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気候変動枠組条約第 17 回締約国会議 (COP17) および
京都議定書第 7 回締約国会合 (CMP7) 報告 (1)
2011 年 11 月 28 日～ 12 月 11 日に、南アフリカ・ダーバンにおいて国連気候変動枠組条約（UNFCCC）
第 17 回締約国会議（COP17）および京都議定書第 7 回締約国会合（CMP7）が開催された。これと並行して、
気候変動枠組条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会（AWG-LCA）第 14 回会合（第 4 部）
（AWG-KP）第 16 回会合（第 4 部）
および京都議定書の下での附属書 I 国の更なる約束に関する特別作業部会
並びに第 35 回補助機関会合（科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合：SBSTA35、実施に関する
補助機関会合：SBI35）が開催された。国立環境研究所からは、日本政府代表団（交渉）、サイドイベント（発
表）、ブース（展示）という三つの立場で参加した。以下、2 回に分けて、各々の立場から概要を報告する。

政府代表団メンバーからの報告 (1)：温暖化国際交渉の
次なるフェーズへ
地球環境研究センター 温室効果ガスインベントリオフィス 高度技能専門員

畠中エルザ

地球環境研究センター 温室効果ガスインベントリオフィス 高度技能専門員

玉井 暁大

1. 経緯

問わずすべての国に適用される議定書、法的文書

今次 COP17 会合は、ここで合意が得られなけれ

または法的拘束力を有する合意成果を 2015 年まで

ば、京都議定書の第一約束期間と第二約束期間と

に得て、2020 年から発効・実施させることである。

の間にいよいよ空白が生じることになるという意

議定書、法的文書、法的拘束力を有する合意成果

味において、重要なものであった。また、そのよ

のいずれの形になるかでまたもめることになるだ

うな節目にあって、京都議定書に参加していない

ろうが、「野心レベル」（注 1）の向上、すなわち

米国や途上国のうち主要な排出国が網羅されるよ

世界全体で現在目指されているレベルを上回る排

うな新たな国際枠組みをどのように構築するかと

出削減の達成に資するような、すべての国に適用

いうことに注目が集まっていた。

される法的性質を有する合意文書を 2015 年までに

以下、今次 COP 会合の主要な成果に焦点を当て

作成することを目指して議論を開始することを決
めたのは、大きな成果だといえよう。なお、AWG-

て概要を報告する。

LCA そのものは、バリ行動計画の目的を達成する
2. 新たな特別作業部会

ための一連の決定を採択し終えるために、もう 1

本 COP 会合の成果として最も際立つものは、強

年期限を延長したのち幕を引くこととなった。

化された行動のためのダーバン・プラットフォー
ム 特 別 作 業 部 会（Ad Hoc Working Group on the

3. 京都議定書第二約束期間
京都議定書の第二約束期間の設定と参加につい

Durban Platform for Enhanced Action）を気候変動枠
組条約の下に設置することに合意したことだろう。

て最近柔軟な姿勢を示していた EU が本会合で同

この作業部会のマンデートは、先進国・途上国を

意を表明し、彼らを中心に据えて京都議定書第二
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約束期間を設定することが合意された。背景には、

の透明性の向上が非常に重要なテーマとなってき

すでに 2020 年の削減目標を視野に 2013 ～ 2020 年

ている。測定・報告・検証（MRV、「地球環境豆知

の EU 域内排出量取引制度の準備をしている EU 自

識」参照）のためのルールが決定されたことは今

身のお家事情や、議長国を抱えるアフリカ諸国が

次会合の大きな成果となった。

アフリカの地を京都議定書の墓場にしてはならな

具体的には、先進国は、まず目標の前提条件の

いという強い意思を有していたことがあった。一

明確化作業を継続することになった。手始めに、

方で、後述のカンクン合意事項の実施に関わる成

各国の数値目標に関係する情報を、共通テンプレー

果、そして新たな国際枠組みとあわせてパッケー

トを用いて 2012 年 3 月 5 日までに提出することと

ジでまとめて受け入れることと引き換えにしたい

なり、SB36 会合期間中に開催されるワークショッ

という、インドをはじめとする主要途上国の思惑

プで発表の場が与えられることになる。これとあ

が反映されたものと思われる。なお、第二約束期

わせ、第 1 回隔年報告書の提出日も 2014 年 1 月

間を 2013 年 1 月 1 日から 5 年間とするか 8 年間と

1 日に決定し、国別報告書については今まで先進

するか、また参加国の数値目標設定の議論は決着

国は通例として 4 年に一度提出する形でその都度

せず、AWG-KP でもう 1 年議論を継続することと

COP 決定で次期提出日を採択していたところ、正

なった。

式にこの頻度での提出を求められることとなった。

第二約束期間への不参加の表明は、ロシア、日

なお、先進国による隔年報告ガイドライン、国際

本、そして少し遅れてカナダがすでに行っている。

評価・レビューに関する手続きも決定された。前

今次 COP17 会合の終了直後に、第一約束期間の完

者では、隔年報告書に含まれるべき内容を表 1 の

了を待たずして、当該約束期間中の排出削減義務

とおり規定しており、国別報告書の中間報告とし

を放棄することにもつながる、議定書そのものか

て、重要事項についてのみ情報を更新して報告さ

らの離脱の意思をカナダが表明したのは印象的で

せる媒体となる。
途上国は、まず各国の適切な緩和行動の前提条

あった。

件に関係する情報を、先進国同様、2012 年 3 月 5
4. カンクン合意事項の実施

日までに提出することとなり、SB36 会合期間中に

今次 COP 会合では、カンクン合意を実施に移し

開催されるワークショップで発表の場が与えられ

てゆくためのさまざまな決定が採択された。中で

ることになる。また、非附属書 I 国による第 1 回

も重要だったのは、緑の気候基金の基本設計につ

隔年報告書の提出期限は 2014 年 12 月中と決定し、

いて合意・採択されたことだろう。この基金は、

非附属書 I 国による隔年報告ガイドライン、国際

コペンハーゲン合意に根ざし、カンクン合意にお

協議・分析に関するガイドラインも決定された。

いて正式に確認された先進国による 2020 年までの

この隔年報告書は、途上国に義務づけられてきた

1000 億ドルの長期的な資金提供等の実施ツールと

既存の国別報告書とは異なり、提出頻度が明確に

なるものである。今回の COP 決定には、COP と基

規定されているところが特徴的である。
今次 COP 会合前にも、国連環境計画の報告書

金との関係性、基金理事会の構成、意思決定方法、

機能等について盛り込まれた。資金的な投入は、 「排出量ギャップをこえて（Bridging the Emissions
条約の締約国のうち、先進国が行うと規定されて

Gap）」が発表され、現在の各国の 2020 年の排出削

いるが、他の資金源から得ることもできる。今後

減目標／排出削減行動量の累積値では、2 度目標の

どの程度の資金を集めることができるかが注目ポ

達成に向けて 60 ～ 110 億トン（二酸化炭素換算）

イントとなるだろう。

足りないという指摘がなされた。計画としての目

また、気温上昇を 2 度以下に抑えるという目標

標、実施としての政策・措置、評価としての報告

の実現に必要とされる排出削減量と野心レベルと

排出量がある程度整合すること、またこれら一連

の間にギャップが生じていることに関して問題視

の取り組みが着実に気候変動緩和につながるよう

する声が高まっていることを受けて、各国の行動

にすることが、とくに先進国には今まで以上に求
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隔年報告書の概要

