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1. ADPの成果
　南アフリカ・ダーバンの COP17（締約国会議に

ついては地球環境豆知識参照）で設置が決まり、

2015 年の COP21 で 2020 年からの将来枠組み等を

決定するための議論を行っている ADP では、今後

の議論の方向性や進め方が決定された。

　2020 年以降の将来枠組みについては、先進国及

び途上国各国に対し、予定されている（intended）

国 内 で 決 定 さ れ た 貢 献 度（nationally determined 

contributions）、すなわち各国内の意思決定プロセ

スで自主的に決定した削減目標・削減行動につい

て、国内で準備を開始または強化すること、また

COP21 より十分に事前に（可能ならば 2015 年の第

1 四半期までに）それを表明するよう呼びかける決

定がなされた。当初、約束（commitment）となっ

ていたが、合意の直前に貢献度（contribution）に

置換された。これは、途上国に配慮して「貢献度」

という弱めの表現を用い、かつ COP21 の前に貢献

度に関して事前に協議する余地を残すものである。

　2020 年以前の野心レベルの向上、すなわち、世

界全体で現在目指されているレベルを上回る排出

削減の達成に向けては、削減目標や削減行動を依

然表明していない国には表明を、先進国には削減

目標の速やかな実施や、削減目標の（向上させる

方向での）見直し（revisit）、また削減目標の前提

条件があればその見直しを、削減行動を表明した

途上国にはその実施や必要に応じてその行動の強

化を促すことになった。

　また、高い削減ポテンシャルが見込まれる行動

の機会を技術的に評価する作業を 2014 年から加速

させること、都市や地方レベルにおけるベストプ

ラクティスの共有を進めること、自国での排出削減

努力の分を増やしてもらうべく CER（クリーン開

発メカニズムから得られるクレジット）の自主的な

取り消しの推進を各国に勧めることが決められた。

2. 長期的資金
　今回の COP 議長国ポーランドが出したいと考え

ていた成果には、上記の ADP の議論の方向付け以

外に、資金というテーマがあった。

気候変動枠組条約第 19回締約国会議 (COP19) および
京都議定書第 9回締約国会合 (CMP9) 報告 (2)

　2013 年 11 月 11 日～ 23 日に、ポーランド・ワルシャワにおいて国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第 19 回
締約国会議（COP19）および京都議定書第 9 回締約国会合（CMP9）が開催された。これと並行して、強化され
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（ADP）第 2 回会合（第 3 部）、および第 39 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：SBSTA39、実施に関する補助機関会合：SBI39）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
3 つの立場で参加した。以下、政府代表団による交渉について概要を報告する。サイドイベントの報告は地球環
境研究センターニュース 1 月号に、展示ブースについては、国立環境研究所ウェブサイト（http://www.nies.go.jp/
event/cop/cop19/exhibition/20131111-16.html）に掲載している。

2015 年合意に向け、折り返し地点へ　

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　　小野 貴子

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

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201401/278002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201401/278002.html
http://www.nies.go.jp/event/cop/cop19/exhibition/20131111-16.html
http://www.nies.go.jp/event/cop/cop19/exhibition/20131111-16.html
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　この中では、とくに長期的資金の作業プログラ

ムに関する決定が重要だった。その内容は、カン

クン（COP16）で正式に合意された、2020 年まで

に途上国支援のために毎年 1000 億米ドルを準備す

るという目標に向けての先進国のコミットメント、

資金提供規模の予測可能性を向上させることが重

要であると COP として認識し、気候変動に係る公

的資金準備の継続性の維持を先進国に促すことで

ある。また、先進国に対し、2 年ごとに、気候変動

に係る資金提供を 2014 年から 2020 年にかけて増

加させるための戦略等に関する情報を提出するよ

う呼びかけることが決まった。なお、同決定によ

り、長期的資金に関する検討の継続やワークショッ

プ等の開催、気候変動資金に関する 2 年ごとの閣

僚級の対話を 2014 年から 2020 年にかけて実施す

ることも決定された。

3. 気候変動の悪影響による損失と被害（ロス&ダメージ）
　今次会合では、気候変動の悪影響に対してとく

に脆弱な途上国における、極端現象および徐々に

起こる現象（海面上昇等）を含む、損失と被害に

取り組む（address）ためのロス & ダメージに関す

るワルシャワ国際メカニズムが設置されることが

決まった。本メカニズムは、①ロス & ダメージに

取り組むための包括的なリスク管理のアプローチ

に関する知識や理解の向上、②関係ステークホル

ダー間の対話、調整、一貫性と相乗作用の強化、

③資金、技術、キャパシティビルディングを含め

た行動と支援の向上といった機能をもつこととな

る。本メカニズム最初の執行委員会は 3 月までに

開催し、関係国際機関や地域機関のオブザーバー

参加を求める予定である。執行委員会は今後 2 年

間の作業計画を作成する。当該執行委員会の構成、

手続きは SBSTA と SBI が決めることとなった。

　こうして、途上国、とくに島嶼国の強い主張に

よりロス & ダメージのメカニズムが設置されるこ

とになったが、COP16 で合意されたカンクン適応

フレームワーク下での設置、すなわち既存のロス

& ダメージに関する議論の範疇を超えないよう先

進国が歯止めをかける形での合意となった。先進

国側の大きなコスト負担を伴う可能性があるから

である。複雑な仕組みになっているため、実際に

どのような展開になるかは今後注視が必要である。

4. 温室効果ガスインベントリ、国別報告書、隔年（更
新）報告書関連事項
　筆者らが交渉に関わった、測定・報告・検証可能性、

すなわち透明性の確保の観点から重要な温室効果ガ

スインベントリ、国別報告書、隔年（更新）報告書

等の議題では、いくつかの重要な進展が見られた。

　途上国の隔年更新報告書（BUR、表 1 参照）の

品質担保の役割を担う国際協議・分析（ICA）のう

ち、技術的分析を行う技術専門家チームの構成等

に関する議題については、構成等のありようによっ

て実質的に技術的分析の中身や深さが変わってく

ることから、前回の COP18 での採択を目指してい

たものの、合意できていなかった。ただ、最初の

BUR 提出期限が 2014 年 12 月末に迫っており、そ

の 6 か月以内に開始される ICA のプロセスに向け

準備が必要なこともあり、ようやく今回合意に至っ

たものである。その内容は、チームのメンバー選

定にあたっては、選定を行う条約事務局に対し非

附属書 I 国の国別報告書に関する専門家協議グルー

プ（CGE）がガイダンスを与えること、また BUR

に含まれる情報を網羅するために必要な専門性を

考慮に入れつつ、可能な限り、少なくとも 1 名、

かつチーム全体の 3 分の 1 以下を CGE メンバーで

占めること、加えて、チームメンバーの半数以上

は非附属書 I 国からの専門家で構成すべきとされ

た。なお、技術的分析の目的は、緩和行動及びそ

の効果に関する透明性の向上であり、国内政策の

妥当性は対象外となった。

　CGE の活動に関する議題も、作業内容の定義づ

けが上記 ICA の議題の影響を受けたことから、結

論が度々先送りにされていたが、今次会合でよう

やく合意をみた。その内容は、COP19 で失効する

CGE の暫定マンデートに代わる新マンデートの制

定、活動期間を 2014 ～ 2018 年の 5 年間とすること、

国別報告書に加え BUR を技術支援の対象に追加す

ること等である。

　先進国の隔年報告書（BR）及び国別報告書の審

査に関する議題では、審査の目的・タイミング・

手続き・審査報告書の構成等について協議が行わ

れ、審査ガイドラインの改訂作業が完了した。こ
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の中で、BR と国別報告書が同時に提出された場合

は訪問審査を実施するが、BR のみが提出された場

合は原則として当該国を訪問せず、条約事務局の

所在地のドイツ・ボンにおいて集中審査を実施す

ることが決まった。訪問審査と集中審査とでは一

つの審査チームが取り扱う国の数が異なり、実質

的に審査の深さが異なってくるものである。

　なお、日本も昨年の 12 月 27 日に 2020 年目標を

含む隔年報告書を提出している。この報告書は、上

記ガイドラインに沿って、技術評価に付された後、

SBI における多国間評価（multilateral assessment）

というプロセスを経ることになっており、その中

で削減目標の達成の状況が評価されることになる。

　また今次会合では、議論開始から 4 年を経て、

ようやく附属書Ⅰ国の年次インベントリ報告のた

めの新 UNFCCC ガイドラインが採択された。これ

は 2015 年 4 月提出インベントリから適用されるも

のである。これまでの交渉では IPCC が開発した排

出量算定のための方法論（2006 年 IPCC ガイドラ

イン）の内容を、各国に報告を義務付けるルール

に議論しながら反映させるという作業が主だった。

今次会合では、COP19 直前の IPCC 総会で新たに

承認された IPCC 湿地ガイドラインの取り扱いにつ

いて議論が行われ、当該 IPCC ガイドラインはひと

まず自主的適用とすることで決着した。こうして、

先進国が 2015 年 4 月以降に提出する年次インベン

トリから、対象排出源・吸収源、算定方法、対象

ガス、地球温暖化係数（GWP）等が一部変更され

ることが確定した（畠中エルザ「2020 年枠組みへ

交渉の本格化が望まれる ADP、一方 SB では貴重

な時間が失われる」地球環境研究センターニュー

ス 2013 年 8 月号他参照）。なお、先に述べた審査

ガイドラインの議題下で、インベントリの審査ガ

イドラインの改訂作業がまだ残されており、今年

末の COP20 での合意を目指している。

　さて、今次会合では、他に京都議定書第一約束

期間のインベントリ審査プロセス完了日設定のた

めの議題が設けられていた。第一約束期間におけ

る約束が遵守されたか否かは、当該約束期間の最

終年のインベントリ（2014 年 4 月提出の 2012 年

インベントリ）の審査完了日から 100 日間の第一

約束期間の目標達成のための京都メカニズムクレ

表 1　隔年（更新）報告書とその品質担保のあり方

※先進国は温室効果ガスインベントリを毎年作成・提出しており、その情報を BR に含めるもの。
※隔年（更新）報告書の他、先進国・途上国ともに 4 年に一度国別報告書を提出することが規定されている。報告書

の内容は地球環境研究センターニュース 2011 年 8 月号注 2 参照。

 先進国 途上国 
名称 隔年報告書（Biennial Report: BR） 隔 年 更 新 報 告 書 （ Biennial Update 

Report: BUR）
提出頻度 2 年に一度 2 年に一度

第一回提出期限 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日

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

品質担保の方法 国際評価・レビュー（IAR）
＝技術評価＋多国間評価

国際協議・分析（ICA）

＝技術的分析＋促進的な見解の共有

（facilitative sharing of views）

品質担保の対象 削減目標の達成の状況 緩和行動及びその効果に関する透明性

品質担保作業の開

始時期 
2014 年 3 月以降 遅くとも 2015 年 6 月末までに

 

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201108/249001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201308/273003.html
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ジット売買を含む調整期間経過後に提出される最

終的な排出枠・クレジットの状況を示す報告書の

評価結果によって決定される。本議題では、イン

ベントリ審査手続きの実務上の実現可能性を踏ま

え、淡々とした意思決定が行われるものと予想さ

れていたが、当該報告書の提出期限を COP21 前に

設定すべきと途上国が主張して紛糾した。上述の

通り、2015 年 12 月に開催される COP21 は、ADP

において将来枠組みを決する期限として設定され

ており、その前の参考情報として各国に上記報告

書を提出させるべきというのが途上国の主張だっ

た。途上国の主張する通り COP21 前までに当該報

告書を提出するとなると、最終年のインベントリ

の審査は、遅くとも 2015 年 6 月くらいまでに完了

していなければならない。しかしながら、近年の

審査がインベントリ提出日から数えて翌年の 8 月

以降まで完了がずれ込むケースが多い状況に照ら

すと、非現実的に早いタイミングでの報告書提出

を途上国が求めたことになり、議論は歩み寄りの

余地がなく決裂し、次回会合に先送りとなった。

　このように、上述の BR、BUR を含め、各国が

作成する報告書の提出のタイミング等は、ADP に

おける意思決定プロセスとの関係で、さらにその

政治的な重要性を増していると思われる。

5. 最後に
　会期中の日本の動きとしては、石原環境大臣か

ら、議定書第一約束期間の目標（1990 年比 6％減）

は、それを下回る 8.2％減で達成見込みであること

が発表された。あわせて 2020 年の削減目標を 2005

年比 3.8％減とすること等の発表もあり、後者に対

しては、G77 ＋中国をはじめ途上国から批判する

発言が見られた。

　最後に、次回の COP20 は、ペルーにて開催され

ることとなった。2020 年からの将来枠組みの合意を

目指している 2015 年の COP21 のフランス開催も正

　今回のワルシャワでの COP19 の会場が National Stadium（ワルシャワ国立競技場）であるという案内を見たと
き、最初に思ったことは「何かの間違いでは？」ということだった。このスタジアムはサッカー専用球技場であ
り、屋根付きとはいえサッカー場の観客席に暖房はない。平均最高気温 5℃の 11 月のポーランドで観客席に座っ
て凍えながら会議か！？と本気で心配した。
　会場に着いて「なるほど」と思ったのが、サッカーグラウンドに仮設された 6 つの巨大なプレハブの会議場で
あった。このスタジアムはサッカー以外のスポーツには使用できないが、サッカー観戦以外にもスタジアムを活
用できるように、観客席下の建造部分に多目的使用可能な部屋が多数組み込まれている。COP19 では、全体プ
レナリー会合など締約国の代表全てが集まる大規模な会合はグラウンドに仮設された大型会議場で行い、議題ご
との小規模な会合などは観客席下の部屋を使って行われた。
　COP 規模の国際会議では、全体プレナリー会合の会場として巨大な会議場が必要になる。しかしそのような巨

