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　気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental 

Panel on Climate Change : IPCC） は、 第 38 回 総 会

（2014 年 3 月・横浜）において「第 2 作業部会第 5

次評価報告書」（以下「WG2-AR5」）の政策決定者

向け要約（Summary for policymakers: 以下「SPM」）

を承認・公表した。70 ヶ国から選出された 308 人

の執筆者により、世界中の専門家と政府から寄せ

られた 5 万件を超えるレビューコメントを考慮し

て、気候変化の影響とそれに対処するための適応

策に関する最新の科学的知見を評価したものであ

る。我が国からも総括代表執筆者（CLA）3 名、代

表執筆者（LA）5 名、査読編集者（RE）3 名をは

じめとして、その他にも協力執筆者、専門家査読者、

政府査読者などの形で、数多くの研究者や行政担

当者が報告書作成に貢献した。筆者も、第 19 章「新

たなリスクおよび主要な脆弱性」の LA として報

告書作成に参加した。本稿では、SPM に基づいて

WG2-AR5 読解のポイントを紹介する。なお、報

告書内容の詳細については、環境省ウェブサイト

（http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17966）

あるいは IPCC 第 2 作業部会ウェブサイト［英語］

（http://www.ipcc-wg2.gov/AR5/）を参照いただきた

い。

1. WG2-AR5の SPMの構成
　WG2-AR5 の SPM は次の 3 つのセクションから

構成されている。

A. 複雑かつ変化しつつある世界において観測さ

れている影響、脆弱性、適応

　B. 将来リスクと適応機会 

　C. 将来リスクの管理とレジリエンスの構築

　セクション A では、今日までに観測された影響、

脆弱性、曝露、適応的対応についての研究知見の

評価について記述されている。2013 年 9 月に公表

された第 1 作業部会第 5 次評価報告書（WG1-AR5）

では、1880 ～ 2012 年の世界平均気温の変化傾向

が 0.85℃上昇（90% 信頼区間：0.65 ～ 1.06℃）で

あることを含め、すでに気温変化や降水量変化な

どの形で気候変化が進行しつつあることを示した。

そのような気候変化の進行をふまえると、気候変

化の各セクタ・地域への影響も発現しつつあるの

ではないか、観測データに基づいて影響の発現を

確かめることが出来るのではないか、といったこ

とが予想される。しかし、長期の観測データを必

要とすること、気候変化以外にその他の複数因子

が同時に関与して影響が現れる場合が多いことな

どから、個別の影響の傾向と気候変化の関係につ

いて科学的に厳密に示すこと（影響の検出・原因

特定）は容易なことではない。このセクションでは、

各セクタ・地域における影響の検出・原因特定の

研究の評価が示されている。

　一方、セクション B では将来予測について論じ

られている。すなわち、今後数十年、さらに 21 世

紀後半、影響の種類によってはその先の期間まで

を見据え、各セクタ・地域で予期される影響リス

クおよび潜在的便益について、最新の見解をまと

めている。影響リスクについては、気候変化の大

きさと速度ならびに社会経済的な選択による差異

も議論されている。また、適応及び緩和の両対策（地

球環境豆知識参照）による影響軽減・リスク管理

の可能性についても評価している。

　さらに、セクション C では、効果的な適応の要

件や、より幅広な、適応、緩和、持続可能な発展

の間の相互作用などについて考察している。気候

変化リスク管理には、将来世代、経済、環境に密

接な関係を持つ、適応・緩和に係る意思決定が含

まれる。セクション C では、適応の限界、気候に

対してレジリエントな発展経路、変革の役割につ

いても論じている。

　紙面の都合から、本報告では、話題をセクショ

「地球温暖化は生態系や人間社会にどんな影響を及ぼすか？」
IPCC第2作業部会第5次評価報告書

　　　　　　　　　　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
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ン A 及び B に絞り、以下でその要点について紹介

する。

2. 観測された影響・適応
　「過去数十年間、気候変化が全ての大陸・海洋に

わたって自然システム・人間システムに影響を及

ぼしてきた。気候変化影響の証拠は、自然システ

ムについて、最も強く包括的にあらわれている。

人間システムにおける影響の一部も気候変化に原

因特定されている。この場合、気候変化の影響と

その他因子の影響の区別が可能だが、気候変化は

主因の場合もあればそうでない場合もある。」

　以上が、観測された影響に関する SPM での総

括的な評価である。図１はこの評価に関連し SPM

掲載されたものであり、各地域において検出・原

因特定された気候変化による影響を示している。

WG2-AR4 では、特に途上国地域で影響検出の研究

の不足が指摘されていたが、WG2-AR5 では地理的

にもセクタ的にもより広範に影響の検出・原因特

定に関する知見の蓄積があった。

　また WG2-AR5 での新しい観点として「適応の

経験」を挙げることが出来る。顕在化しつつある、

あるいは将来に発生が予想される温暖化影響に対

して、我々人間がどのような適応的対応を取りつ

つあるのかについて、地域別に事例・現況を概観

するとともに、「適応が計画プロセスに組み込ま

図 1　各地域において検出・原因特定された気候変化による影響
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れる事例が増えてきているが、その実践は限定的