先進国

途上国

名称

Biennial Reports（BR）

Biennial Update Reports（BUR）

頻度

2 年に一度（第 1 回報告書提出期限：2014
年 1 月 1 日）

2 年に一度（第 1 回報告書提出期限：2014
年 12 月）

内容

①温室効果ガス排出量およびその動向に関
する情報※
②目標
③目標の達成に関する進捗状況
④排出予測
⑤資金、技術、キャパシティビルディング
に関して実施した支援

①国家温室効果ガスインベントリ
②緩和行動
③資金、技術、キャパシティビルディング
面のニーズおよび受けた支援

国際評価・レビュー

国際協議・分析

品質担保の方法

※年 1 回提出している温室効果ガスインベントリの情報を含めることになる。

められている。一方、途上国側においても、緩和

る形で約 1 週間協議が継続されたのち、報告対象

行動と、そのために受けた支援との関係について

ガスの追加等を含む COP 決定が採択された。

の説明責任が高まっている。いずれも、透明性を

先に述べた通り、排出量報告の重要性は益々高

担保するのは簡単ではないが、世界全体での排出

まっている。IPCC の下には国家温室効果ガスイン

削減を進めてゆくための温暖化対策の基盤整備の

ベントリタスクフォースが設けられ、報告の際に

ために、最大限の努力が必要であることは否定で

従うべき各国共通のルールを定めており、比較可

きない。

能性、透明性担保の面からは、目標や政策・措置

この他、カンクン合意事項の実施に向けては、

の効果の報告（注 2）にかなり先行している。今後

適応委員会の活動内容、国別適応計画の内容、資

も MRV ルールを実際の運用に移して行く際に、こ

金に関する常設委員会の機能等についても合意さ

の附属書 I 国のインベントリ報告ガイドラインに

れた。

おける経験や議論が参照されることは間違いない。
なお、こうして条約上の報告の議論に一定程度

5. 温室効果ガスインベントリ、国別報告書関連事項

決着がついたことを受けて、京都議定書第二約束

ここでは筆者らが担当したインベントリ、国別

期間の対象ガス等の議論も、これと整合する形で

報告書関連議題の成果についても簡単に紹介した

収束した。

い。

SBI の国別報告書関連議題は、ここ数年、AWG-

現在、附属書 I 国のインベントリの報告義務を

LCA の議論を反映して、将来の報告の仕組みのあ

規定する UNFCCC 報告ガイドラインを改訂するタ

り方を模索し、先進国と途上国との報告義務のバ

イミングにきている。今次 COP 会合では、第一約

ランスをはかろうとする場となっていた。今回、

束期間終了後の報告に向けた 2013 年の本格改訂を

AWG-LCA において MRV ルールがある程度固まっ

前に、試行期間をとるための仮決定が採択された。

たことを受けて、国別報告書の提出頻度とその内

IPCC が策定した 2006 年 IPCC ガイドラインに従っ

容という根幹部分に関しては、多少は議論が収束

て報告を行うことになるため、2010 年から SBSTA

することになるだろう。今後はそれを取り巻く技

本会合の場以外にもワークシップを開催して議論

術的・資金的支援の側面において議論が過熱する

を重ねてきたが、今次会合でも仮決定とはいえ、

ものと思われる。

かなり細かな点も含めて最後まで議論することと

MRV の一端を担う筆者らインベントリの関係者

なった。結局 12 月 3 日の SBSTA の閉会全体会合

にとっては、今次 COP では関係する決定事項が多

までには合意に至らず、SBSTA 議長の下に参集す

く、重要な一歩を踏み出したと言える。日本にとっ
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ては、京都議定書第一約束期間後、かつ 2020 年か

て担当者が次々と帰国せざるを得ない中で、一気

らの新枠組みを視野に入れての、報告作業に向け

に折り合いをつけなければならなかったからでは

て着々と準備を始めてゆかねばならない。

ないか。
次回 COP 会合のホスト国問題では韓国とカター

6. 最後に

ルとの間で綱引きが続いていたが、今次会合の初

今次会合では上述したようにさまざまな成果が

盤に、COP18 会合はカタールがホストし、閣僚級

得られたが、その多くが会合最後に同時のタイミ

のプレ COP を韓国がホストすることが発表された。

ングでパッケージで合意されている。技術的に細

COP そのものの成功はもとより、議長国がそれに

かい附属書 I 国のインベントリ報告ガイドライン

うまく導くことに強く期待するが、この契機に、

に関する SBSTA 議題においてさえ、最後の最後

カタールをはじめとする中東諸国が低炭素社会づ

まで文書の一部箇所について合意が引き延ばされ、

くりに向けてどのような取り組みの姿勢を示すの

パッケージ合意の取り引き材料の一つになったも

か非常に興味深いところである。期待したい。

のと思われる。今次 COP 議長のヌコアナ＝マシャ

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

バネ氏には、前回 COP のエスピノサ氏のような緻

（注 1）各国がコペンハーゲン合意の下で誓約し、カ

密な議長手腕の発揮はなかったように思うが、意

ンクン合意によって正式に承認された、2020 年の

外に成果が出たのは、参加グループごとに、この

排出削減目標／排出削減行動量の累積値。

タイミングでそれぞれ国に持ち帰らなくてはいけ

（注 2）現在、附属書 I 国の国別報告書において報告

ないお土産事項があり、予想外に交渉が延長され

している。

政府代表団メンバーからの報告 (2)：REDD+ の交渉結果
社会環境システム研究センター 持続可能社会システム研究室 特別研究員

1. COP17 における REDD+ に関する議題

森田 香菜子

REDD+ に関する技術面の検討を行う SBSTA の下

「途上国における森林減少・森林劣化からの排

で求められていたのは、クレジット算定の基準と

出削減、森林の炭素蓄積の保全、森林の持続可

なる森林参照排出レベル（REL）/ 参照レベル（RL）

能 な 管 理、 森 林 の 炭 素 蓄 積 の 強 化 活 動（ 以 下、

や REDD+ 活動の国家森林モニタリングシステム

REDD+）」は、2013 年以降の気候変動対策に関す

に関する様式、セーフガード（REDD+ 実施におけ

る制度枠組の中で、先進国と途上国双方に利点の

る負の影響軽減）に関する情報提供システムのガ

ある対策として注目されている。これまで REDD+

イダンス、森林関連の排出量に関する測定・報告・

に関する制度・政策面は AWG-LCA で、技術面は

検証の様式などを COP17 で検討することである。

SBSTA の下で議論されてきたが、まだ REDD+ の

2. COP17 における REDD+ 関連の合意事項

国際制度は整備されていない。

(1)AWG-LCA（REDD+ 実施のための資金オプショ

COP17 においては、COP16 で採択されたカンク

ン）の決定

ン合意に記されている以下の REDD+ に関する検

REDD+ 実施のための資金オプションに関して

討課題が議論された。REDD+ の制度・政策面を

は、「新規で、追加的、予測可能な、途上国へ提供

検討する AWG-LCA の下で求められていたのは、

される REDD+ に関する資金が多様な資金源（代

REDD+ の完全実施のための資金オプションを探る

替資金を含む公的・民間、二国間・多国間資金）

こと、その報告を COP17 で行うことである。一方、

から拠出される可能性」や「REDD+ を支援する
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マーケットベース・非マーケットベースアプロー