大な会議場は、その国際会議が終了した後にはそれほど頻繁に使用するもので
はない。そのため、その一時的に必要となる巨大な会議場はサッカー場のグラ
ウンドに仮設で作り、使用後は片づけてしまうという手法を用いれば、無駄な
巨大施設を建築する必要がなくなる。8 月から翌年 5 月までがサッカーシーズン
であるヨーロッパで、シーズンの真最中にこの仮設の会議場がグラウンドに設
営されたことは、グラウンドの芝が傷むのではとサッカーファンをやきもきさせ
たかもしれないが、このようにサッカースタジアムを活用して巨大な国際会議
を開催するという手法もなかなか合理的な開催方法なのかもしれないと思った。

（小野 貴子）

サッカースタジアムで会議！？

サッカーグラウンドを埋め尽く

す仮設の巨大会議場群
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式に決定し、COP22 についてはセネガルがホストす

る意思を表明した。次期議長国ペルーには、COP16

時のメキシコのような手腕の発揮を期待したい。

【略語一覧】

国連気候変動枠組条約（United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC）

締約国会議（Conference of the Parties: COP）

京都議定書締約国会合（COP serving as the Meeting 

of the Parties to the Kyoto Protocol: CMP）

強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 

Durban Platform for Enhanced Action: ADP）

科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合

（Subsidiary Body for Scientific and Technological 

Advice: SBSTA）

実施に関する補助機関会合（Subsidiary Body for 

Implementation: SBI）

国際協議・分析（International Consultation and Analysis: ICA）

専門家協議グループ（Consultative Group of Experts: 

CGE）

気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental 

Panel on Climate Change: IPCC）

地球温暖化係数（Global Warming Potential: GWP）

COP は、締約国会議（Conference of the Parties）の略で、環境問題に限らず多くの国際条約の中で、

その加盟国が物事を決定するための最高決定機関として設置されています。最も頻繁に耳にする COP

は国連気候変動枠組条約のものですが、生物多様性条約や砂漠化対処条約などにも COP があります。

国連気候変動枠組条約の COP の歴史は、国際社会が地球環境問題に取り組んだ歴史でもありま

す。1995 年の COP1（第一回目の COP の意味）においては、条約では問題の解決に不十分である

という認識が共有され、2 年間かけて議定書交渉を行うことが決定されました。そして、京都で

開催された 1997 年の COP3 では、京都議定書が採択されました。2001 年に開かれた COP7 では、

京都議定書で承認された諸制度（共同実施、排出量取引、クリーン開発メカニズムをはじめとす

る京都メカニズム）の運用規則を盛り込んだマラケシュ合意が採択されました。2009 年の COP15

では、コペンハーゲン合意（産業化以前の水準からの世界平均気温の上昇を 2℃以下に抑える観

点から、温室効果ガス排出量の大幅削減が必要であることを認識）という政治合意が了承され、

その後の国際交渉への道筋をつけました。2011 年の COP17 では、京都議定書を延長して第二約束

期間を設けることが決まり、翌年の COP18 において、第二約束期間を 2013 年～ 2020 年とするこ

とが決定されました。

COP には、政府関係者だけでなく、産業界や環境保護団体関係者、研究者等がオブザーバーと

して出席できます。そのため、COP は、政府間の交渉の場としてだけでなく、さまざまな関係者

が一堂に会する場としても機能します。オブザーバーは、インターネットを通じて会議の模様や

情報を世界に流し、ロビー活動で政府関係者に意見を伝え、サイドイベントでワークショップを

開催する等、重要な役割を果たしています。

（編集局）

締約国会議 (COP)
～ 地球環境豆知識 (25) ～

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
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
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

オークリッジ国立研究所
～ 地球環境豆知識 (20) ～

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
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
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

ステークホルダー 
～ 地球環境豆知識 (23) ～

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
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
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

オークリッジ国立研究所
～ 地球環境豆知識 (20) ～

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
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
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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1. はじめに
　2013 年 12 月 17 日に米国科学アカデミー紀要

（Proceedings of the National Academy of Sciences of 

the United States of America）電子版の特集号「世

界の気候影響：分野横断・複数モデルによる評価」

が出版された。これは地球環境研究センターニュー

ス 2012 年 11 月号で紹介した地球規模の温暖化の

影響評価に関する国際プロジェクト Inter-Sectoral 

Impact Model Intercomparison Project（ISI-MIP; イー

ジーミップと発音）の成果を取りまとめたもので

ある。特集号は 2 編の総説と 9 編の各論からなる。

各論は ISI-MIP の特徴を最大限に活かした画期的

で専門性が高い研究成果を報告している。各論の

うち 8 編が日本を拠点に活動する研究者の共著で

あり、本稿ではこれらの概要を紹介する。

2. ISI-MIPとは
　温暖化が自然や社会におよぼす影響を予測する

研究は 20 年以上にわたって行われてきた。温暖化

の影響は多岐にわたるため、研究ごとに対象とす

る分野、地域、期間、将来想定が異なり、地球全

体の（あるいは特定の地域の）温暖化影響の全体

像を掴むことが難しかった。また、影響の予測に

は気候の変化が対象にどのように作用するかを表

す影響評価モデルを利用するが、利用するモデル

によって予測結果が異なるという問題があった。

温暖化影響の全体像に迫る：
米国科学アカデミー紀要に特集された ISI-MIP の紹介

　　　　　　　　　　地球環境研究センター気候変動リスク評価研究室長　　主任研究員　　花崎 直太
　　　　　　　　　　地球環境研究センター物質循環モデリング・解析研究室　主任研究員　　伊藤 昭彦

　　　　　　　　　　東京大学生産技術研究所　助教　　金　 炯俊
　　　　　　　　　　東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻　博士課程　　佐藤 雄亮

　　　　　　　　　　地球環境研究センター物質循環モデリング・解析研究室　特別研究員　　仁科 一哉
　　　　　　　　　　社会環境システム研究センター統合評価モデリング研究室　JSPS フェロー　　長谷川 知子

　　　　　　　　　　社会環境システム研究センター統合評価モデリング研究室　研究員　　藤森 真一郎
　　　　　　　　　　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　　眞崎 良光

図 1　ISI-MIP と PNAS 特集号の全体像

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201211/264001.html
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　ISI-MIP は地球全体を対象として分野横断型の影

響評価を行った世界初の国際プロジェクトである

（図 1）。水循環、農業（作物成長）、農業（農業経済）、

陸域生態系、健康（マラリア）の 5 分野を対象に

影響評価が行われた。ISI-MIP の最大の特徴は、全

分野に共通の将来想定（シナリオ）を用意し、分

野ごとに複数の影響評価モデルを利用して計算を

行うことで、モデルの違いによる影響予測のばら

つき（+ α参照） を示せたところにある。

　ISI-MIP では将来の気候を次のように想定した。

温暖化は二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効

果ガスの排出増加により引き起こされるが、今後

の排出量は世界の社会経済の発展や温暖化防止を

めぐる国際交渉の進展により異なったものになる。

ここでは IPCC 第 5 次評価報告書でも採用された

RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5（+α 参 照 ） の ４

種類を想定した。温室効果ガスは地球の大気・海洋・

陸域の間で吸収・排出されつつ、大気中に残存す

るものにより気候を変化させる。このメカニズム

を完全に計算可能な気候モデルはないため、利用

可能なものを 5 つ選び、上記の RCP それぞれにつ

いての将来気候シミュレーション結果を利用した。

これらを組み合わせると 5 × 4 の 20 通りとなる。

この他に人口の将来想定も１通りだけ用意された。

3. ISI-MIP特集号の各論
　特集号に掲載された 9 編の各論を表に示す。7 編

は分野別にまとめられているが、2 編は 2 つ以上の

分野のモデルを利用した分野横断的な内容である。

（1）洪水リスク（Dankers et al., 2013）

　温暖化の影響で降水量の変動が現在より大きく

なることなどにより、洪水リスクが高まると予測

されている。この論文は、9 つの水循環モデルを用

いて、洪水の発生頻度が将来どれくらい変わるの

かを推定した。洪水の発生頻度は、「年超過確率 1/

X（再現期間 X 年）にまでピーク流量（+ α参照）

影響予測のばらつき

である。しかし、水循環や陸域生態系、農業、マラ
リアに関するメカニズムは複雑で、これらのモデル
は現実世界の現象を完全には表現できない。このた
め、同じ条件で計算を行っても、モデルによって結
果がばらつくことになる。温暖化の影響の予測にお
いて、一般的に、結果のばらつきが小さい場合はモ
デル間の一致がよいので信頼性が高く、大きい場合
はその逆と考えることができる。　

　ISI-MIP で利用された影響評価モ
デルは各分野のトップレベルのもの

表 1　特集号に出版された論文と内容

　　　　論文 　　　　  日本からの共著者 　　　　　　　  内容　　　　　　　　　
Dankers et al. (2013) 　金・眞崎・佐藤 水循環モデルの結果（洪水リスク）
Prudhomme et al. (2013) 　金・眞崎・佐藤 水循環モデルの結果（干ばつ）
Schewe et al. (2013) 　金・眞崎・佐藤 水循環モデルの結果（水ストレス）
Haddeland et al. (2013) 　花崎・眞崎  水循環モデルの結果（河川流量と開発）
Friend et al. (2013) 　伊藤・仁科  陸域生態系モデルの結果
Rosenzweig et al. (2013) 　なし   農業（作物成長）モデルの結果
Nelson et al. (2013) 　長谷川・藤森  農業（農業経済）モデルの結果
Elliott et al. (2013) 　眞崎・佐藤  農業（作物成長）・水循環モデルの結果
Piontek et al. (2013) 　金・眞崎・仁科 農業（作物成長）・水循環・陸域

      生態系・マラリアモデルの結果

RCP

る）の略で、将来の温暖化の進行に関する詳細な
想定（シナリオ）である。最後の数字は放射強制
力といって温暖化の程度を表し、4 つあるうちで
RCP2.6 は温暖化が最も進行しない想定、RCP8.5 は
最も進行する想定となる。

　RCPとはRepresentative Concentration 

Pathway（代表的濃度経路と訳され
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が増えること」で表した。将来の気候シナリオには、

