends and variations of stratospheric ozone and temperature over 

Tsukuba, Japan （つくば上空のオゾンと気温の長期トレンド及び変動のライダー観測）

Tatarov B., 中根英昭 , Park C. B., 杉本伸夫 , 松井一郎 （2009） Int. J. Remote Sens., 30, 15-16, 3951-3960

　国立環境研究所では、差分吸収ライダー（レーザーレーダー）を用いて 20年近く成層圏オゾン高度分
布の観測を行っており、1988年以来 600以上のオゾン高度分布が得られている。オゾン濃度は、顕著な
季節変動を示すが、高度 30～ 40kmの平均オゾン濃度について季節変動を除去したところ、準二年周期
変動および 11年の太陽活動周期に対応する変動が現れた。さらに、これらの自然変動を除去したところ、
1988～ 1997年の間については 0.60± 0.05%／年の直線的な減少トレンドがあり、1998年以降は有意なト
レンドがないとの結果が得られた。

＊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。

地球環境研究センターのウェブサイト ( )

には、この他の論文情報も掲載されています。
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地球環境研究センター (CGER) 活動報告 (2009 年 8 月 )

所外活動（会議出席）等
2009. 8. 5 　内閣府アジア青年の家 2009で講演（江守室長 /沖縄）
  　　標記プログラムにて、地球温暖化の現状と将来予測について講演した。
             18～ 21 　PIERS（Progress In Electromagnetics Research Symposium）で発表（Oshchepkov NIESフェ
  　ロー /ロシア）

モスクワで行われた標記会合に出席し、GOSATから取得されるデータの 処理手法の
一つである PPDF法（光路長分布関数を用いた解析方法）について発表を行った。

             24～ 28 　第 6回WCRP/GEWEXおよび第 2回 IGBP/iLEAPS合同国際会議で発表（三枝室長・高
  　橋善幸主任研究員・伊藤研究員 /オーストラリア）

標記国際会議において、三枝は攪乱後および植林後のカラマツ林の炭素収支について、
高橋は森林土壌で観測された微量ガス交換速度の空間的時間的変動を、伊藤は VISIT
モデルで推定されたアジア地域の水田からのメタン放出について発表した。

27 　21世紀気候変動予測革新プログラム平成 21年度公開シンポジウム「気候大変動の時代
  　に生きる」で講演（江守室長 /東京）

 　　　　　 　　標記シンポジウムにて、温暖化で豪雨も干ばつも増えるのはなぜかについて講演した。
             27～ 29 　第 1回「北方圏の環境と文明」国際シンポジウムで発表（小熊主任研究員 /札幌）

標記国際シンポジウムに出席し、WEBカメラや定点撮影カメラを用いた植生の季節
変化（フェノロジー）のモニタリングについて発表し、気候変動モニタリングシステ
ム構築への北方圏ネットワークの必要性について言及した。

             28～ 30 　第 6回 iLEAPS科学運営委員会で発表（三枝室長 /オーストラリア）
IGBP/iLEAPS（地球圏 -生物圏国際協同研究計画 /統合的陸域生態系 -大気過程研究）
のサイエンスプランを検討する委員会に出席し、アジアおよび日本にて次の 5年で特
に実施すべき研究について意見を発表し、討論を行った。

             30～ 31 　再生可能エネルギーをモデル化する：モデルの想定と最新の技術情報の関係についての
専門家会合（IPCC再生可能エネルギー特別報告書第 2回主執筆者会合の事前会合）で
発表（藤野主任研究員 /ノルウェー）

  　　AIM世界経済モデルの最新結果について、再生可能エネルギーの側面から発表した。

見学等
2009. 8. 4 　新潟県立新潟南高等学校（25名）
              4 　新潟県立柏崎高等学校普通科理数コース（42名）
              5 　関西学院大学（4名）
              6 　佐賀大学客員教授ほか（4名）
             11 　神奈川県立西湘高等学校（30名）
             18 　つくば市茎崎地区民生委員児童委員協議会（15名）
             21 　佐賀県立致遠館高等学校（21名）
             26 　愛知県立岡崎高等学校（11名）
             31 　富山県立南砺総合高校（14名）

mailto:www-cger@nies.go.jp
http://www-cger.nies.go.jp
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   The Global Carbon Project (GCP) recently organized 

its Annual Scientific Steering Committee meeting in 

July in Beijing. In the meeting the emerging science 

agenda in carbon cycle science and management 

research and possible directions for GCP beyond its first 

ten year cycle (2001-2011) were discussed.  A broader 

consultation with the other Global Environmental 

Change Science community is expected to take place in 

the near future.

   The GCP Tsukuba International Office is undertaking 

a number of exciting activities in fiscal year 2009 in 

addition to the overall management of the Project 

(in conjunction with the GCP Canberra International 

Office). The Tsukuba office also leads one of the 

flagship activities of GCP titled Urban and Regional 

Carbon Management.  The key activities in this fiscal 

year include:

enhancing scientific networks and communications with 

the global environmental change science community, 

organizing a symposium and workshop, contributing 

to scientific assessments, undertaking several research 

publications and developing new research activities.

   In fiscal year 2009, GCP Tsukuba Office has been 

contributing to Urbanization Knowledge Module 

of Global Energy Assessment (leadership by the 

International Institute for Applied System Analyses, 

IIASA), Assessment Report on Cities and Climate 

Change (leadership by NASA and Columbia University), 

World Bank's Cities and Climate Change activities, 

Academy of Science of South Africa's Consensus Panel 

on Low carbon Cities and China Council's Taskforce 

on Urban Development and Energy Efficiency. It had 

also close collaboration with the International Energy 

Agency in FY 2008 for City Energy Modeling and 

World Energy Outlook. Following the success of the 

2009 February Symposium and Workshop in Nagoya 

(co-organized with Nagoya University, 

), the project will give 

continuity to the organization of symposiums to develop 

scientific networks and to facilitate a science-policy 

dialogue for urban carbon management. With Integrated 

Research System for Sustainability Science (IR3S) of 

The University of Tokyo, the project is planning to co-

organize an international symposium on "Cities and 

Carbon Management: Towards Enhancing Science-

Policy Linkages" on November 16, 2009 in Tokyo. The 

event will be essentially a tripartite dialogue between 

the research community, actual decision makers from 

city governments and policy facilitators such as research 

institutes, INGOs, UN and multilateral agencies.  In 

addition, the project is planning to organize a workshop 

in early 2010 to develop a collaborative group of 

researchers in Asia to facilitate a systematic study in a 

number of Asian mega-cities in the area of consumption 

and CO2 emissions in cities. This area has been rapidly 

emerging in the past few years.

   In fiscal year 2009 so far, the Tsukuba office has 

published or submitted five peer-reviewed papers to 

international journals and one paper to the conference 

proceeding in the area of urban carbon management. 

The project is editing and publishing a Special Issue 

in Energy Policy Journal on Cities and CO2 Emission 

as an outcome of the Project's scientific networking 

and facilitation of this field of research.  Additionally, 

with the Institute for Global Environmental Strategies 

(IGES), the project is also editing a book on transport 

and climate co-benefits to be published by Earthscan 

Publishers in the near future.

Major activities of GCP Tsukuba International Office in 2009

Shobhakar Dhakal
Executive Director, Global Carbon Project, Tsukuba International Office
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