による森林 REL/RL 開発に関する情報や論理的根

チの発展の可能性」などが示されたのみであった。

拠の提出、途上国による森林 REL/RL の定期的な

REDD+ 支援に必要な資金源や REDD+ 実施におけ

更新や森林 REL/RL 案の提出などに合意した。国

るマーケットベースアプローチやオフセットの利

内事情を考慮した森林 REL/RL の策定方法、森林

用など、REDD+ の資金オプションに関する各国の

REL/RL 案の技術評価プロセスなど具体的な手法に

主張の違いがこの結果を生み出したと考えられる。

関しては今後検討することが決定された。
カンクン合意における課題であった REDD+ 活

締約国・オブザーバーの REDD+ の資金オプショ
ンに関する意見提出、テクニカルペーパーの作成、

動の国家森林モニタリングシステムや森林関連の

ワークショップの開催などを通じて、引き続き

排出量に関する測定・報告・検証の様式などにつ

AWG-LCA の下で REDD+ の資金に関して検討して

いては COP17 でほとんど議論されず、今後検討し

いくことが決定された。

ていくことになる。

(2)SBSTA（REDD+ の技術面）の決定
SBSTA においては、REDD+ 実施のためのセー

3. 今後の展望

フガードに関する情報提供システムのガイダンス、

COP17 において、REDD+ 実施のための資金供与

森林 REL/RL のための様式、これらを今後具体化

面、
セーフガードや森林 REL/RL の技術面に関して、

するための課題が示された。

カンクン合意実施に向けた大まかな方向性は示さ

セーフガードに関する情報提供システムについ

れた。しかし、COP17 における REDD+ に関する合

ては、国内事情・能力などを考慮したものである

意文書は、カンクン合意の内容を再確認している

こと、REDD+ を実施している途上国はセーフガー

部分も多く、あまり大きな進展は見られなかった。

ドに関する情報の要旨を定期的に提供することな

UNFCCC の外では、すでにさまざまな途上国で

どに合意した。情報の具体的な種類、情報の提出

REDD+ のパイロットプロジェクトが実施されてい

時期・頻度など具体的な情報提供プロセスに関し

るが、REDD+ 推進のための国際制度構築には、ま

ては今後検討していくことになった。

だ多くの時間を要すると予想される。REDD+ 実

森林 REL/RL のための様式に関しては、締約国

施を推進する上で不可欠な資金供与面に関しては、
REDD+ を支援する資金源だけでなく、資金配分方
法、さらには AWG-LCA における気候変動対策支
援の資金全般の議論との整合性など検討すべき課
題は多い。技術面に関しても COP17 におけるセー
フガードや森林 REL/RL に加え、森林減少・劣化
に結び付く活動の特定、REDD+ 活動を評価する測
定・報告・検証システムの構築などさまざまな検
討課題が残されている。REDD+ の制度・政策面、
技術面の具体的な議論を進めるためには、すでに

写真 1 毎年開かれている Forest Day（REDD+ に関す
るサイドイベント）

実施されている REDD+ パイロットプロジェクトか
らの経験・情報の活用が重要となると考えられる。
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展示ブースの開設および会合参加に関する支援
企画部 国際室

1. はじめに

とのできる」映像を選ぶことが重要だと感じまし

COP17/CMP7 は南アフリカのダーバンで開催さ

た。また、NIES に関する資料を集めたコンパクト

れました。サッカーのワールドカップに続く招致

ディスクを来場者に配布しました。「冊子類は重く

となり、主催者としての意気込みが感じられる会

てかさばるのでコンパクトディスクは助かる」と

議でした。アフリカらしく、また環境に関する会

いう感想がしばしば聞かれました。「モニターで映

議らしく「緑」があふれた会場で、色鮮やかな衣

している映像が入っているか？」という質問も沢

装を身にまとう現地ボランティアたちの活躍も輝

山頂きました。

いて見えました。
その COP17/CMP7 において、企画部国際室は展

3. 各種支援

示ブースの開設と運営を行ったほか、国立環境研

展示ブースのほかにも国際室として各種の支援

究所（NIES）が主催するサイドイベントの開催や

業務を実施しました。NIES 開催のサイドイベント

会合参加に係る登録等事前準備に関する支援業務

では、開催準備の支援を行ったほか、中根英昭審

を担当しました。

議役（兼・国際室長）が NIES を代表して開会の挨
拶を述べました。

2. 展示ブース

また、会議事務局との連絡窓口として参加者登

NIES のブースは会議期間の第一週に開設され、

録や催事申請の任務を実施したほか、宿舎手配な

会場を訪れる各国の政府代表団や NGO、メディ

ども支援しました。政府代表団支援などさまざま

ア等に対する広報活動のために運営されました。

な形態で今回は合計 12 名が NIES から現地入りし

ブースでは、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」

ました。そこで、NIES 参加者に対して適宜声をか

（GOSAT）によって得られた観測データやスーパー

けて状況確認に努めるなどを心がけました。展示

コンピュータを用いた気候変動予測の結果など、

ブースは、展示の機能だけではなく、NIES からの

地球温暖化を中心として NIES の研究活動を紹介し

参加者の「本部」のような役割を果たせたと思い

ました。設置した 2 台のモニターに映し出される

ます。

研究成果の映像は来場者の注目を集めました。成

さらに、企画部広報室や環境情報部情報企画室

果を全部映すのではなく、「来場者の足を止めるこ

と協力のうえ、COP17 における NIES の活動を速

写真 1

展示ブースの様子

写真 2
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報としてホームページで公開したほか、国立環境

わってゆくはずです。さまざまな関係者の知恵を

研究所ニュースにも記事を提供しました（注 1）。

結集して、よりよい貢献や発信のあり方を探って
いくことがますます大切になると考えられます。

4. むすびに

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

以上のように、研究機関として COP/CMP の場
で NIES は多様な活動を展開しました。国際室は

（注 1）
・NIES ホームページ（http://www.nies.go.jp/event/kaigi/

その中で全体調整役を務めました。気候変動に関
する国際的な枠組みが流動的であるのと同様に、

cop17/index.html）
・国立環境研究所ニュース（2012 年 2 月号）（http://

COP/CMP への NIES の関わりかたも時とともに変

www.nies.go.jp/kanko/news/index.html）

＊国連気候変動枠組条約締約国会議（第 1 回～第 16 回）の報告は、地球環境研究センターウェブサイト
（http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/cop/）にまとめて掲載しています。

COP8 ～ COP17 ： 変わったこと、 変わらなかったこと
政府代表団の一員として参加した COP8。正式に NGO 登録し、国立環境研究所として初めてブース展示した
「あの頃と変わっ
COP10。それ以来、7 年ぶりの COP 参加であった。その頃に会議で一緒になった日本の参加者と、
ているのか、変わっていないのか」という話をした。変わっていないことは沢山ある。しかし、この間のグロー
バル化の進行やリーマンショックを経た変化、そして「新興国」の存在が大きくなったことによって、「先進国」
と「発展途上国」とに二分し、それを前提に議論したり交渉したりすることへ
の「違和感」がますます大きくなってきたように思う。米国も欧州も、中国な
どの新興国も、そして日本も、内に「先進国的な」産業などをもって競争しつ
つ、内に「途上国的な」貧困と格差を増大させている。だからこそ、「公式の
政府レベルだけでない、民間や研究レベルでの対話促進」（西岡秀三「気候政
策のもろさを垣間見た COP8」地球環境研究センターニュース 2002 年 12 月号）
がますます重要になっている。これは、「変わらないこと」である。それを実
感した COP17 であった。
会場の隅でも低炭素都市研究に
ついて熱心な討論が続いていた