温暖化が最も進行する RCP8.5 を使用した。

　その結果、冬に雪が積もる地域（北半球の高緯

度など）を中心に、再現期間 30 年のピーク流量が

増えることが分かった。これは、将来の融雪期の

流量増加を反映していた。また、世界の多くの地

域で、過去（1971 ～ 2000 年）において再現期間

30 年の洪水が、将来（2070 ～ 2099 年）はより頻

発するようになると予測された。特に、世界の陸

地面積の 5 ～ 30％にあたる地域では、このレベル

の洪水の再現期間が 5 年未満になると予測された。

なお、この比較的大きな結果のばらつきは、入力

値として利用した気候の予測に幅があったことに

加え、水循環モデルによって流出や融雪について

のふるまいが異なったからである。                （眞崎）

（2）干ばつ（Prudhomme et al., 2013）

　温暖化によって干ばつのリスクも増加すると予

測されている。この論文では、7 つの水循環モデル

を用いて、水文学的な干ばつ（+ α参照）が、将

来（2070 ～ 2099 年）どのように変化するかを解析

した。

　その結果、温暖化によって干ばつが起きる世界

の陸域面積は増加することが示された。温度上昇

幅が大きいほど面積の増加も著しく、RCP8.5 にお

いて、モデルによっては世界の砂漠を除いた面積

の 4 割にも達した。南ヨーロッパ、中東、米国南

東部、チリ、オーストラリア南西部では、水の安

定的な供給に問題がでると予測された。なお、結

果のばらつきは大きく、特に、大気 CO2 濃度や気

候に対する植物の生理学的反応を考慮した水循環

モデル（+ α参照）は、将来の干ばつ発生の規模

が現在とほとんど変わらない予測もあることから、

それぞれのモデルの予測が何に基づくのかを解析

して、不確実性の原因を把握することが重要であ

る。                                                                        （眞崎）

（3）水ストレス（Schewe et al., 2013）

　河川水は人類にとって最も基本的な水資源であ

る。温暖化により気温と降水量が変われば、蒸発

量も変わり、河川流量も変化すると予測されてい

る。この論文は、12 の水循環モデルを用いて、全

球平均気温の上昇に伴って河川流量や水ストレス

（+ α参照）がどのように変化するかを調べた。

　この結果、全球平均気温の上昇が 1980 ～ 2010

年の平均から +1，+2，+3℃の時、気温の上昇に伴

い「慢性的水不足（一人当たりの川の流量が年間

1000m3 未満）」と分類される地域に住む人口は世

界人口の 13，21，24% に，その中でも「絶対的水

年超過確率 1/X（再現期間
X年）のピーク流量

の流量とは統計学の手法を使って求めた「その規模
を超える洪水が発生する確率が毎年 1/X ある」とい
う流量のこと。ピーク流量とは洪水で記録される
最大の流量のこと。ピーク流量は平均を取る期間に
よって変わるが、今回は 5 日間の平均流量を用いた。

　年超過確率 1/X（再現期間 X 年）

水文学的な干ばつ

イル値を下回ったときを水文学的な干ばつと定義し
た。ここで、流出量とは降水として地表面に降った
水のうち、蒸発したり土中深くに浸透したりせずに、
地表面か地下の浅い層を流れ、河川や湖沼に到達す
る水量のこと。10 パーセンタイル値とは、流出量
を降順に並べた時の下位 10％にあたる値。今回は
流量に着目しているが、降水量や土壌水分量の低下
など、干ばつの定義は他にもいろいろある。

　この論文では流出量が過去の期間
（1976 ～ 2005 年）の 10 パーセンタ

植物の生理学的反応

て、蒸散が盛んになれば、地表付近の土中の水が失
われ、流出量は減少する。将来、大気 CO2 濃度が
高くなったとき、植物の成長や気孔の開閉も変わる
が、それに伴って蒸散量がどのように変化するか、
まだ十分に解明されていない。この効果をモデルで
どのように扱うかによっても、流出量の推定結果が
異なってくる。

　植物は蒸散によって、根から吸い
上げた水を大気中に放出する。よっ
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不足（一人当たりの川の流量が年間 500m3 未満）」

に分類されるのは同じく 6，9，12% になると推計

された。ここで、水ストレスが変化する原因は供

給の変化（温暖化による降水や水循環の変化）と

需要の変化（人口の増加）に由来する。そこで温

暖化が最も進行する RCP8.5 について慢性的水不足

について調べたところ、例えば全球平均気温の上

昇が +2℃の時、人口の増加だけの場合に比べて、

温暖化が水ストレス人口を 36% 増やすことが分

かった。                                                                （佐藤）

（4） 河 川 流 量 の 変 化 と 人 類 に よ る 開 発 の 比 較 

（Haddeland et al., 2013）

　人類はダムを作ったり、川や湖から水を取った

りすることで、地球の川の流れを変えてきた。こ

の論文は、7 つの水循環モデルを使って、ダムや取

水といった人類の直接的な開発の影響と、温暖化

による影響の大きさを比較した。

　この結果、アジアの一部やアメリカの西部では、

全球平均気温の上昇が +2℃の時、温暖化の影響

は現在の人類の開発の直接的な影響と同じくらい

の大きさであることが分かった。ここで灌漑のさ

かんなアメリカのコロラド川、エジプトのナイル

川、南アフリカのオレンジ川、オーストラリアの

マレー・ダーリング川などでは年間の取水量は流

量の 5 ～ 15％に達すると推定された。モデル間の

結果の違いは大きいが、灌漑用水の需要が全球平

均気温の上昇に伴って増加することは多くのモデ

ルで共通していた。温暖化による灌漑用水の不足

は東アジアと南アジアで懸念された。                     （花崎）

（5）陸域植生の応答（Friend et al., 2013）

　温暖化は、植生の生産力や生態系の炭素ストッ

クに影響を与えるが、それは人間社会にもたらす

生態系サービスの変化の指標となる。この論文は、

7 つの陸域生態系モデルを使って、全球平均気温の

上昇に対する植生のバイオマス量およびその平均

的な回転速度（+ α参照）の応答を調査した。

　この結果、将来の植生バイオマスの総量は、現

在（1971 ～ 1999 年平均）と比べて、いずれのモ

デルでも増加していた。ただし、結果のばらつき

は大きく、例えば全球平均気温の上昇が +4℃の

時、+52 ～ +477 Pg-C であった（現在の総量は 510

～ 1023 Pg-C）。結果が大きくばらつく要因として、

大気中の CO2 濃度が変化した時の植物の光合成の

応答や、植生の回転速度がモデル間で大きく異な

ることが挙げられた。全球平均気温の上昇が +4℃

を超えた時、多くのモデルは大気中の高い CO2 濃

度によって植生バイオマスの総量は増加するとい

う結果を出したが、2 つのモデルは頭打ち、あるい

は減少に転ずるとした。このような推定結果の差

は温暖化に伴う乾燥化に対する応答の違いを反映

水ストレス

できない状態を指す。それを表す指標は複数存在す
るが、今回の研究では平均流量を人口で除した値を
用い、1000m3 ／年／人未満の場合を慢性的水不足、
500m3 ／年／人未満の場合を絶対的水不足と分類し
た。水ストレス人口とはそのような地域に住む人口
を示す。

　水ストレスとは、人が生活するに
あたり必要な量の水を安定的に利用

バイオマス量と回転速度

む。取り込まれた CO2 は炭水化物となりエネルギー
や植物体（つまり葉や幹、根）として利用される。
こうして植物体（バイオマス）として取り込まれた
CO2 は、炭素換算で 500Pg（ペタグラム＝ 10 億トン）
程度、全球に存在すると考えられている。一方で植
物は絶えず呼吸をして CO2 を放出している。また
一部が落葉・落枝（リターフォール）したり、枯死
したりした後、微生物に分解され、植物体の炭素は
再び大気の CO2 になる。このように、植物の炭素
は絶えず循環しており、生態系の炭素は大気と常に
入れ替わっている。さらに生態系レベルで見る場合、
種子から新しい植物体が成長する過程（更新）や、
この更新時に環境変動に伴い植物種が変化していく
可能性が指摘されている。これらの動態が、生態系
に炭素が留まっている時間を規定するが、この時間
を回転速度という。

　植物は太陽光のエネルギーを利
用して光合成を行い、CO2 を取り込
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していると考えられ、より注意を払う必要がある

ことが示唆された。                                  （仁科・伊藤）

（6）作物生産性の変化に対する経済システムの応

答（Nelson et al., 2013）

　作物生産性は気温や降水の変化といった温暖化

の影響を受けやすい。この生産性変化というショッ

クを経済システムは様々な調整機能で吸収し、需

給をバランスさせる。本研究は 9 つの農業経済モ

デルを用いて、各モデルが温暖化による潜在的作

物生産性（+ α参照）の変化に対し、a）実際の作

物生産性、b）農地面積、c）食料消費をそれぞれ

どの程度変化させることで需給をバランスさせる

かを調べた。今回想定した世界の潜在的作物生産

性の変化は、温暖化がない場合と比べて 2050 年ま

でに平均で 17% 減少する（大気 CO2 による施肥効

果［+ α参照］を考慮しない）というものである。

これは、温暖化が最も進行する RCP8.5 を想定し、

2 つの気候モデルと 5 つの作物成長モデルから出力

された値の平均値である。

　この結果、農業経済モデルは平均して、実際の

作物生産性の 11% 減少、農地面積の 11% 増加、食

料消費の 3% 減少を示した。作物生産性、農地面積、

貿易、価格の応答はモデル間で大きなばらつきを

示し、食料消費のばらつきが最も小さいという結

果が得られた。このモデル間のばらつきは、モデ

ル構造とモデル内部のパラメータが異なること、

具体的には土地利用変化、作物生産性の変化、貿

易の変化のしやすさについての想定が異なること

が原因だと分かった。                          （藤森・長谷川）

（7）作物生産性に対する水資源の制約と寄与（Elliott 

et al., 2013）

　水資源は灌漑を通じて作物生産性に影響を与え

る。この論文では、温暖化が最も進行する RCP8.5

において、まず 10 の水循環モデルを用いて利用可

能な灌漑水量を求めた。続いて、その制約を考慮

して 6 の作物成長モデルを用いて将来の作物生産

量を予測した。

　この結果、主要４作物（トウモロコシ、ダイズ、

コムギ、コメ）の生産は、温暖化の影響により、

カロリーベースで 8 ～ 24％（CO2 による施肥効果

込み）、24 ～ 43％（同効果なし）の減産となる。

つぎに、将来の水資源量の過不足の予測をもとに、

灌漑したり、やめたりすることで、灌漑農地と天

水農地の面積を変化させる適応策を取ったときの

作物生産量への影響を解析した。現在、灌漑農業

が盛んな米国西部、中国、西・南・中央アジアでは、

2000 ～ 6000 万ヘクタールの灌漑農地を天水農地に

転換しなければならなくなると見込まれ、これに

よる減産が予測された。その一方、米国北部・東部、

南米一部地域、ヨーロッパ、東南アジアでは将来

の水資源量に余裕があると見込まれ、灌漑施設へ

の投資次第では、気候変化による作物減産の影響

の一部を緩和できる可能性が示された。        （眞崎）

（8）分野横断型の温暖化影響評価：ホットスポッ

トの特定（Piontek et al., 2013）

　温暖化の影響は分野ごとに現れ方が異なるため、

温暖化政策などの意思決定のためには複数の分野

を俯瞰し横断的に温暖化影響を調べることが重要

である。本論文は水循環、陸域生態系、農業、健

康の 4 分野それぞれについて温暖化影響が顕著に

なる全球平均気温の上昇量（閾値）を調べ、複数

の分野に及んで顕著な影響を受ける地域「ホット

潜在的作物生産性

発開発途上国などにおいては、現実の収量（実際の
作物生産性）はこの値を大きく下回る場合がある。

　肥料や農薬などを適切に投入した
とき期待できる作物収量のこと。後

CO2 による施肥効果

が高くなると光合成が促進されるため、植物の生物
体量が増加し、作物ならば生産量が増える効果をも
たらす。ただし、農作物の生産性（および自然植生）
における施肥効果には大きな不確実性がある。詳し
くは、増冨祐司「ココが知りたい温暖化：温暖化で
収穫量は減る？増える？」を参照されたい。

　植物は、大気中の CO2 を取り込
んで光合成を行う。大気 CO2 濃度
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スポット」を特定した。

　その結果、アマゾン南部、欧州南部、アメリカ

中部、アフリカ東部などがホットスポットに分類

された（図 2）。今回の解析では、 全球平均気温の

上昇が +3℃ほどになると生態系を中心として 2 つ

以上の分野で顕著な影響が現れるケースが急増し

た。被影響人口の変化については、全球平均気温

の上昇が +4℃になるとホットスポットに住む人口

が世界人口の 11% に達した（図 3）。どの分野にお

いても全球平均気温の上昇が +1 ～ +3℃の間に閾値

を超える地域が最も多く，これはその程度の全球

平均気温の上昇を迎える場合に大きな環境の変化

が生じうることを示唆している。                        （金）

4. ISI-MIPの意義と課題
　ここまで紹介してきたとおり、ISI-MIP の活動を

通じて、温暖化影響に関する定量的な知見が数多

く得られた。それぞれの分野で複数の影響評価モ

デルが利用され、予測結果の平均とばらつき（不

確実性の度合い）が明らかになったことは、温暖

化の影響評価研究において重要な進歩である。多

くの論文が気候モデル（気候の予測）に由来する

結果のばらつきよりも影響評価モデルに由来する

ばらつきの方が大きいことを指摘した。これまで

は一つの影響評価モデルを利用して複数の気候シ

ナリオの結果をみる研究が主流であったが、それ

では将来予測の不確実性の幅を捉えきれないこと

を示唆している。今後、温暖化の影響評価におい

図 3　全球平均気温の上昇量に対して，複数分野の影響を受ける面積の陸地面積に占める割合とその内訳（左側

の濃色のバー）および同じく影響を受ける人口の世界人口に占める割合とその割合とその内訳（右側の淡色の

バー）。人口は 2000 年の値で固定している。Piontek et al. の Figure 4 を改変。
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場合を有効にした場合に 2分野以上で影響を受けるホットスポットである。Piontek et al. の Figure 2 を改変。