（審議役
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AGU Fall Meeting 2011 参加報告
−航空機と衛星リモートセンシングによる大気観測の動向−
地球環境研究センター衛星観測研究室
1. 全体の概要

特別研究員

井上 誠

Sciences General Contribution III」 と い う セ ッ シ ョ

米 国 地 球 物 理 学 連 合（American Geophysical

ンが催され、航空機観測プロジェクト HIPPO や成

Union: AGU） の 2011 年 秋 季 大 会 が、12 月 5 日

層圏を含む大気力学に関する口頭発表が行われた。

（月）から 9 日（金）にかけてサンフランシスコの

こ こ で は、HIPPO に 関 す る 発 表 内 容 に つ い て 紹

モスコーン・コンベンションセンターで開かれた。

介する。HIPPO とは、米国の研究航空機 HIAPER

AGU は、大気科学や海洋科学、惑星科学、超高層

を用いた大気観測キャンペーンであり、HIAPER

物理学、測地学、地震学、火山学、水文学、生物

Pole-to-Pole Observations の 略 で あ る。 最 近 3 年 間

地球化学などの地球惑星科学全般に関する研究集

（2009 ～ 2011 年）の異なる季節に 5 回の観測を行

会である。発表総数は約 18,000 件で、内訳は口頭

い、太平洋および北米上空において温室効果ガス

発表約 6,000 件、ポスター発表約 12,000 件であった。

やさまざまな微量気体成分の濃度データを取得し

日本からの研究発表も多く、アジア諸国から多数

た。Miller（米・NOAA）は HIPPO によって得られ

の参加があった。94 カ国から約 22,000 名が参加し、

たオゾンやハイドロフルオロカーボン（HFC）な

今大会の参加者数は過去最多を記録した。今回も

どの物質の鉛直プロファイルを示し、Smith（米・

楽しみながら市内を走る Fun Run や市民対象の講

マイアミ大学）は地表面から超高層（～ 140km）

演会、物品販売が開催されるなど、専門学会の枠

までを包括する全層大気モデル WACCM と HIPPO

を越えた非常に大きなイベントとなっている。ま

の結果とを比較した。また HIPPO の利用研究例と

た 2011 年 3 月の東日本大震災を受けて、東北地方

して、熱帯域上部対流圏の水蒸気分布に着目した

太平洋沖地震に関わる研究発表も多かった。次節

Abrams（米・プリンストン大学）による発表が行

以降では、筆者が特に興味をもった大気科学に関

われた。Christensen（米・オークリッジ国立研究所）

する二つのテーマに焦点を絞り、その内容と会議

が HIPPO データの取得方法についてのポスターを

の感想について報告する。

掲示していた。熱帯から極域にかけての太平洋は
観測点が少なく特に子午面分布はあまり知られて

2. 物質循環とリモートセンシングに関する研究発表

いないので、大変貴重なデータであると思った。

(1) 航空機観測 HIPPO による最新の成果
初 日 で あ る 月 曜 日 の 午 前 に は、「Atmospheric

写真 1

AGU には企業展示のスペースもあります

写真 2
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有用であることを示した。
GOSAT の他にも、各国で温室効果ガスを観測す

測衛星に関する動向
「Remote Sensing of CO2: Observations, Modeling,

るための人工衛星の打ち上げが検討されている。

and Synthesis」というセッションが組まれ、水曜日

アメリカで 2013 年に打ち上げ予定である OCO-2

にはその口頭発表が、木曜日にはポスター発表が

の準備状況が Gunson（米・ジェット推進研究所）

行われた。その中で、国立環境研究所 GOSAT プ

によって報告された。さらに、Bovensmann（独・

ロジェクトのメンバーからの研究発表 5 件につい

ブレーメン大学）はドイツで 2018 年以降の打ち上

て報告する。横田は、GOSAT に搭載された温室

げを目指して検討されている CarbonSat について

効果ガス観測センサ（TANSO-FTS）の短波長赤外

発表し、Liu（中国科学院）は中国で計画されてい

（SWIR）域により推定されたプロダクトのデータ

る TanSat プロジェクトの概要を説明した。温室効

質の概要と今後のデータ処理手法の改良計画、お

果ガスの分布やその変動は社会的にも関心が高い

よび GOSAT を用いた利用研究の状況について紹

ので、このような観測・利用計画もうまく進み、

介した。内野は、エアロゾルや薄い巻雲の存在が

GOSAT を含めた衛星リモートセンシング分野の研

GOSAT SWIR に よ る 二 酸 化 炭 素 カ ラ ム 平 均 濃 度

究が相乗的に進展していくことが期待される。

（XCO2）の算出にどの程度の影響を与えるかにつ
いて発表した。吉田は GOSAT SWIR による XCO2

3. おわりに
筆者にとって AGU への参加は 2 度目であった。

の導出結果における誤差要因を考察して今後の導
出手法改善に向けての途中経過を報告し、井上は

参加者が非常に多く、会場や研究分野も含めてこ

航空機データを用いた GOSAT XCO2 の検証結果を

れほど大規模な学会は他に経験がない。また、国

発表した。Maksyutov は地上観測データや GOSAT

内の学会に比べて航空機や衛星などの観測に基づ

データなどを用いて大気輸送モデルによる逆解析

く研究発表が多く、数値モデルを用いた研究が相

を行い、全球を 64 分割した亜大陸規模の各地域に

対的に少ないという印象をもった。数値モデルを

おける二酸化炭素の吸収・排出量を算出した結果、

重視する日本にいると気づきにくいが、AGU に参

地上観測の乏しいアフリカや南米などの地域にお

加すると現実の大気を反映した解析アプローチは

いて、GOSAT データが推定値の不確実性の低減に

やはり強力で必要不可欠であると実感する。

会場の外を歩いてみると…
AGU の期間中、サンフランシスコは穏やかな晴天が続いて絶好の散策日和となった。研究発表の合間に訪れ
た会場の最寄り駅付近には、多くの高層ビルや華やかな店が建ち並ぶ。その中
でも、駅前にある某ハンバーガーショップは筆者のお気に入りである。また、
会場から徒歩で 20 分くらいの中華街では何度もおいしい中華料理を食べる機
会に恵まれた。お土産には高級チョコレートが定番であるが、スーパーで掘り
出し物の安いお菓子を探すのもお勧めである。駅前や会場付近では大道芸人が
楽器を演奏したり踊ったりと、通行人を楽しませてくれる。雑踏を離れ会場付
近の広場に行くと鴨が泳いでいて心を癒してくれる。サンフランシスコでの一
週間は、日ごろ気ぜわしい研究者にとって憩いと気分転換を与えてくれる場所
会場近くの心安らぐひとこま

であった。
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環境研究総合推進費の研究紹介 (9)