２分野重複 ３分野重複



－ 12 － － 13 －

地球環境研究センターニュース　Vol.24　No.11（2014年2月）

て、複数のモデルを利用することの重要性がます

ます認識されていくだろう。また、複数のモデル

を詳しく比較したことにより、今後モデルのどの

部分の精度や理解を向上すべきかの示唆が得られ

た。さらに、複数の影響評価モデルの結果が体系

的に蓄積された。モデルの予測結果は、開発者が

許可した場合、無償で公開されることになってい

る。この情報公開により、より多くの研究者によ

る多面的な結果の解析が期待される。

　今後の課題として、まず、分野別に結果のばら

つきの原因を特定することが挙げられる。ISI-MIP

の後継プロジェクト ISI-MIP2 が実施されることが

決まっているが、その中で、観測の得られる過去

の期間を対象として、条件を揃えて複数のモデル

のシミュレーションを行い、結果の違いをより詳

しく分析する計画が検討されている。次に、分野

間の相互作用を扱った影響評価を推進することが

挙げられる。例えば Elliott et al. は河川流量の変化

によって灌漑農地の作物生産性がどのように変わ

るかというテーマに取り組んだが、これは水循環

モデルと作物成長モデルによる計算結果を組み合

わせたもので、上流の取水が下流の取水可能量に

及ぼす影響などの扱いは限定的である。なお、筆

者らの一部は環境省環境研究総合推進費 S-10「地

球規模の気候変動リスク管理戦略の構築に関する

総合的研究」プロジェクトの下、水循環モデル（H08

と MATSIRO）、陸域生態系モデル（VISIT）、農業（作

物成長）モデル PRYSBI のモデル統合を進めており、

こうした相互作用の解析を目指している。
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意思決定の現場で「使える」気候変動リスク管理戦略の構築に向けて
－ICA-RUS国際ワークショップ2013開催報告

　　　　　　　　　　社会環境システム研究センター統合評価モデリング研究室　主任研究員　　高橋 潔

1. 会合の概要
　環境省環境研究総合推進費戦略的研究開発プロ

ジェクト「地球規模の気候変動リスク管理戦略の

構築に関する総合的研究」（通称 ICA-RUS プロジェ

クト；平成 24 年～ 28 年；詳しくは 17 頁記事を参

照）ならびに国立環境研究所（以下、国環研）地

球温暖化研究プログラムプロジェクト 2「地球温暖

化に関わる地球規模リスクに関する研究」（平成 23

年～ 27 年）の共催により、標記国際ワークショッ

プが、2013 年 12 月 4 日～ 6 日に TIME24 ビル（東

京・青海）にて開催された。両研究課題の参画者

に加え、国外研究機関からの招聘者、国内の関連

研究者を合わせ、約 90 名が参加し、地球規模の気

候変動リスク管理に関わる研究成果の発表、論点

の確認・整理などを行った。本稿では、同国際ワー

クショップでの講演、議論について紹介する。なお、

会合プログラム及び各講演者スライド資料につい

ては下記 URL にて公開している。

　http://www.nies.go.jp/ica-rus/workshop/program.html

2. 各セッションの講演と質疑
　会合は、（1）開会・全体説明、（2）～（6）ICA-

RUS の 5 つのテーマ別セッション、さらに（7）各

セッションの概要報告と総合討論の、計７セッショ

ンから構成された。

　開会・全体説明セッションでは、辻原浩環境省

地球環境局総務課研究調査室長による ICA-RUS へ

の期待を含む開会挨拶の後、課題代表者の江守正

多氏（国環研）による ICA-RUS ならびに温暖化プ

ログラムプロジェクト 2 の目的、構成、活動現況

の紹介があった。江守氏の発表では、温暖化対策

に対して積極的意見を持つ人と消極的意見を持つ

人のフレーミング（問題の捉え方）の違いに注意

が必要であること、対策不実施による温暖化影響

とともに対策実施に伴う経済損失や波及影響も把

握してリスク管理戦略の検討を行う必要があるこ

と、が強調された。

　統合評価セッションでは、Nick Mabey 氏（Third 

Generation Environmentalism: E3G） に よ る Degrees 

of Risk 報告書の紹介、Hans-Martin Füssel 氏（欧州

環境機構）による EU の緩和・適応政策の概要紹

介があり、続けて ICA-RUS 内で統合評価を担当す

るテーマ 1 参画者の研究報告があった。Mabey 氏は、

実効性ある温暖化リスク管理のために、意思決定

の際の不確実性の包括的扱いに関する、安全保障、

健康管理、インフラ計画等の分野での経験の蓄積

の活用を説いた。Füssel 氏は EU の「20-20-20 目標」

（温室効果ガス排出 20% 削減［1990 年比］、再生可

能エネルギーシェア 20%、エネルギー効率 20% 改

善の 3 つの目標の 2020 年までの達成を目指す）、

EU 加盟諸国の適応計画策定状況、適応支援のため

のウェブツールについて説明した。また質疑応答

では、EU の先進的取り組みでの経験は他地域で複

数国家が共同して取り組みを行う際の参考・雛形

となり得るとの指摘があった。

　4 日午後の温暖化リスク分析セッションは、人間

健康・社会へのリスクに関する研究発表と、古気

候データを活用した地球システム変化リスクに関

する研究発表で構成された。Simon Lloyd 氏（英国

ロンドン大学公衆衛生学・熱帯医学大学院）から

は、温暖化影響の予測手法、特に健康・衛生分野

の予測手法について、システムの定常性を前提と

した手法の将来予測への適用の問題が指摘された。

すなわち、過去～現在の問題構造及び重要因子に

基づき構築された影響評価手法を将来予測に適用

した場合、将来に重要度が増すメカニズム・因子

の見落としが往々にして起こることへの懸念であ

る。一方、Paul Valdes 氏（英国ブリストル大学）は、

古気候データの示す大規模な地球システムの変化

（例えば海洋深層の大循環の停止）を現行の地球シ

http://www.nies.go.jp/ica-rus/workshop/program.html
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ステムモデルは再現できておらず、そのことが気

候変化リスクの誤った評価につながること、モデ

ルパラメータの調整により大規模変化に関するモ

デルの振る舞いをより古気候を再現するものに近

づけることが出来ることを示した。

　5 日午前の社会のリスク認知・価値判断のセッ

ションでは、Edward Maibach 氏（米国ジョージメ

イソン大学）による温暖化のリスク認知に関する

米国民の類型化についての研究紹介（スカイプ参

加）、Jeroen van der Slujis 氏（オランダユトレヒト

大学）による NUSAP（不確実性の評価手法の一種）

に関する研究紹介があり、続けて両発表に対して

ICA-RUS 参画者らが討論者として立ち、質疑応答

が行われた。

　Maibach 氏は 2008 年以降、質問票調査と聞き取

り調査を実施し、温暖化リスクの認知に関して米

国民の類型分類を試み、温暖化対策への取り組み

促進の観点から、各類型の特徴を抽出・整理した。

Maibach 氏の主張によれば、温暖化とその影響を強

く否定する層に対しては、対策促進のために働き

かけると逆に反対キャンペーンに向かう可能性す

らあることから、その認知を変えようと試みるの

ではなく刺激しないことを旨とすべきであり、一

方で温暖化とその影響を漠然と心配しているが対

策を取るまでには至っていない層を対策実践に取

り組む層に変えていくことの方が重要である。

　5 日午後の温暖化対策評価セッションでは、ま

ず Volker Krey 氏（国際応用システム分析研究所）

による緩和政策分析のモデル比較に関する話題提

供がされた。これは 21 世紀末の温室効果ガス濃度

に制約をかけた場合どのような排出削減のパター

ンが必要になるかを、様々な技術導入条件のもと

でのモデル計算結果によって比較したものである。

Krey 氏によれば、21 世紀末における温室効果ガス

濃度 450ppmv（二酸化炭素換算）上限シナリオを

設定した場合、いずれのモデルも 21 世紀を通じ

た大きな排出削減が必要との結果を示すものの、

その削減パターンは対策技術導入条件（導入規模

への制約）により変化する。二酸化炭素隔離貯留

（Carbon Capture and Storage: CCS）の利用を想定し

た場合には、21 世紀前半に排出を横ばいまたは緩

やかな削減としたうえで、次いで後半に急速な削

減からさらにマイナス排出（吸収）とする排出削

減経路が最も経済的であった。一方で CCS 非利用

の想定では、2010 年以降直ちに排出を急激に減少

させる必要が示された。また、技術導入条件を厳

しくするにつれて、温室効果ガス濃度の制約条件

を満たすことができなくなるケースも増加した。

次いで、Chenmin He 氏（中国エネルギー研究所）

による中国の温暖化政策・環境政策の動向の紹介

が詳細になされた。

　続く ICA-RUS 参画者の研究発表もふまえた自由

討論では、特にジオエンジニアリング（気候工学）

の実行可能性と導入の波及リスクについての議論

が活発に行われた ｡ このオプションの効果と費用

についてはなお不確実性が高いことから、さらな

る研究の必要性が認識された。ここでは、気候工

学により気候変動対策の柔軟性が増えることを評

価する見方とともに、太陽放射管理（SRM）と緩

和策の非代替性（例えば SRM により気温上昇は抑

制できても海洋酸性化は抑制できない）や SRM の

副作用（例えば日射変化により農作物生産に影響

がある）などの指摘もあった。

　6 日午前には、Global Carbon Project 主催 Negative 

Emission ワークショップ（6 日～ 7 日に同会場開催）

との合同セッションとして、Negative Emission（マ

イナス排出：温室効果ガス排出をゼロにするだけ

でなく吸収する対策）に関する国内研究が紹介さ

れた。まず山形与志樹氏（国環研）らが、土地・水・

生態系の相互作用を考慮した気候・社会経済変化

の影響分析について発表した。空間詳細な土地利

用モデル開発、水資源需給に関するシナリオ作成、
写真は Simon Lloyd 氏。刺激的な発表と活発な議論が

行われた。
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穀物生産データベース作成と気候による収量制約

の分析、陸域生態系モデルによる将来予測の不確

実性評価に関する研究成果が示された。続けて

BECCS（バイオエネルギー利用による CCS：詳し

くは ICA-RUA レポート 2013［http://www.nies.go.jp/

ica-rus/materials.html］を参照）のポテンシャル分

析、日本における BECCS を取り巻く状況、経済的

に実現可能な BECCS に関する新技術に関する研

究発表があった。自由討論では、Negative Emission 

および BECCS のポテンシャルと実現可能性が議論

され、重要な要素として、バイオ燃料の生産性（土

地・水資源や肥料）・技術革新（ガス化技術・二酸

化炭素回収技術等）・インセンティブ（炭素価格等）

が挙げられた。また BECCS による波及リスクの重

要性も指摘された。Negative Emission ワークショッ

プの詳細は地球環境研究センターニュース 2014 年

3 月号に掲載。

　各テーマ別セッションの概要報告をふまえた総

合討論では、① ICA-RUS の成果が現場の意思決定

に真に役立つためには、不確実性を定量的に評価

して示すだけでなく、各対策を選択・実施するこ

とのリスク管理の観点からの含意を伝える努力を

含め、意思決定者による不確実性下での意思決定

のサポートまで踏み込む必要があること、②日本

で長期的視野にたった実効性ある温暖化リスク管

理を進めるためには保守層やシニア層（例えば企

業経営者、政治家、行政幹部など）による理解・

支持を得ることが重要だが、（必ずしも気候変動問

題に対して日頃から興味を持たない）それらの層

に真剣に気候変動問題を考えてもらうためには、

視点を変え、安全保障の観点から問題や対策につ

いて説明していくことが有効かもしれないこと、

などが指摘された。

3. おわりに
　今回の国際シンポジウムは、ICA-RUS プロジェ

クトの 5 年の研究期間の 1 年 6 か月目で開催され

た。この時期の国際会合の企画・開催については、

研究成果が固まる時期を今少し待って良いのでは

ないか、という意見も内からあった。しかし結果

的には、まだ研究計画の方向調整が可能なこの時

期に、海外のアクティブな専門家も招き意見交換

できたことは、ICA-RUS の当初計画・方針の妥当

性を確認するとともに、ステークホルダーとのコ

ミュニケーションや協働に向けた更なる取り組み

の必要性等を新たに認識出来た点など、タイミン

グが良かったのではないかと考えている。プロジェ

クト参画者で一丸となり、国内外の気候変動対策・

政策に対して影響力を持つ有意義な研究を進めて

いくために、今回の国際ワークショップの成果を

活かしていきたい。

http://www.nies.go.jp/ica-rus/materials.html
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環境研究総合推進費の研究紹介 (15)