地球環境の実況監視と予測に向けて
環境研究総合推進費 A-0903
「大気環境に関する次世代実況監視及び排出量推定システムの開発」
東北大学大学院理学研究科

1. はじめに

教授

岩崎 俊樹

協力することで、研究の効率化を図るとともに、

本研究では、二酸化炭素、オゾン、ダストエア

分野横断的な情報交換を行うためである。
なお、本研究の参加機関は、東北大学（岩崎俊樹、

ロゾルの全球的 3 次元分布と地表面交換量（地表
面フラックス）を衛星観測データなどから推定す

中澤高清、青木周司、沢田雅洋、横尾好朗）、気象

るシステムを開発している。これらは、大気全体

研究所（柴田清孝、小林ちあき、眞木貴史、関山

に占める割合が窒素や酸素などの主要成分に比べ

剛、出牛真）、国立環境研究所（秋吉英治、中村哲）、

て少ない大気微量成分であるが、地球の気候・環

海洋研究開発機構（宮崎和幸）である。

境に大きな影響を与える。また、全量に対する生
成消滅量が多いために、時間的および空間的な変

2. 大気微量成分の 4 次元データ同化

動も大きい。このため、全球分布の実況を監視し、
変動要因を推定することはたいへん重要である。

ここで 4 次元データ同化とは、時間的にも空間
的にも不規則に分布する観測データから、風や気

近年では、大気微量成分についてもさまざまな

温などの気象要素の時間・空間分布を推定する技

衛星観測データが入手できるようになってきた。

術である。データ同化技術は気象予測の分野で、

しかしながら、各種の制約のために観測データだ

初期条件の作成のために、早くから開発が進めら

けから大気微量成分の全球分布や地表面フラック

れてきた。概念的には、図 1 のように理解するこ

スを推定することは難しい。そこで、本研究で

とができる。t1 時刻の解析値を初期条件として数

は、大気微量成分に関する観測データと数値シミュ

値モデルにより t2 時刻まで予測する。予測結果を

レーションモデル（以下、数値モデル）を組み合

第一推定値とし、観測データにより修正し新たな

わせるデータ同化技術を用いて、全球分布と地表
面フラックスを推定する手法を開発する。数値モ
デルは大気大循環モデルに結合した大気化学輸送
モデルで、大気微量成分の輸送と化学過程による
生成消滅を計算する。また、データ同化には、最
先端の手法である局所変換アンサンブルカルマ
ン フ ィ ル タ ー（Local Ensemble Transform Kalman
Filter: LETKF）を利用する。特に、本研究では二
酸化炭素、エアロゾル（黄砂）、オゾンという三つ
の異なる微量成分を扱う。その理由は、大気微量
成分のデータ同化に関する一般的な手法の確立を
目指すためである。また、分野の異なる研究者が

図 1 データ同化システムの概念図。予測結果を解析
のための第一推定値として使用する。
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二酸化炭素は最も重要な温室効果気体である。
温室効果ガス観測衛星 ｢ いぶき ｣（GOSAT）など

大気微量成分に関する高度なデータ同化の研究

の観測データの同化により、全球大気中の分布お

はまだ始まったばかりである。これまで主流であっ

よび地表面との交換量を推定する。地表面フラッ

た変分法によるデータ同化スキームは、数値モデ

クスは、人間活動に伴う排出のみならず、海洋や

ルを直接変更する必要があり、複雑な化学反応な

陸上植物圏の排出・吸収量に大きな不確実性があ

どに適用することは難しかった。最近になり、数

る。大気・地表面間の交換量を推定することによっ

値モデルの詳細に踏み込まないデータ同化スキー

て、二酸化炭素収支の実態を正確に把握する。本

ムである LETKF が開発された。そこで、本研究で

研究では、LETKF によるデータ同化システムを構

は LETKF による大気微量成分のデータ同化システ

築し、架空データおよび実データによるデータ同

ムの確立を目指すことにした。

化実験を行っている。不確実性の最も大きい陸上
植物圏によるフラックスの推定精度向上に重点を

3. 研究成果と課題

当てている。利用する衛星観測データの誤差特性

二酸化炭素、エアロゾル（黄砂）、オゾンのそれ

の理解と併せて、全球に及ぶ排出量の高精度な推

ぞれについて、LETKF を用いたデータ同化システ

定を目指している。

ムを作成し、架空の観測データを用いた観測シス

(2) 黄砂

テムシミュレーション実験や実際の観測データを

中国奥地のタクラマカン砂漠・ゴビ砂漠などで

用いたデータ同化実験から、十分な性能が確認さ

発生した黄砂は、偏西風に乗って日本にも飛来

れた。特に、4 次元データ同化の結果は、観測デー

し、市民生活に影響を与える。発生源に近い中国

タに誤差が含まれるとしても、観測データの種類

や韓国ではその影響はさらに深刻である。本研究

と量の増加に従って精度が向上することが確認さ

では、LETKF によるデータ同化システムにより、

れた。これは、観測データの有効利用の手法の確

CALIPSO 搭載のライダー観測で得られた減衰後方

立を意味し、今後の観測システムの展開に向けて

散乱係数などの同化手法を開発している。図 2 は

大変意義がある。以下、それぞれのシステムにつ

地球観測衛星 CALIPSO による観測データの同化を

いて、現状と課題を簡単に述べる。

行った場合と行わなかった場合を比較して、黄砂

図 2(a) データ同化を行なわなかった場合と (b) 行なった場合の 2007 年 5 月 28 日における地表面ダスト濃度推
定値（日平均；一般的な環境基準値である 100μgm-3 以上の領域に濃淡を付加；色が濃いほど高濃度）およびそ
の日に黄砂を観測した気象官署（黒丸で示した場所；ただし日本国内のみ）。この日、九州・四国地域は黄砂に
覆われていたが、その他の地域にはほとんど黄砂が到来しなかったことが観測およびデータ同化結果からわかる。
（Sekiyama et al.（2010）を改変）
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予測の精度が格段に向上することを示した。今後、

データ同化コードの開発は困難である。予報数値

気象庁の黄砂予測のための衛星データ同化システ

モデルの計算コードに強く依存しない LETKF デー

ムの現業化を目指す。

タ同化はオゾン解析システムに有利である。デー

(3) オゾン

タ同化システムを海洋研究開発機構、気象研究所、

オゾンは有害紫外線を吸収する有益な大気微量

国立環境研究所の三つの化学輸送モデルに適用し、

成分である。しかし、大気下層においては人間の

比較実験を行っている。観測データが増えるに従

健康を害する大気汚染物質でもある。気候および

い数値モデル依存性が減少するという良好な結果

大気環境を把握・理解する上でオゾンの時空間分

を得ている。オゾンの実況監視・予測精度の向上

布に関する情報が求められる。オゾンは化学的な

が期待できる。

活性が高く、数値モデルが複雑で、変分法による

＊ 環 境 研 究 総 合 推 進 費 の 研 究 紹 介 は 地 球 環 境 研 究 セ ン タ ー ウ ェ ブ サ イ ト（http://www.cger.nies.go.jp/
cgernews/suishinhi/）にまとめて掲載しています。

最近の発表論文から
＊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。
A roadmap towards a Low-Carbon Society in Japan using backcasting methodology: Feasible pathways
for achieving an 80% reduction in CO2 emissions by 2050
（バックキャスティング手法に基づいた日本低炭素社会への道筋検討 ： 2050 年までに CO2 排出量 80%
削減を実現するための道筋）
芦名秀一 , 藤野純一 , 増井利彦 , 榎原友樹 , 日比野剛（2012）Energ. Policy. 41, 584-598
本研究では、技術進歩と段階的な市場普及、さらにはトップランナー制度の拡大等技術普及を加速させ
る政策の効果を加味した評価が可能なバックキャスティング手法を用いたモデルを開発した。これを用い
て、日本を対象として 2050 年までに CO2 排出量を 1990 年比で 80% 削減するための対策および政策の導