地球温暖化リスクと、私達はいかに付き合っていくのか？
環境研究総合推進費 S-10

「地球規模の気候変動リスク管理戦略の構築に関する総合的研究」
（Integrated Climate Assessment－Risks, Uncertainties and Society: ICA-RUS）

　　　　　　　　　　社会環境システム研究センター統合評価モデリング研究室　主任研究員　　高橋 潔

1. プロジェクトの概要
　国連気候変動枠組条約における国際交渉では、

「産業化以前からの世界平均気温の上昇を 2℃以内

に収める観点から温室効果ガス排出量の大幅削減

の必要性を認識する」こと（いわゆる「2℃目標」）が、

2010 年の COP16 で採択されたカンクン合意に盛り

込まれた。 翌年の COP17 では、全ての国を対象と

した法的枠組みに関して、2015 年の採択、2020 年

からの実施を目指すことが合意されたが、同時に

2013 年～ 2015 年に長期目標のレビューが実施され

ることが決まった。一方、2℃目標を達成するため

に必要な温室効果ガス排出削減量と各国の温室効

果ガス排出削減目標との間には隔たりがあり、2℃

目標の達成に向けた削減の見通しは立っていない。

その隔たりについて、例えば 2013 年 11 月公表の

UNEP 報告書によれば、各国がこれまで約束した

削減目標を達成した場合の温室効果ガス排出量の

世界の合計値と、費用最小化の前提で見積もられ

た 2℃目標達成に必要とされる世界の温室効果ガス

排出量との差は、2020 年時点で 8 ～ 12GtCO2e（Gt-

CO2 換算）となる（2010 年時点の温室効果ガス排

出量は約 50GtCO2e）。

　こうした状況をふまえ、本プロジェクト（以下

ICA-RUS と呼ぶ）では、「クリティカルな（人類が

回避すべきと考えられる）気候変動リスクの分析」

「気候変動リスク管理に向けた土地・水・生態系の

最適利用戦略の分析」「幅広い気候変動リスク管理

オプションの評価」「気候変動リスク管理問題への

科学技術社会論の適用」により、制約条件、不確

実性、リスク管理オプション、社会の価値判断を

網羅的に考慮した、地球規模での気候変動リスク

管理戦略を構築・提示することを目的としている。

これにより、国際的合意形成への寄与、日本の交

渉ポジション・国内政策立案の支援、国民の気候

変動問題への理解の深化への貢献を目指す。表 1

に ICA-RUS の概要と課題を構成する 5 つの研究

テーマを示す。

2. リスクトレードオフ
　ICA-RUS のキーワードの一つが「リスクトレー

ドオフ」である。他にも、不確実性、ステークホ

ルダー、リスク認知、ティッピングポイント、意

思決定、ネガティブエミッション、地球工学、価

値判断、割引率など、説明すべきキーワードは多

くあるが、紙面の都合、ここでは「リスクトレー

ドオフ」に絞る。その他については、ICA-RUS レポー

ト 2013（注 1）をご一読頂きたい。

　気候変動問題の文脈で「リスク」というと、まず、

気温上昇あるいはそれに伴う降水量変化や海面上

昇等により生ずる、水資源、農業、人間健康など

の各部門に降りかかる悪影響が想起される場合が

多いだろう。しかし、例えば産業界の方と話をす

ると、「政府の温暖化政策によって温室効果ガス

の排出量が規制されたり税がかけられたりすると、

生産活動の阻害・抑制につながる怖れもあり、そ

れが企業経営にとっての主たるリスクである」と

いった意見も出る。このような産業界からの意見

について、さら一歩踏み込んで考えると、所得減、
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景気悪化、失業増加といった形で、市民にも波及

的に悪影響が生じうる。同じ「リスク」ではあるが、

前者が「気候変動リスク」であるのに対して、後

者は「政策・対策リスク」である。

　気候変化の増大に伴い多方面で悪影響が激化し

ていくとすれば、2℃と言わずにより野心的な目標

値を持つことにも大多数から賛成を得られそうで

ある。しかし実際にそうならないのはなぜか。端

的には、上述の「政策・対策リスク」のように、

気候変動リスクの軽減に伴って逆に増大するリス

クもあるためである。上では企業の生産・経営へ

のリスク（さらに波及的に増加する景気悪化や失

業のリスク）を例として挙げたが、その他にも、

再生可能資源であるバイオマスエネルギー利用の

拡大に伴う食料生産との土地競合による食料需給

リスクや、温室効果ガス排出の削減という観点か

らは有利な原子力への依存度を高めた場合の原発

事故リスクなど、視点を移してあるいは拡げてみ

ると、いくつも挙げることが出来る。

　あちらを立てればこちらが立たず、という関係

が方々にあるわけで、これがリスクトレードオフ

と呼ばれるものである。利用可能な資源にも限り

のある中で、全てのリスクをゼロにすることは出

来ず、表題の「地球温暖化リスクと、私達はいか

に付き合っていくのか？ 」という問いに直面する

ことになる。冒頭で触れた、2℃目標と現時点まで

の各国の温室効果ガス排出削減目標との間の隔た

りについても、その背景に存在する様々なリスク

トレードオフ関係を把握したうえで、改善策を練

る必要がある。ICA-RUS では、地球規模の気候変

動リスク管理戦略の検討に際して、このリスクト

レードオフ関係を可能な限り網羅的におさえるこ

とで、現実の意思決定プロセスにとって有用なリ

スク管理戦略の提示を目指している。どのリスク

（とその軽減）をより重視するかは人によって異な

るし、各リスクの見通しも大きな不確実さを伴う

ものである。そのような複雑さに囲まれた困難な

課題ではあるが、どこに複雑さ・困難さがあるの

かの発見・整理も ICA-RUS で取り組むべき課題の

一部と捉えて研究を推進することになる。

3. リスク・対策インベントリ
　リスクのトレードオフ関係を正確に把握・整理

するためには、温暖化影響についても、また対策

についても、包括的に評価の対象とすることが前

提となる。しかしながら、従来の温暖化研究にお

いては、定量的な扱い・把握が容易な影響や対策

ばかりが注視されがちであり、そのことが包括性

をもった評価の限界となっていた。ICA-RUS では、

評価対象に含めるべきかどうかを検討するための

事前資料・補助資料として、リスクならびに対策

に関する一覧表（リスク・対策インベントリ）の

表 1　ICA-RUS の概要と５つの研究テーマ

課題代表者：江守正多　気候変動リスク評価研究室長
研究期間：平成 24 年度～ 28 年度
サブテーマ数・参画者数：23 サブテーマ、約 90 名 (研究協力者含む )

テーマ１：地球規模の気候変動リス

ク管理戦略の総合解析に関する研究

気候安定化目標を含む総合的な気候対策の道筋を合理的に決定するリス
ク管理戦略を提案する。

テーマ２：気候変動リスク管理に向

けた土地・水・生態系の最適利用戦略

気候変動の影響および対策と水、エネルギー、食料、生態系などとの相
互作用を、不確実性を含めて定量的に評価したシミュレーション結果を提
示し、その結果に基づいて、コベネフィットやトレードオフ等を分析する。

テーマ３：クリティカルな気候変動

リスクの分析に関する研究

人類が回避すべきと考えられる気候変動影響の候補について、それが発
現する気温上昇レベル、悪影響の規模や性質などを不確実性を含めて網
羅的に評価し、気候変動レベルごとのリスクを分析する。

テーマ４：技術・社会・経済の不確

実性の下での気候変動リスク管理オ

プションの評価

緩和、適応、気候工学を含む広範囲の気候変動対策オプションについて、
そのポテンシャルやコストなどを不確実性を念頭に置いて総合的に評価
し、その達成難易度や対策オプションの合理的な組み合わせ方を分析する

テーマ５：気候変動リスク管理にお

ける科学的合理性と社会的合理性の

相互作用に関する研究

気候安定化目標等の決定に影響を及ぼす種々の価値判断に関する国民の
意見分布を分析する。国民の気候変動リスク認知における社会的要素お
よび科学・リスクコミュニケーション上の重要特性を分析する。
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作成に取り組んでいる。一覧表作成については、

まず IPCC 報告書等の既存資料を参考に素案を作成

した後、それに対して各省庁の国際交渉担当者や

産業界・NGO などにインタビュー形式で意見を求

め、その意見をふまえて素案の修正を行う、とい

う手順で作成・改良を進めてきた。また、ウェブ

サイト（注 1）を使って一覧表を公表し、一般市民

を含めより広範に意見を募ることも行っている。

4. おわりに
　プロジェクト参画の研究者のみで閉じていては、

描くリスク管理戦略の有用性にも包括性にも限界

がある。ICA-RUS では、その管理戦略の検討の過

程についてなるべく透明性を確保し、検討過程に

対するオーディエンスたる政策決定者、産業界、

一般市民からの意見も広く参考にしていきたいと

考えている。具体的には、以下の関連ウェブサイ

トを使い、年次レポートの公表、月例で実施して

いるリスク管理戦略検討のための会議（ICA-RUS

総合化会議）の議論の要点の逐次公表、上述のリ

スク・対策インベントリへの意見募集などを行っ

ている。是非、本稿読者の皆様にもご協力をお願

いしたい。

（注 1）ICA-RUS 関連ウェブサイト　

・プロジェクトホームページ

　http://www.nies.go.jp/ica-rus/

・ICA-RUS レポート 2013

　http://www.nies.go.jp/ica-rus/materials.html

・総合化会議資料

　http://www.nies.go.jp/ica-rus/report.html

・リスク・対策インベントリ

　http://www.nies.go.jp/ica-rus/inventory.html

　2013 年 11 月 25 日（月）にヤクルトホールにお

いて、海洋開発研究機構（以下 JAMSTEC）が開

催した「地球環境シリーズ」講演会「地球環境は

どう変わったのか？―CO2 高濃度時代への警鐘―」

に参加しました。JAMSTEC は、国立環境研究所地

球環境研究センターと近いテーマでの研究もして

いますが、独自の観測網・観測施設や、研究ネッ

トワークを有し、地球環境研究センターとは違う

観点から研究成果を発表しています。実際、同じ

研究対象であっても観点の異なる研究によりさら

に多くの知見が得られることをあらためて知る機

会となりました。

　JAMESTEC 理事長の平朝彦氏による開会の辞に

続いて古海洋環境研究チームリーダーの原田尚美

氏からこの日の講演会のポイントついて紹介があ

りました。研究背景なども含めたわかりやすい解

説で、その後の研究発表の概要をつかむことがで

きました。

　続いて宮崎和幸研究員が「これまでの大気中

CO2 濃度の変動とその要因」について発表し、ま

ず、標高 3397m にあるハワイのマウナロアの観測

所において、CO2 の濃度が一時的にではあるにせ

よ、400ppmv を超えたことを、炭鉱で空気の異変

を察知して鳴く「カナリヤの警告」にたとえました。

そして、このような CO2 の濃度変動は、1850 年以

前はおもに土地利用の変化が原因でしたが、それ

以降は化石燃料の利用という人間活動がもたらし

たと述べました。さらに 2013 年 9 月に公表された

IPCC の第 5 次評価報告書（AR5）WG1 に示された

炭素循環の図を用い、地球における炭素循環が自

多様な観点からの研究が生み出す成果
JAMSTEC（海洋開発研究機構）第10回「地球環境シリーズ」講演会
地球環境はどう変わったのか？―CO  高濃度時代への警鐘―

　　　　　　　　　　地球環境研究センター交流推進係　高度技能専門員　　柿沼 美穂

2

http://www.nies.go.jp/ica-rus/
http://www.nies.go.jp/ica-rus/materials.html
http://www.nies.go.jp/ica-rus/report.html
http://www.nies.go.jp/ica-rus/inventory.html
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然現象と人間活動の両面から徐々に解明されてき

てはいるものの、その理解には、植物や土壌、海

洋などに関する、さらに正確かつ長期的な観測情

報が必要であるとしました。また衛星による観測

は全球をカバーできるため、今後の発展が期待さ

れます。

　次に海洋データ同化研究チームリーダーの増田

周平研究員が「海水温と海面水位の長期変化」と

題して、海洋が過去 50 年間、温室効果ガスにより

大気に蓄えられる熱エネルギーの 8 割以上を吸収

していること、ただし、今後もこのような吸収が

継続するかは不明であり、海面過程や海洋循環の

変動を考慮しながら観測、解析を継続する必要が

あることなどを解説しました。海水温の変化は熱

膨張や収縮による海面水位の変化を伴い、漁業や

居住地など、人間社会に大きな影響を与えるため、

これらの正確な把握は、予測や適応策の基盤とも

なります。

　さらに海洋循環研究チームリーダーの村田昌彦

研究員が「海に貯まる CO2 －その仕組みと蓄積量

－」について、人間活動によって放出された CO2

の約 30％を海が吸収・蓄積していること、吸収さ

れた CO2 は「溶解度ポンプ」「生物ポンプ」と呼ば

れる作用により、海の表層面から内部へと運ばれ

ていること、しかしながら、CO2 の高濃度時代と

なりつつある現在、モデル等による吸収の予測値

よりも実測値のほうが低く出ており、このような

働きが次第に弱まりつつある可能性が報告されま

した。また、村田研究員は「海洋酸性化」にも触

れ、海水の pH の低下について、多くの生物にはま

だ pH の低下に対応する余裕があるが、カキ養殖場

での稚貝の死滅などの報告も入ってきており、生

物ポンプの働きにも警戒信号が灯りつつあるので

はないかと述べました。この発表では海洋開発研

究機構の観測機器を使った実際の観測作業も紹介

され、地道な観測の積み重ねが重要な解析へとつ

ながることがより実感されたと思われます。

　陸域生態系研究チームリーダーの鈴木力英研究

員は「CO2 などの温室効果ガスの変動に対する陸

上生態系の関わり合い」について、（1）温暖化に

よる植生変化が地球の炭素循環そのものに影響を

与えている、（2）永久凍土から発生する温室効果

ガスが温暖化をさらに加速するという 2 つのポイ

ントから説明しました。（1）については、近年高

緯度地方における大気中の CO2 濃度の季節変化の

振幅が増大（1960 年頃に対する 2010 年頃の増幅は

50％に達する）しており、この間の植生動態モデ

ルと合わせて考察すると、北方の森林生態系の変

化が、炭素循環の植生による光合成や呼吸の地理

的な分布の変化にも影響を与えている可能性があ

る、また（2）については、（1）の変化ともあいまっ

て、永久凍土中の CO2 やメタンが増えており、そ

の凍土融解は温暖化を加速させる可能性があると

のことです。

　最後の発表者次世代モデル研究プログラムの木

村富士男リーダーは、「温室効果ガスの増大によ

る極端現象の変化」について、温暖化により猛暑、

竜巻、台風などの極端現象がより激しくなるといわ

れているが、これらの極端現象が地域限定で頻度

の低い現象であるため、相関関係ははっきりして

いないと述べました。また、極端現象が引き起こ

す被害の大きさは、社会システムの脆弱さ等によっ

ても差が出るため、社会への情報発信なども考慮

に入れた長期的・総合的な対応が必要となります。

　すべての研究発表のあと、周辺領域の研究者や

ジャーナリスト 3 名が講演者に加わり、パネルディ

スカッションが行われました。フロアも含め、活

発な討論となり、「長期的・網羅的な観測の重要

性」「コンピュータシミュレーションのより有効な

活用法」「人間の経験をも活かす、統計学を越える

理論」「生物の

応答に関する

より高精度の

情報」「モデル

と観測のさら

なる協力態勢」

「多数の視点か

らの多様な地

球環境の展望」

などが今後の

課題として挙

げられました。

　 シ ン プ ル で

わ か り や す い

会場では関連研究のポスター発表も

行われ、参加者からさまざまな質問

が出されていた。
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図表を多用したり、観測の原理や具体的な方法な

どの説明を加えたりと、より多くの人に理解しや

すい配慮がされていて、たいへん意義深い講演だっ

たのではないかと思います。また、今後の意欲的

な研究展望が示されており、気候変動についてよ

り多面的な把握が進んでいることを感じさせる内

容でもありました。しばしば、同様のテーマの研

究であれば、複数の分野を統合して行うほうが効

率的ではないかといわれますが、複数の分野が協

力して行う研究は、さまざまな気づきを生み、結

局は効果的なのではないかとも考えられます。そ

ういう意味でも有意義な講演会であったと思われ

ます。

講演会のウェブサイト URL

　http://www.jamstec.go.jp/rigc/j/sympo/2013/

1. はじめに
　平成 25 年 12 月 3 日（火）午後、横浜市はまぎ
んホールで標記の講演会・パネル討論が開催され
た。本シンポジウムは、同年 9 月末の気候変動に
関する政府間パネル（IPCC）第 5 次評価報告書第
1 作業部会（自然科学的根拠）の公表により、6 年
ぶりに科学的知見が更新されたことを受け、IPCC 
第 1 作業部会の Thomas Stocker（トーマス・ストッ
カー）共同議長を招いて、その概要解説と我が国
からの貢献について講演を行ったものである。併
せて、平成 26 年 3 月に日本で初めて横浜で開催
される IPCC 第 38 回総会に向け、今後どのような
気候変動の影響・適応が必要となるのか、第 19 回
気候変動枠組条約締約国会議（COP19）を踏まえ、
気候変動への適応を進めるために実際にどのよう
な取組が求められるのか等について、パネルディ
スカッション形式で議論した。事前申込制であっ
たが早々に満員締切となり、また開演 30 分前から
ほぼ満席になるなど多くの参加者が集まった。

2. プログラムの概要
　主催： 文部科学省、環境省

共催： 気象庁 , 横浜市 , 一般財団法人リモート・
センシング技術センター , 公益財団法人地
球環境戦略研究機関

【第 1 部】講演
・Thomas Stocker（IPCC 第 5 次評価報告書第 1 作業

部会共同議長）
・河宮未知生（独立行政法人海洋研究開発機構）
・木本昌秀（ 東京大学大気海洋研究所）
・鬼頭昭雄（ 筑波大学・気象庁気象研究所）
・沖大幹（東京大学生産技術研究所）
【第 2 部】パネルディスカッション
コーディネーター
　・室山哲也（NHK 解説主幹）
パネリスト
　・江守正多（独立行政法人国立環境研究所）
　・沖大幹（東京大学生産技術研究所）
　・鬼頭昭雄（筑波大学・気象庁気象研究所）
　・西岡秀三（公益財団法人地球環境戦略研究機関）
　・渡邉正孝（慶應義塾大学大学院政策・メディア
　　研究科）

3. ご挨拶
　冒頭、主催者を代表して環境省と文部科学省
から挨拶があった。横浜市では平成 26 年 3 月に
IPCC 総会が開催され、第 5 次評価報告書第 2 作業
部会報告書が承認・公表されること、政府は平成
27 年夏までに地球温暖化の適応に関する国として
の計画を策定予定であることが紹介された。

「地球温暖化はどうなるのか？
－IPCCの最新科学的知見と日本からの貢献－」の報告

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　主幹　　広兼 克憲
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4. 基調講演
　IPCC 第 1 作業部会共同議長のトーマス・ストッ
カー教授より、第 5 次評価報告書の作成過程につ
いて紹介があった。膨大なデータ、論文、報告を
取りまとめるのに際して、専門家及び政府関係者
がそれぞれ 2 度にわたり審査を行い、14,000 語か
らなる SPM（政策決定者向け要約）を取りまとめ、
19 のヘッドラインからなるキーメッセージを発信
できたことが報告された。

5. 講演
　海洋開発研究機構の河宮チームリーダーは海
洋酸性化の影響が見え始めていること、日本の
GOSAT がこの分野で世界に貢献していることなど
を紹介した。
　東京大学大気海洋研究所の木本副所長は 2013 年
の夏の異常気象について解説し、2013 年夏の平均
気温が平年より 1.1℃高かったことを考慮すると、
平均気温が 2.0℃上昇した場合は大変なことになる

だろうと述べた。
　筑波大学の鬼頭主幹研究員は極端な気象現象に
関連して、今後は強い雨と干ばつの頻度が上がる
だろうこと、強い熱帯低気圧の活動が増加するだ
ろうと述べた。
　東京大学生産技術研究所の沖教授はフィリピン
で発生した 30 号台風について史上最大かと言われ
ていることに対して、気候が本格的に変動するの
はまだ先の話で、本格化した時（平均気温が大き
く上昇した時）にはこれまで経験したことがない
異次元の気象現象が起こるだろうと述べた。

【筆者の感想】
　従来の異常気象とはっきり区別しにくいものの地
球温暖化の影響が徐々に出始めているのではないか
という懸念が否定できない状況と感じた。さらに温
度上昇が進んだ時には、現在の想像を絶する（これ
まで経験したことがない）気象現象が高頻度で起こ
るだろうということが複数研究者から報告された。

6. パネルディスカッション

第5次評価報
告書では何が
新しい情報で
すか？

大きくは変わっていません。6年前の第4次評価報告書からわかってい
たことが多いです。ただ、いろいろなことがより確かになってきたと言え
るでしょう。平成26年3月に第2作業部会の報告書がでると地球温暖化
で何が起こるのかが、より明らかになってくると思います。6年前と違うこ
ととして、海面水位の上昇について南極とグリーンランドの氷床の融解
分により従来の予測より20cmぐらい上乗せされている点があげられま
す。また、累積温室効果ガス排出量と気温上昇量が比例していることが
示されたので、「あとどれだけしか排出できないのだな」ということがわ
かりやすくなりました。さらに、TIPPINGと呼ばれる、たとえばグリーンラ
ンドの氷が融けだして止まらなくなるとかいうことが、温度上昇が1℃か
ら４℃までのどこかで起きそうだということが書いてあります。

産業革命以前
からの温度上
昇は２℃までに
抑えるべきと聞
いていたので
すが？

グリーンランドの氷の融解は1,000年かけて起こり、それによる海面上昇は
７ｍになると言われています。そのトリガー（きっかけ）が今世紀中に起き
てしまうかもしれないということです。

台風やハリケーンの将来予測について日本でも高解像度モデルで研究していますが、IPCCでは多くのモ
デルでの予測結果が定性的に合っているかなど、総合的に評価しています。

異常気象と
の関係は？

猛暑や高潮など異常気象は気候変動がなくても起こり得ます。今のレンジ（猛暑や高潮の強さの範囲）を
超えるかどうかがポイントになってきます。

温暖化に伴って気候が変化すると水の循環に影響が及びます。しかし、洪水や渇水の頻度変化
が何人に被害をもたらすのかはある程度推計できても、被害額などはまだうまく推計できない状
況です。逆に第1作業部会でも干ばつ指数の将来推計をするなど、従来は第2作業部会が担当し
ていた社会への将来影響に関してもできるだけ示そうとしているようです。

国立環境研究所
江守室長

NHK
室山解説委員

筑波大学
鬼頭主幹研究員

東京大学
沖教授
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フィリピンや大島
の極端気象には
地球温暖化がど
の程度影響して
いるのでし ょ う
か？

私がかかわっているモンゴルでは永久凍土が融けてきています。ある程度の深さまでは融けるため一時的に
は水が増えて良いこともありますが、ある深さ以上は融けないため悪い影響が出てきます。雪が降るように
なって家畜が死んでしまうようなことが起きます。
また、中国の長江では基底流量が少なくなってきています。渇水が起こり、塩水が遡上して飲み水不足等の
深刻な影響が起きています。集中豪雨と高潮により排水ができなくなっているのが上海です。上海はそのせ
いで水浸しになってしまいました。経済的な損失は計り知れません。タイのバンコクでも同じことが起こりまし
た。アジアについても注意が必要です。

ヘビースモーカーは肺がんになりやすいと言われていますが、ヘビースモーカーでも
肺がんにならない人もいれば、喫煙していないのに肺がんになる人もいます。しかし、
統計的にはタバコを良く吸う人が確率的に肺がんになりやすいということです。地球
温暖化の影響がどの程度入っているかという議論もこれに似たところがあります。な
りやすいかどうかの確率など、統計的なことを言うことで良ければ、数値シミュレー
ションにより予測することが可能です。

ベースとして温暖化の影響があるとすれば、それを取り出して議論
する必要があります。過去100年間に起こった１℃の気温上昇がな
かった場合にそういうことが起きる確率がどの程度影響を受けるか、
現在、研究が進められているところです。

ほとんどの陸域で暑い日や熱い夜の頻度の増加あるいは昇温が観測されてい
て、それに人間活動が寄与している可能性が非常に高い、とSPM（IPCC第５次
評価報告書の政策決定者向け要約）にあります。観測が進んで、こうしたことが
明確に認識されてきています。

筑波大学
鬼頭主幹研究員

NHK
室山解説委員

国立環境研究所
江守室長

慶応大学
渡邉教授

地球環境戦略研究機関
西岡研究顧問

日本はどうすべ
きでしょうか？

夏の雨は増えるでしょう。

日本への影響はまだわからないことが多いです。いわ
ゆるゲリラ豪雨やそれに伴う都市洪水の頻度は上がる
でしょう。

日本はいろいろ対策を講じており、衛星観測やシミュレーションも
しています。

温室効果ガスの累積排出量と気温上昇の線形関係が示されたことにより、気候安定
化にはゼロエミッションが不可避であることが明らかになりました。気温上昇を2℃にと
どめるなら、今の排出量を30年続けたらそのあとはもう排出できません。気温上昇を
2℃に抑えるためには、我が国では2050年までに温室効果ガスを今から80％以上削減
しなければなりません。エネルギーなくして成長なし、など言ってはおられません。削減
のために何でもできることはやらねばなりません。