入道筋を定量的に検討した。市場を通じた消費者の選好に支えられて低炭素型技術の技術革新が進むと仮
定すると、消費者が早い段階から低炭素型技術を選択し CO2 削減を進めることが技術普及を促すことにつ

ながり、コスト効率的な低炭素社会実現への道筋であることを明らかにした。

地球環境研究センターのウェブサイト (http://www.cger.nies.go.jp/ja/about/
results/) には、この他の論文情報も掲載されています。
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2011 年度ブループラネット賞受賞者による
記念講演会 (2)
2011 年 11 月 11 日、国立環境研究所地球温暖化研究棟 交流会議室で開催された 2011 年度ブループラネッ
ト賞受賞者講演会でのジェーン・ルブチェンコさん（米国商務省次官、米国海洋大気局［NOAA］局長）
による講演内容（要約）を紹介します。なお同時に受賞されたベアフット・カレッジ（インド、創設者バ
ンカー・ロイさん）による講演要約は地球環境研究センターニュース 1 月号に掲載しています。
ブループラネット賞およびジェーン・ルブチェンコさんの略歴については旭硝子財団のホームページ
（http://www.af-info.or.jp）を参照してください。

海が直面している緊急事態、同時に見えている希望
Dr. Jane Lubchenco（ジェーン・ルブチェンコ）さん

（米国商務省次官、米国海洋大気局［NOAA］局長）

海は、ご存じの通り地球の表面の 70% を占めて

科学者の社会契約

います。地球上の水分の 97% は海水です。海は地

科学的な情報は、問題を理解しその解決策を見

球上の生命の起源だと考えられており、陸上より

出す機会を与えてくれます。今日、私は現在の問

もはるかに多様な生物を支えています。また、海

題と解決策の両方についてお話したいと思います。

は地球の天気や気候を制御し、人間、植物、動物、

私からのメッセージは二つです。
今、海が直面している緊急事態と、同時に見え

微生物などすべての生物に生活の基盤を提供して
います。つまり海が地球上の生命を支えているの

ている希望です。

です。ですから、われわれが海に目を向けてみる
ことはとても大切です。

解決策というのは、科学だけで導くことができ
るものだけではありません。政策決定者や企業リー

海は長い間、食料や薬、公園、あるいは宗教的

ダー、または自治体と情報を共有することも必要

な場などとしての役割を果たしてきました。海は、

です。地域のコミュニティや伝統的知識からわか

その声に耳を傾ける人にはひらめきや知識をもた

ることもあります。科学者の社会契約の概念は、

らします。しかし、そのあまりの広さと深さに、

科学者が社会に対して貢献する責任だけでなく、

海にも限界があることを忘れ、私たちは海から美

地球と地球上の生命が私たちに伝えていること、

しさと恵みを当然のように奪いとってきました。

そして科学者でない人々のアイデアに耳を傾ける

私たちは海の未来を守ることができず、ひいては

ことも含んでいます。
私たちはしばしば経済と環境の二者択一を迫ら

自分たちの未来を危険にさらしてしまっています。
その結果、社会はどんどん脆弱になってきていま

れます。しかし私はそうした選択肢の立て方に異

す。沿岸域のコミュニティ、経済、そして人々の

を唱えます。経済と環境の両方にとって、長期的

健康までもが脅かされています。

にも短期的にも利益になる方法がきっとあると信
じています。そして、このような解決策こそが持
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いう現象が起きています。

続可能なものだと思います。
本日紹介する解決策は、科学の進展と地域のもっ

海洋酸性化の影響はまだ少ししか明らかになっ

ている知識の両方から生まれ出たものです。目指

ていませんが、これは深刻な課題です。すべてで

すものは、より持続可能な海の利用です。私たち

はありませんが、ほとんどの動植物が、酸性化に

がその恩恵を受けながらも、使いつくさないよう

より悪影響を受けています。
この他にも、酸欠海域の増加、より毒性の高い

にするために。

アオコの発生、サンゴの白化、海岸の汚染、絶滅
危惧種の増加、高次捕食者の消失、病気の増加（海

海に起きている変化
海は 100 年前に比べ、温かく、水位が高く、荒

産物にも影響）、漁業の衰退などが起きています。

れやすく、塩分が高く、酸素が少なく、より酸性

人間が広い範囲にわたり肥料を使用しマメ科の

になっています。それぞれにおいて科学的な報告

植物を植えることで、年間の窒素固定量は今では

があります。これらの一部について詳しく説明し

自然に固定される量の 2 倍以上になりました。し

たいと思います。

かし、土壌中の窒素すべてが植物に利用されるわ

海水面の温度は上昇し

けではありません。その

て き て い ま す。 さ ら に、

ため、陸水や沿岸域の富

極氷冠（polar ice caps）や

栄養化が起こります。そ

氷河の融解、そして温か

の結果、沿岸付近の海域

い水の方が冷たい水より

で酸素が非常に少ない場

も容積が大きいことが要

所（dead zone）が生じて

因となり、全球の海水面

しまうのです。この他に

の 上 昇 が 起 き て い ま す。

も侵入種が増加し、野生

また、pH は下がってきて

種の漁獲量は頭打ちにな

います。海は大気から二

り、カリブ海と太平洋で

酸化炭素を吸収し、より酸性になっているのです。

はたくさんのサンゴが消えています。

現在、海は産業革命開始時にくらべ 35% も酸性が
強くなっています。海洋酸性化の速度や地域によ

漁業による大きな打撃
次に、世界の漁業の変化についてお話したいと

る違い、そして今後どうなるのかについて、世界

思います。これは、とても重要であるにも拘らず、

中の研究者が強い関心を示しています。
海洋酸性化の主要な影響の一つは、炭酸カルシ

広く認識されていない問題です。

ウムでできた骨格や殻を有する動植物へのもので

国際連合の食糧農業機関が毎年公表している

す。骨格や殻の形成に支障が生じ、溶解も早まっ

データを使い 1951 年から 1999 年の地球上の漁業

てしまいます。サンゴ、カキ、ウニ、イガイ、植

活動の変遷を見てみましょう。ある場所で海産物

物プランクトンなどは海の酸性化により影響を受

がとり尽くされると、それ以上そこで漁獲を続け

ける生物の一部です。

ることはできなくなり、漁師たちは別の場所に移

しかし、酸性化の影響はそれだけではありませ

動します。これを視覚的に見てみると、漁業活動

ん。海水の中の音の伝達や動物の嗅覚にも障害が

のピークが沿岸部から徐々に沖合に移動し、同時

出ます。例えば、サケ科の魚は産卵する川を匂い

に南へと移動していったことがわかります。漁業

でかぎ分けますが、この能力に支障がでます。ま

活動がピークを超えると、多くの場合資源が枯渇

た、映画「ニモ」で知られるクマノミは捕食者を

し漁業が崩壊した場所となります。そのような場

匂いで感知し、イソギンチャクの中に隠れて身を

所はその後資源が回復する場合もあれば、回復で

守りますが、酸性化により嗅覚が鈍ってしまいま

きないこともあります。人間は非常に短い期間で

す。その結果、逆に敵に向かって泳いでしまうと

海の資源をとり尽くし、今では手つかずの場所は
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す。地域の自治体や住民を巻き込み、長く継続で

同じことを、別の見方で見てみましょう。1950
年から 2000 年の地球上の漁業の状態を調べてみた

きる活動の組み合わせを見きわめる必要がありま
す。

ところ、1950 年には 90％の海域が、漁業活動が “進

米国では、このような空間計画と生態系アプロー

行していない” または “進行中” に分類されていま

チの組み合わせを採用する動きが始まっています。

したが、2000 年には 70% 近くが “過度な漁獲” ま

オバマ大統領の大統領命令を受け、米国で初めて

たは “漁業の崩壊” に分類されるようになっていま

の国家海洋政策（National Ocean Policy）ができま

した。

した。これは健全な海と沿岸の管理責任に重点を

漁業は対象としていない種に影響を及ぼすこと
があります。ウミガメ、海鳥、哺乳種、他の魚な

置き、大きな海洋生態系に着目した地域スケール
の空間計画の枠組みを作るというものです。

どが混獲されてしまうことがあるのです。また、
漁業活動以外にも、原油流出や営巣できる海岸の

・漁獲割当制度
二つ目の解決策は漁獲割当制度（catch share）と

減少なども多くの生物にとって影響があります。
生息地も脅かされています。

よばれるものです。これは過去の漁獲量をもとに
して漁船やコミュニティごとに今後の漁獲量のう

科学的知見を基にした対策がはじまっている

ちの一定の割合を配分するという方法です。これ

・生態系アプローチと空間計画

は、漁業経済に大きな変化をもたらします。漁業

このように私たちは数多くの課題に直面してい

を健全に保とう、よく管理しようという漁業者た

ますが、良いニュースもあります。私たちが導き

ちの意欲向上につながります。全体の漁獲量が多

だした科学的知見を用いて人々が解決策を導き出

ければ多いほど、自分が獲得する量も多くなるか

しています。

らです。したがって漁獲割当制度とは漁業、経済、

一 つ 目 は「 生 態 系 ア プ ロ ー チ（ecosystem
approach）」です。これまで、陸や海で行われるさ

そして保全を同時にかなえるメカニズムであると
いえます。

まざまな活動は事柄別、部門別に管理されてきま
した。そのため個別の問題を総合的に検討する機

・生息地の保全
三つ目の解決策は生息地の保全、特に海洋保護

会がなかったことが問題の一つでした。
このアプローチでは、さまざまな活動の個々そ

区（marine protected areas） と 資 源 採 取 禁 止 区 域

して全体の影響を考慮し、健全で、生産的で、回

（no-take marine reserves）です。何らかの方法によ

復力の高い生態系を長期的に維持することを目指

り保護されている海域というのは極めて少なく、

します。人も生態系の一部ととらえ、総合的な視

全体の 1% 未満です。これは陸域の 10 ～ 15％が

点で管理を行います。現在ではこのアプローチは

保護されている事実と対比してみてもとても少な

広く使われるようになってきています。例えば空

い数値です。しかも、その 1% 未満の中でも、資

間計画（spatial planning）に使われており、ある場

源の採集活動や撹乱活動から完全に守られている

所において、同時に実施できる活動の組み合わせ

資源採取禁止区域は 1 割未満です。しかしこれは、

を検討し、異なる活動の対立や環境への負荷を最

十分に活用されてはいないものの、とても現実的

小限に抑えるために活用されています。

で重要な新しい方法です。

海の利用はしだいに過密状態となっており、利

ある地域が保護区域として守られると、その中

用を巡る対立が増えてきています。たとえば再生

の生物多様性は豊かになり、周囲にあふれ出て、

可能エネルギーや養殖などで対立が起きています。

その周りの生態系の回復に役立ちます。さらには

空間計画はそれらの対立を解消し、環境への影響

魚などの生物の、繁殖力の高い大きな成熟したメ

を軽減することができます。しかし、これが成功

スの保護が可能になります。このような非常に大

するためには、ボトムアップである必要がありま

きな可能性を秘めています。

－ 16 －

地球環境研究センターニュース
・多様性の確保が環境変化の適応策に

Vol.22

No.11（2012年2月）

A1: 現在、連邦議会には数名科学者がいますが、そ

生息地の保全は、気候変動や海洋酸性化などへ

の人数は減ってきています。これは非常に残念な

の対策にもつながるかもしれません。温室効果ガ

ことで、私ももっと増えれば良いと強く願ってい

スを減らすことはもちろん必要ですが、資源採取

ます。しかし、同時に、科学者でないすべてのメ

禁止区域を作り、その中で生物の遺伝的多様性を

ンバーが科学に対して理解を示すことも重要だと

高く維持できれば、気候変動や海洋酸性化などの

思います。

環境変化への適応が促されると期待できます。
Q2: 今生徒たちにもできることはありますか？
・情報の普及

A2: 一人ひとりができることはたくさんあります。

解決するにあたって最後にとても重要なのは、

まず、エネルギーに対して意識を高めることはと

これらの問題や対策に関する一般の認知度を高め

ても大事です。自分自身の二酸化炭素排出量を減

ることと管理向上への努力です。自然を支配する

らす努力をしたり、自分たちのいる場所やもっと広

のではなく、自然と共存して生きようという考え

範囲の排出量を調べたりして、全体的に温室効果

が広まっています。若い世代、メディア、さらに

ガスを減らすための方法を考えることもできます。

多くの NPO の活動を通じて情報の普及や解決策を

また、自分が食べる海産物が持続可能な方法で採

受け入れる機会が増えています。これらのことは、

取あるいは養殖されているかを考えることも大切

良い科学情報をもとにして発信されることが重要

です。もちろん炭素だけでなく、
生き物の生息場所、

です。つまり、科学者たちが社会と相互に交流し、

食べ物の選択などにも関心を高め、情報を共有し、

社会の動きに対してオープンになるということが

保全に取り組む団体と協力をすることもできます。

重要です。

問題が大きすぎてたじろぐ人もいますが、実は個
人にできることはたくさんあるのです。

私たちは今、緊急事態に直面していると感じて
います。また、科学者は、社会が最も重要な問題

Q3: 特に発展途上国などでは生物多様性の保全より

に目を向ける手助けをし、社会へ情報を提供し、

も食糧問題などのほうが優先課題となっています。

社会の声に耳を傾ける責任があると感じています。

予算に限りがあるときに生物多様性の保全にどう

目標と危機と希望を意識しながら、地球の住民と

取り組めば良いのでしょうか。

して力をあわせることでより持続可能な未来を手

A3: 地球上の生態系は気候の調整、食糧の供給、水

に入れることができると信じています。私は科学

の浄化、洪水の制御、浸食からの沿岸部の保護な

者の社会契約の実行に努めます。私は本当に差し

どにより人間に恩恵（生態系サービス）をもたら

迫った危機を感じています。あなたもそう思いま

しています。しかし生態系への影響を考慮せずに

せんか？

経済発展を行った結果、現在では生態系サービス
の 70％を失う深刻な危機に直面しています。私た

講演の後、講演者と参加者との間で質疑応答の

ちは、経済と自然から受ける恩恵のトレードオフ
をしっかり理解した上で、開発の計画を立てる必

時間が設けられました。簡単にご紹介します。

要があります。いまや生物多様性の保全は贅沢品
Q1: アメリカの連邦議会に科学者がいないのはなぜ

ではなく必需品なのです。

ですか？

＊本稿は、生物・生態系環境研究センターホームページ（http://www.nies.go.jp/biology/index.html）に掲載
されたものを同センターの許可を得て地球環境研究センターニュース用に一部加筆修正しました。生物・
生態系環境研究センターホームページには英語版も掲載しています。
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〜レビュアーとは？〜