タイムスケールが長いの
でピンと来ないです。ど
れほどのことをすればよ
いのでしょうか。90年比
増、2005年比3.8％減で
よいのでしょうか？

NHK
室山解説委員 慶応大学

渡邉教授

地球環境戦略研究機関
西岡研究顧問

東京大学
沖教授

筑波大学
鬼頭主幹研究員
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地球温暖化懐疑
論はどうなった
のでしょうか？

ここ数年、温暖化問題があまり話題にならなかったので、懐疑論も静かだっ
たのではないでしょうか。震災後は温暖化が原発推進の口実ではないかと
いう人が増えました。自分で納得するまで信じられないという人には説明し
たい。一方、最初から嘘だと思っている人に理解してもらうのは難しいです。

このままの排出を続ければ、将来途上国が排出する温室効果ガスは先進国の3倍にもな
るとみられます。途上国の今の発展様式は欧米を追ってエネルギー大量依存型ですが、
これを改める必要があります。真鍋先生曰く「温暖化していると科学者が言うときには、も
うほとんどの人が温暖化していることを知っている」。科学者の判断はどうしても後追いで
す。これからは政策決定者と科学者の対話が必要であり重要です。

科学コミュニケー
ションが重要です。
温暖化に関する
情報をどう伝える
べきでしょうか？

NHK
室山解説委員

慶応大学
渡邉教授

地球環境戦略研究機関
西岡研究顧問

東京大学
沖教授

国立環境研究所
江守室長

「2～3分でわかる問題なら専門家は要らない」
と私の先輩が会場からメモをよこしました。人
為的な気候変動は嘘であって欲しいと願う人
もいます。それが悪いというよりは、そういう人
の気持ちも汲んであげる必要があります。

日本は途上国に
どう向きあえばい
いのでしょうか？

皆が参加できる場はどこに必要だろうか。市民と向き合うことも必要だが、グリーン開発と対
話も必要です。日本はグリーン開発のビジネスモデルを早急に作るべきです。日本の経済発
展は途上国のグリーン開発に依存しているのですから。

タイで洪水が起きた際、日本の企業も大きな被害を受けました
が、その時に支払われた損害保険の額が9,000億円と言われて
います。東日本大震災では6,000億円程度です。

温暖化の緩和
策と適応策の
バランスは？

日本でも洪水のリスクが高まります。もはやすべてを守り切るのは難しい。適
応策には副作用もあります。例えばダムを造れば自然破壊も起こります。こ
れからはある程度、自分の身は自分で守らねばならないかもしれません。危
ないところには住まないとかです。しかし弱者にしわ寄せが起こる可能性が
あります。日本では人口減少が起こります。エネルギー負荷が小さく、災害に
強く、経済的で、快適な街づくりを目指さなければなりません。

政策を決めるのに必要な知見を供給するという面からいうと、第1作業部会からの供給はもう十分です。
第2作業部会（温暖化の影響）の研究はもっと地域的に行う必要がありますし、第3作業部会（対策・適
応）はもっと短いサイクルで作業をしないと、現実の方が先行してしまいます。

NHK
室山解説委員

慶応大学
渡邉教授

地球環境戦略研究機関
西岡研究顧問

東京大学
沖教授

国立環境研究所
江守室長

日本はアジア太平洋を含めた広域の適応策を示していく必要があります。

100年後の気温上昇を高く設定する（RCP8.5）シナリオと対策を
最大限講じて低く抑えるシナリオ(RCP2.6)で、将来、違いが明ら
かになってくるのは2030年付近からとされています。つまり、そ
れまでは対策してもしなくても状況は同じということになります。
将来世代のために真剣に対策できるのか。これは科学だけでは
解決しない非常に難しい選択であり問題です。人類はある意味
で余命を宣告されたようなものです。世界の発展の仕方を根本
から変えていくのかどうか、真剣な議論が必要です。科学はそれ
を議論するための材料を出していかなければなりません。

筑波大学
鬼頭主幹研究員

海面水位は既にじわじわ上がってきています。早くから対策をしないと将
来大きな問題になります。

画像 ・ 写真提供 ： IPCC WG1 国内支援事務局 /RESTEC
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IPCC 公開シンポジウム「地球温暖化問題について考えよう！
最新の科学と温室効果ガス排出量監視の取りくみ」および
IPCC 専門家会合の参加報告

　　　　　　　　　　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　高度技能専門員　　酒井 広平

1. はじめに
　2013 年 12 月 11 日（水）から 13 日（金）まで

の三日間、札幌市内において、気候変動に関する

政 府 間 パ ネ ル（Intergovernmental Panel on Climate 

Change: 以 下、IPCC） 専 門 家 会 合「2006 年 IPCC

ガ イ ド ラ イ ン と 関 連 ソ フ ト ウ ェ ア を 利 用 し た

温室効果ガスインベントリ作成の改善」（IPCC 

Expert Meeting: Improving National Greenhouse 

Gas Inventories Using the 2006 IPCC Guidelines and 

Related Tools）が開催された。また、その前日の 10 

日（火）には一般市民を対象とした IPCC 公開シ

ンポジウム「地球温暖化問題について考えよう！

最新の科学と温室効果ガス排出量監視の取りくみ」

が開催され、筆者も講演者の一人として参加した。

ここではこのシンポジウムと専門家会合の参加報

告を行う。

2. 公開シンポジウム
　まず、札幌市内で行われた 10 日の一般市民向

けの公開シンポジウムであるが、これは主催が

IPCC、共催が環境省、北海道大学等であり、運営

事務局は IPCC インベントリタスクフォース・技

術支援ユニット（Technical Support Unit, Task Force 

on National Greenhouse Gas Inventory, IPCC： 以 下、

IPCC TFI-TSU）が担っていた。講演は 7 題目あり、

前半は 2013 年 9 月に発表された IPCC 第 5 次評価

報告書第 1 作業部会、後半は温室効果ガスインベ

ントリに関連した講演であった。講演の傍聴者は

約 100 人であった。また、海外からの講演者も含

まれていたため、日英の同時通訳でおこなわれた。

最初に IPCC インベントリタスクフォース共同議長

のテルマ・クルーグ氏から「気候変動と IPCC」に

ついての講演があった。続いて、東京大学の木本

昌秀教授による講演「IPCC 第 5 次評価報告書　第

1 作業部会」があり、「猛暑と言われた今年（2013

年）の夏は平年より平均で 1.1℃気温が高いだけで

あり、同じく猛暑の 2010 年夏も平年より 1.6℃高

いだけである。世界全体での平均気温 2℃上昇とは

相当気温が上がることを意味する」といった説明

もあった。

　北海道大学の山中康裕教授の「気候変動と北海

道」という講演では、「札幌で日々の気温が単純

に 3℃上昇すると冬（冬日）が 1 か月半短くなり、

夏（夏日）が 1 か月半長くなる。これまで札幌で

ほとんどみられない、猛暑日も出現することにな

る」「札幌の降雪は単純に雪が減るという話にはな

らず、11 月の雪は雨に変わるため減るが、2 月の

雪はパウダースノーが減り、湿った重たい大雪に

なる」といった北海道民にとって身近でわかりや

すい説明があった。筆者自身も学生時代に札幌に

住んでいたことがあるため、当時を思い出しなが

ら、共感できるものであった。なお、地球環境研

究センターニュース 2011 年 6 月号では三枝信子副

センター長（当時室長）が山中教授にインタビュー

をしている記事が掲載されているのでこちらも参

考されたい。

　休憩後、後半の話題に移り、IPCC インベント

写真 1　IPCC 公開シンポジウム　ジム ・ ペンマン氏の発

表（英語原文の発表資料が和訳されて映し出されている）

http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol22/vol22-3.pdf#page=8
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リータスクフォースビューロー・メンバーのジム・

ペンマン氏からは「気候変動問題への対処のため

の国際的な取り組み」という題目で、「気候変動枠

組条約（UNFCCC）」「COP」「京都議定書」をキー

ワードとした国際交渉の講演があった。IPCC TFI-

TSU のナリン・スリバスターバ氏、田辺清人氏か

らは温室効果ガスインベントリやそのガイドライ

ン、IPCC TFI-TSU の役割などが紹介された。

　プログラム中、最後の演者であった筆者は「日

本の温室効果ガスインベントリと関連活動」とい

う題目で、「わが国の温室効果ガス排出量」「京都

議定書の達成状況」「温室効果ガス排出量の算定方

法」について講演させていただいた（関連記事：

小坂尚史・酒井広平「京都議定書第一約束期間終

了～基準年比 6％削減の目標は達成の見込み～」地

球環境研究センターニュース 2014 年 1 月号）。加

えて北海道の排出量の特徴についても触れ、「GIO

が算定しているわが国の温室効果ガス排出量とは

別に北海道は独自に排出量を算定している。北海

道の特徴は農業由来の排出量が大きいことである。

全国では、排出量の約 2% が農業由来であること

に対して、北海道は約 10% を占める。例えば、全

国の乳牛の約 60%（およそ 100 万頭）が北海道で

飼われていることなどが影響している」といった

話もさせていただいた。

　また、講演後の質疑応答セッションでは一般的

だが鋭い疑問から専門的な質問まで出され、参加

者も関心もさまざまであることがうかがえるもの

であった。

　なお、この公開シンポジウムの様子と発表資料

は IPCC TFI-TSU の所属する公益財団法人 地球環

境戦略研究機関（IGES）のウェブサイト でも掲載

されている。

3. 専門家会合
　UNFCCC の附属書 I 国（いわゆる先進国）は

2013 年以降（京都議定書の第二約束期間）の排出

量の算定では、2006 年 IPCC ガイドラインを使用

することとなる。一方、非附属書 I 国（いわゆる

途上国）の排出量の算定では従来の方法を用いて

算定することとなっている（ただし、2006 年 IPCC

ガイドラインを用いてもよい）。より新しい知見が

含まれているため、2006 年 IPCC ガイドラインを

使用する国は少なからず存在する。2006 年 IPCC

ガイドラインソフトウェアは、主に UNFCCC 非附

属書Ⅰ締約国での使用に供することを目的として

IPCC TFI-TSU により開発され、ガイドラインに記

載された基礎的な算定方法を用いる際に有効なも

のとなっている。

　IPCC 専門家会合（12 月 11 日～ 13 日）は札幌市

内の北海道大学大学院地球環境科学研究院におい

て行われた。2006 年 IPCC ガイドラインソフトウェ

アは上述のとおり、主な対象国が非附属書 I 国で

あるため、アジア、中南米、アフリカといった国

からの参加者が多く、主催者である IPCC TFI-TSU

を除くと会合の参加者は約 30 人であった。

　一日目は会場となった北海道大学の紹介ののち、

農学研究院の波多野隆介教授による「土壌からの

温室効果ガス排出量の測定と排出係数の開発」に

ついての特別講義が行われた。その後、IPCC TSU-

TFI により、データ収集、品質管理 / 品質保証（QA/

QC）、不確実性、キーカテゴリー分析などの講義

が行われた。

　二日目は、AFOLU 分野（農業、森林およびその

他の土地利用分野）とそれ以外の分野（エネルギー、

工業プロセス、廃棄物）に分かれて、IPCC TFI-

TSU による 2006 年 IPCC ガイドラインソフトウェ

アの講義が行われた。続いて、実際にデータをソ

フトウェアに入力する（ここではダミーデータを

用いて）作業も課された。筆者が参加した AFOLU

分野では家畜データ、土地利用の情報を入力した。

温室効果ガスインベントリでは、算定するカテゴ

リによっては「排出量＝活動量×排出係数」といっ

た簡単な計算ではなく、さまざまなパラメータの

選択が必要になるため、入力パラメータの選択で

戸惑う参加者もみられた。しかし、実際に自国で

インベントリを作成・使用する場合、これらの選

択は必要な作業であるため、多くの参加者が熱心

に取り組んでいた。

　三日目は 1 組 5 人程度のチームを構成し、前日

に入力したダミーデータを用いて、仮想国の国別

報告書（National Communication）を作成するとい

う想定の下、仮想国の基礎情報、温室効果ガス排出・

吸収量の状況、排出量削減行動について発表資料

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201401/278001.html
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を作成し、代表者が発表するというワークショッ

プが行われた。

　最後に、三日間の締めくくりとして、当会合に

関するヒアリングアンケートが行われた。概ね「役

に立った」とのコメントが寄せられており、専門

家会合が参加者にとって今後の温室効果ガスイン

ベントリや国別報告書の作成に有用な経験となっ

たと思われる。

4. おわりに
　2014 年は IPCC 第 5 次評価報告書の第 2 作業部

会および第 3 作業部会の結果、統合報告書が順次

発表される年であり、注目が集まることが予想さ

れる。また、温室効果ガスインベントリについて、

附属書 I 国は京都議定書第一約束期間最後の年

（2012 年）の報告書を提出したのち、第二約束期間

以降の算定へと移行する節目の年である。非附属

書 I 国も年末に隔年更新報告書（BUR）の提出を

控えているため、GIO が環境省とともに主催する

「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）」（http://www-gio.

nies.go.jp/wgia/wgiaindex-j.html）などとも関連して、

今後の各国の動向に注目していきたい。

写真 2　専門家会合で 2006 年 IPCC ガイドラインソフ

トウェアを利用する参加者たち

■□■□■　関 連 記 事 　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□インベントリ関連の IPCC 専門家会合の過去の記事は以下からご覧いただけます。

○野尻幸宏・相沢智之「IPCC 温室効果ガスインベントリに関するタスクフォースの将来作業に関する専
門家会合 参加報告」2007 年 4 月号

○酒井広平「IPCC 専門家会合　温室効果ガスインベントリにおける施設およびプロジェクトレベルのデー
タの利用」2011 年 10 月号

○大佐古晃「温室効果ガス排出量の算定に関する IPCC 公開シンポジウムおよび IPCC 専門家会合参加報告」
2011 年 11 月号

○小坂尚史「IPCC 専門家会合参加報告 シェールガス等を含む化石燃料開発に伴う温室効果ガスの漏出」
2013 年 10 月号

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201309/274004.html
http://www-gio.nies.go.jp/wgia/wgiaindex-j.html
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol18/vol18-1.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201110/251003.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201111/252001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275004.html
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　植物群落の分光反射特性（光が当たった際に反

射する割合の波長ごとの分布）は、群落を構成す

る個葉の分光反射率・透過率および幹・枝の分光

反射率に規定される。また、個葉の分光特性は葉

の生化学的な特性（クロロフィル量や含水率など）

と解剖学的な特性を反映している。したがって葉

と幹・枝の分光特性データは、人工衛星や航空機

等のリモートセンシングによる分光データを生態

学的に解釈する上で不可欠である。葉や幹・枝の

分光特性は植物種により異なり（図 1）、さらに葉

の分光特性は季節により変化する。いくつかのデー

タベースで個葉の分光特性データは公開されてい

るが、日本に生育する種はほとんど含まれておら

ず、季節性も考慮されていない。そこで、日本を

含む東アジアの代表的な植生の優占種を中心に、

季節性も含めた分光データを公開するため、複数

の季節に測定したデータを含む維管束植物 22 種の

葉・シュートの分光反射・透過率と 12 種の幹・枝

の分光反射率データをデータペーパー（データ本

体と詳細情報を公表する論文）として報告した。

【本研究の論文情報】
タ イ ト ル：Reflectance and transmittance spectra of 

leaves and shoots of 22 vascular plant species and 

reflectance spectra of trunks and branches of 12 tree 

species in Japan. 

著者：Noda H., Motohka T., Murakami K., Muraoka H., 

Nasahara K.

掲載誌：Ecol.Res., DOI: 10.1007/s11284-013-1096-z.

最近の研究成果

　　　　　　　　　　

図 1　個葉の分光反射率（reflectance）・透過率

（transmittance）の例。ダケカンバ（a），アカマツ（b），

チガヤ（c）のデータを示す。実線が葉の向軸面、点

線が背軸面を示す。観測機器の特性上、ノイズが大き

くデータが使用できない波長域は灰色の影で示した。

日本の代表的な植物種を中心とした
22種の個葉・シュートの分光反射率・透過率と
12種の幹・枝の分光反射率についてのデータペーパー

地球環境研究センター物質循環モデリング解析研究室　特別研究員　　野田 響
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　農業は気候変化に対して敏感であり、温暖化に

より直接的な影響を受けると懸念されている。国
際的に新しく開発が進められているシナリオフ
レームワークを用いて、全世界における温暖化に
よる飢餓リスクへの影響と適応策の効果について
解析した。新シナリオフレームワークは 2 つの要
素、すなわち、社会経済条件（SSPs と呼ばれる 5
つの共通社会経済シナリオ、うち 3 つを本研究で
用いた）と気候条件（RCPs と呼ばれる 4 つの代表
濃度パス）から成り、多様な将来の社会を想定す
ることができる。さらに、結果に相違をもたらす
要因の一つである気候モデルとして、第 5 期結合
モデル相互比較計画（CMIP5）に参加した 8 つの
気候モデルによる最新の気候データを用いた。農
業における適応策として作物品種の変更、植付日
の変更を想定した。
　解析から次の 3 点が明らかとなった。第一に、
上の 2 種類の適応策は、将来の社会経済条件、気
候条件に関らず、温暖化によりもたらされる飢餓
リスクを軽減することができる、第二に、今世紀
前半において、飢餓リスクは気候条件よりも社会
経済条件に強く依存する、第三に、飢餓リスクへ
の温暖化影響は地域によって異なるが、これは地
域間で食料摂取カロリー、作物収量への温暖化の

影響、土地のひっ迫度が異なることに起因する。

【本研究の論文情報】
タイトル：Climate change impact and adaptation assessment 

on food consumption utilizing a new scenario framework 
著者：Hasegawa T., Fujimori S., Shin Y., Takahashi K., 

Masui T., Tanaka A.
掲 載 誌：Environ. Sc. Techno., (2014) 48, 438-445, 

DOI: 10.1021/es4034149.

新しいシナリオフレームワークを用いた
飢餓リスクに対する温暖化影響と適応策の研究

社会環境システム研究センター統合評価モデリング研究室

JSPS フェロー　　長谷川 知子

図 2　気候変化により追加的に生ずる 2050 年飢餓リスクに直面する人口（気候変化がない場合からの増加率）。

いずれのシナリオにおいても適応策の効果（あり・なしの違い）が確認できる。

図 1　気候変化がない場合の飢餓リスクに直面する人

口。人口増加や経済発展、技術進歩の違いにより楽観

的世界（SSP1）で最も小さく、悲観的な世界（SSP3）

で最も大きい。
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　大気海洋間における物質の交換は、温室効果ガ

スの収支や大気の酸化能など地球システムにおい

て重要な役割を果たす。例えば、硫化ジメチルは

海水中の植物プランクトンから生成して大気中に

放出され、光化学反応により硫酸塩を経由して雲

粒に成長すると言われており、その重要性ゆえ地

球システムモデルにも組み込まれている。しかし

ながら、従来の方法はいわば計算によるものであっ

たため、近年、フラックスをその場で計測するこ

とにより、大気海洋間におけるガス交換過程をよ

り正確に評価しようと試みられている。

　我々は硫化ジメチルなど揮発性有機化合物を高

時間分解能で定量可能なプロトン移動反応質量分

析計（PTR-MS）を、微気象学的フラックス計測手

法の一つである空気力学的傾度法と組み合わせる

ことで、海洋表層から大気への揮発性有機化合物

のフラックスを実計測する手法を確立した。これ

により、実海洋環境におけるフラックスの実計測

データが増加し、交換過程の理解やモデルのパラ

メタリゼーションに有益となると思われる。

【本研究の論文情報】
タイトル：Measurement of air-sea exchange of dimethyl 

sulfide and acetone by PTR-MS coupled with gradient 

flux technique 

著者：Tanimoto H., Kameyama S., Iwata T., Inomata S., 

Omori Y.

掲 載 誌：Environ. Sci. Technol., 48, 526-533, 2014. 

doi:10.1021/es4032562.

写真 1　大気と海洋の間を交換する揮発性有機化合物

を計測する係留ブイシステム

大気海洋間における揮発性有機化合物の交換過程の計測

大気圏環境研究領域　地球大気化学研究室長　　谷本 浩志

大気圏環境研究領域　大気動態研究室長　　遠嶋 康徳
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　 揮 発 性 の 硫 黄 化 合 物 で あ る “ 硫 化 ジ メ チ ル

（DMS）” は、大気中において雲の形成や粒子の成

長に寄与し、地球の気候に影響を与える重要な物

質である。DMS は主に海洋微生物によって生成さ

れ、海洋が大気への主要な放出源である。そのため、

海表面における DMS 濃度分布と海洋から大気への

DMS 放出量を精確に把握することが、気候システ

ムに関するモデルの精度向上に必要である。

　これまで、海水中の DMS 濃度の測定には時間

と手間がかかっていたため、データの蓄積が困難

であった。近年、我々のグループは DMS 抽出器と

高感度質量分析計を組み合わせたシステムによる

DMS 濃度の連続測定法を開発し、これにより DMS

データの飛躍的な増加が期待されている。しかし、

この最新のシステムにおいて、抽出器内での微生

物活動による DMS 生成が濃度測定に影響を及ぼす

のではないか？と懸念されていた。そこで、沿岸

海水を用いて微生物活動による DMS 生成を確かめ

る実験を行い、抽出器内の微生物活動によるアー

ティファクトの有無を評価した。その結果、抽出

器内が酸欠状態にならない限り、微生物は DMS 連

続測定の正確さに影響しないことを証明すること

ができた。さらに、酸欠下におかれると、微生物

が DMS を速やかに生成する現象を捉えることがで

きた。本研究結果は、今後の DMS 連続測定装置の

改良や開発に向けての礎となると期待される。

【本研究の論文情報】
タイトル：Evaluation of using unfiltered seawater for 

underway measurement of dimethyl sulfide in the 

ocean by online mass spectrometry 

著者：Omori Y., Tanimoto H., Inomata S., Kameyama S., 

Takao S., Suzuki K.

掲載誌：Limnol. Oceanogr.: Methods (2013), 11, 549-560.

図 1　DMS 抽出器内の DMS 濃度と酸素濃度の相対的変

化。微生物群集を含む沿岸海水を入れた抽出器におい

て、窒素ガスをバブリングして DMS を抽出し、抽出器

内の DMS 濃度と酸素濃度の変化を測定した。

　酸素が枯渇状態になった途端、DMS 濃度の急激な増

加が確認された。
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大気圏環境研究領域地球大気化学研究室　特別研究員　　大森 裕子

大気圏環境研究領域　大気動態研究室長　　遠嶋 康徳
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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。

CGER'S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.20

Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics in the Catchment of East 

Asia (Part IV)                                                                                                                                               (CGER-I114-2014)

　 本 モ ノ グ ラ フ（Part IV, CGER-I114-2014） は、Vol.11（Part I, 
CGER-I063-2006）（注 1）、Vol.14（Part II, CGER-I083-2008）（注 2）、および
Vol.18（Part III, CGER-I103-2012）（注 3）の後続版である。本モノグラフで
は、統合型 NICE（National Integrated Catchment-based Eco-hydrology）モデ
ルの拡張を通した中国の長江・黄河流域を含む大陸スケールへの適用事例
として、渇水が頻発する黄河流域における荒地から灌漑域への土地改変に
伴うシナリオ評価、洪水が増加する長江流域における表面流と地下水流の
複雑な相互作用の解明、更には三峡ダム及び南水北調に伴う洪水発生頻度
に及ぼす影響の予測、等について紹介している。これらの中国における水・
熱・物質循環の解明は日本の国家安全保障や国際貢献のために重要である
とともに、新たに開発した統合的手法は水循環及び生物地球化学循環の解
明や世界で多発している水資源の不均衡に対する効果的な越境問題の解決
に対しても有効である。

（注 1）Nakayama T. and Watanabe M. : Development of process-based NICE model and simulation of ecosystem 
dynamics in the catchment of East Asia (Part I). CGER's Supercomputer Monograph Report, 11, NIES, 100p.

（注 2）Nakayama T. : Development of process-based NICE model and simulation of ecosystem dynamics in the catchment 
of East Asia (Part II). CGER's Supercomputer Monograph Report, 14, NIES, 91p.

（注 3）Nakayama T. : Development of process-based NICE model and simulation of ecosystem dynamics in the catchment 
of East Asia (Part III). CGER's Supercomputer Monograph Report, 18, NIES, 98p.

【送付方法】
　1. 前払い（切手を先にお送り下さい）
　　○ I114 出版物 1 冊：290 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 20 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

http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/supporting/publications/report/index.html
http://www.cger.nies.go.jp/publications/report/i063/I063-2006_all.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/report/i083/i083.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/report/i103/i103.pdf
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