地球環境研究センターニュース 2009 年 11 月号

合、対象国は訪問する 1 カ国であり、審査チーム

では、温室効果ガスインベントリについて審査さ

は各分野 1 名の計 6 人で構成される。また、各審

れる立場から記述している。今回は他国を審査す

査は UNFCCC 事務局担当者がコーディネーターと

る立場（レビュアー、審査員）について紹介を行う。

して随行する。なお、レビュアーの所属は GIO の

温室効果ガスインベントリオフィス（以下 GIO）

ような各国の温室効果ガス（GHG）インベントリ

からは毎年審査員の資格をもつメンバーが専門家

作成機関のほか、研究機関、大学教員、国際機関、

審査チーム（Expert Review Team: ERT）の一員とし

民間コンサルタント会社などである。なかには、

て他国の温室効果ガスインベントリ審査に参加し

2006 年 IPCC ガイドラインの著者も含まれる場合

ており、2011 年は計 4 名がレビュアーとして参加

がある。
図 1 は温室効果ガスインベントリ審査の流れと

した。
審査には、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）

レビュアーの主な業務を示したものである。イ

事務局のあるドイツ・ボンに集まり複数国を審査

ンベントリ審査は主に国家インベントリ報告書

する『集中審査』と対象国を訪れて審査を行う『訪

（NIR）、共通報告様式（CRF）に対して行う。キー

問審査』がある。集中審査の場合、標準的な審査チー

カテゴリーと呼ばれる主要排出源を中心に「排出

ムはエネルギー、工業プロセス、農業、土地利用、

量や算定方法が妥当か？」「算定から抜けている排

土 地 利 用 変 化 及 び 林 業 分 野（Land-Use, Land-Use

出源はないか？」「前年の年次インベントリ審査報

Change and Forestry: LULUCF）、廃棄物と分野横断

告書（ARR）の指摘事項に対応しているか？」な

的事項の 6 分野各 2 名の 1 チーム 12 人で編成され、

どについて、IPCC ガイドラインの算定方法や値（デ

附属書 I 国と非附属書 I 国のバランスや地理的バラ

フォルト値）との比較、他国との比較を通して審

ンスを考慮して構成される。また、そのうち 2 名

査を行う。前年提出値から算定方法や排出係数を

はリードレビュアーとしてチームをとりまとめる

変更したり、新たな統計値の公表により排出量が

役割を負う。1 チームの対象国は附属書 I 国の 4 ～

変わることにより、過去の報告年に遡って再計算

5 カ国であり、多くの場合、主に 1 人が 2 ～ 3 カ

されている排出源については入念にそれらの妥当

国の各分野を審査することとなる。訪問審査の場

性のチェックを行う。例えば、当該国が「排出量

4月

審査の流れ

5月頃

各国による温室効果ガス
インベントリ提出

7月頃

ステータス
レポート発行

統合評価
報告書発行

審査対象物
共通報告様式(CRF)
国家インベントリ
報告書(NIR)

事前チェック
（事前質問の送付）

8～9月頃

翌年3～4月頃

集中/訪問
審査期間

年次インベントリ審査報
告書（ARR）発行

各国の温室効果ガス
インベントリのチェック
（審査チームの集合）

年次インベントリ
審査報告書案作成

レビュアーの主な業務

標準電子様式(SEF)※
※ 標準電子様式（SEF）：Standard Electric Format。京都
メカニズムで獲得したクレジット量などの数値をまとめ
たデータファイル。

図1

温室効果ガスインベントリ審査の流れとレビュアーの主な業務
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削減技術の普及と研究の発展により、新たな国独

多くの場合は事前質問をその期間の 1 週間前まで

自の排出係数が開発され、排出量の更新を行った」

に作成し、該当国へ送付しているため、審査対象

といった場合は、「その排出係数が国の状況に合致

物のチェックは 2 週間～ 1 カ月前から取りかかっ

し、参考文献なども十分にまとめられており、そ

ている。集中 / 訪問審査期間後も ARR の作成が残っ

の変更に至る決定が妥当と判断できるか？」といっ

ており、この作業は最終的な ARR が UNFCCC の

た点を調べていく。分野横断的事項のレビュアー

公式文書として公表されるまで断続的に行われる。

は国内制度のチェックや京都メカニズムで獲得し

これらすべてを含めた実働としては、分担する国

たクレジット量などに不整合がないかといった点

数やレビュアーとしての参加回数などによっても

についてもチェックを行っている。なお、算定方

異なるが、おおよそ 1 カ月程度と思われる。

法や排出量などに重大な問題があるもしくはその

なお、温室効果ガスインベントリのレビュアー

疑いがある場合は追加質問と潜在的問題点をまと

になるためには、まずは国内で温室効果ガスイン

めた文書を作成し、当該国へ送付し、改善を要求

ベントリに関する専門家として認知され、国の推

することとなる。

薦を受ける必要がある。その後、オンライントレー

審査の最も重要な期間は審査チーム全員が集ま

ニングで実施されるレビュアートレーニングを受

る『集中 / 訪問審査期間』の 1 週間（月～土曜の実

講したのち、セミナー形式の実践的なトレーニン

働 6 日間）であり、その期間に前述の主なチェック、

グ（擬似審査）を経て、ペーパーテストに合格す

追加質問と潜在的問題点をまとめた文書の作成を

ることにより資格が認定される。

行うとともに、ARR の草案作成を開始する。また、

（文責：酒井広平）

パンフレットの紹介

温暖化

環境省

STOP THE 温暖化 2012
環境省は、地球温暖化について、その原因や影響、対策について解説したパンフ
レット「STOP THE 温暖化 2012」（A4 判 28 ページ）を作成しました。国立環境研

Contents
第1章

地球温暖化

第2章

科学が明らかにした実態

第3章

このままでは地球が危ない

第4章

二酸化炭素排出の現状と世界の取組

第5章

わが国の取組

巻 末

本当に深刻？ ここが気になる温暖化Q&A

究所は本パンフレットの監修を行っています。
パンフレットの PDF ファイルは、環境省ウェブサイト（http://www.env.go.jp/earth/
ondanka/stop2012/index.html）からダウンロードできます。

温暖化から日本を守る適応への挑戦 2012
温暖化から
日本を守る

適応への
挑戦
2012

環境省他関係省庁は、地球温暖化への適応策について、考え方やわが国の取組に
ついて解説したパンフレット「温暖化から日本を守る

適応への挑戦

2012」（A4

判 28 ページ）を作成しました。国立環境研究所は本パンフレットの作成に協力し
気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）
は、2007年に発表した報告書
（第4次評
価報告書＝AR4）で「温暖化には疑う余地がない」と断定しました。大気や海洋の
世界平均温度の上昇、北極の氷及び山岳氷河などの広範囲にわたる減少、世界平
均海面水位の上昇等が観測され、今や地球が温暖化していることは明らかだとし
ています。温暖化に対して私達がとるべき主な対応策は
「緩和
（温室効果ガス排出
の削減）
」
と
「適応
（影響に対応した人間社会の調整）
」
です。このパンフレットでは、
このうち、特に
「適応」
について、その考え方やわが国の取組を中心に、具体的な
計画・事例などを紹介しています。

ています。
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