である（高い確信度）。」と結論付けている。なお、

アジアに関しては、「地方の開発計画、早期警報シ

ステム、統合水資源管理、森林農業、沿岸のマン

グローブ林再生などに対して、気候への適応行動

を組み入れる形で、適応の促進が進んでいる地域

もある。」との評価が示されている。

3. 将来リスクと適応の機会
　気候変化により今後生ずることが予測される影

響については、膨大な知見が蓄積しており、そこ

から多くの人の関心を引くと思われる事例を選ん

で紹介することは、特段難しいことではない。目

的が温暖化問題に対する警鐘を鳴らすというだけ

であれば、それでも良いだろう。しかし、IPCC の

役割は、その膨大な既存知見を調査・評価し、政

策決定者が対策・政策を検討する際に有用な情報

を簡潔に示すことにある。その役割を果たそうと

すると話は格段に難しくなる。いかなる政策検討

での活用を目的とするのか示したうえで、特定主

体の価値観に偏らない選択基準を明示し、その基

準にあてはまる知見を評価対象とすることが求め

られる。IPCC では国連気候変動枠組条約第 2 条に

記載されるような「気候システムに対する危険な

人為的干渉」による深刻な影響の可能性について

「主要なリスク」と呼び、規模の大きさ、生起確

率、影響の不可逆性といったいくつかの基準を設

け、その基準と照らした専門家判断により「主要

なリスク」を選定・提示している。例えば、WG2-

AR5 では、確信度の高い、複数セクタ・地域にま

たがる 8 事項を主要なリスクとして特に取り上げ

て SPM で提示した（表１）。

　SPM 中では、セクタ別・地域別にも主要なリス

クを提示している。また、気候変化の大きさと速

度ならびに社会経済的な選択による将来リスクの

差異に関しては、将来の気温上昇水準別のリスク

の整理に基づき「気温上昇量が大きくなるにつれ

深刻・広範・不可逆な影響の可能性が高まる」と

結論付けた。さらに、適応及び緩和の両対策によ

る影響軽減・リスク管理の機会については、「気候

表 1　確信度の高い複数の分野や地域に及ぶ主要なリスク 
海面上昇、沿岸での高潮被害な

どによるリスク 

高潮、沿岸洪水、海面上昇により、沿岸の低地や小島嶼国において死亡、

負傷、健康被害、または生計崩壊が起きるリスクがある。 
大都市部への洪水による被害

のリスク 

いくつかの地域において、洪水によって、大都市部の人々が深刻な健康被

害や生計崩壊にあうリスクがある。 
極端な気象現象によるインフ

ラ等の機能停止のリスク 

極端な気象現象が、電気、水供給、医療・緊急サービスなどの、インフラ

ネットワークと重要なサービスの機能停止をもたらすといった、社会シス

テム全体に影響を及ぼすリスクがある。 
熱波による、特に都市部の脆弱

な層における死亡や疾病のリ

スク 

極端に暑い期間においては、特に脆弱な都市住民や屋外労働者に対する、

死亡や健康障害のリスクがある。  

気温上昇、干ばつ等による食料

安全保障が脅かされるリスク 

気温上昇、干ばつ、洪水、降水量の変動や極端な降水により、特に貧しい

人々の食料安全保障が脅かされるとともに、食料システムが崩壊するリス

クがある。 
水資源不足と農業生産減少に

よる農村部の生計及び所得損

失のリスク 

飲料水や灌漑用水への不十分なアクセスと農業の生産性の低下により、半

乾燥地域において、特に最小限の資本しか持たない農民や牧畜民の生計や

収入が失われる可能性がある。 
沿岸海域における生計に重要

な海洋生態系の損失リスク 

特に熱帯と北極圏の漁業コミュニティにおいて、沿岸部の人々の生計を支

える海洋・沿岸の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失

われる可能性がある。 
陸域及び内水生態系がもたら

すサービスの損失リスク 

人々の生計を支える陸域及び内水の生態系と生物多様性、生態系便益・機

能・サービスが失われる可能性がある。 
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変化影響の全般的リスクは気候変化の速度・大き

さを抑制することにより軽減できる。気温上昇が

最小となるシナリオ（RCP2.6・温室効果ガス低排

出）では、気温上昇が最大となるシナリオ（RCP8.5・

温室効果ガス高排出）に比べ、特に 21 世紀後半に

おいて、リスクが大幅に軽減される（非常に高い

確信度）。気候変化の抑制は、必要な適応の規模の

軽減にもつながる。評価対象となったどの適応・

緩和のシナリオにおいても、悪影響によるリスク

がいくらかは残る（非常に高い確信度）。」と評価

した。

4. おわりに
　IPCC 総会の日本での開催は今回が初めてであ

る。WG2-AR5 は 2010 年に章立て・執筆者が検討

され、その後 3 年以上の歳月をかけて執筆・修正

を繰り返して完成したものであり、総会がどこで行

われてもその報告書の質や有用性に違いが生じる

訳では勿論ない。しかし、初の自国開催の総会で

承認・公表された報告書ということも手伝ってか、

2007 年の IPCC-AR4 や 2013 年 9 月の WG1-AR5 公

表時と比べ、新聞・テレビ等のメディアでの扱い

もより広範であったように思える。IPCC 報告の時

だけ大きく騒ぎ立てれば良いというものではない。

しかし、多くの国民の関心を引きつけ、今何が分

かっていて分かっていないのか、それをふまえて

どのようにこの問題に取り組んでゆけばよいのか、

について共に考えてもらうためには、この勢い・

機会を弾みとしてうまく活かす必要がある。SPM

が示す主要メッセージについては報告書公表とと

もに様々なメディアを通じて伝達が行われた。し

かし対策・政策の検討のためには、主要メッセー

ジだけではなく、その背後にあるより詳細かつ膨

大な科学的情報についてもうまく活用していく必

要がある。私達研究者は、その科学的情報の活用

に際してどんな役割を担うことが出来るのか、政

策決定者やあるいは各国民のニーズを捉えながら、

今後考えていくことが求められている。

＊ IPCC 第 1 作業部会第 5 次評価報告書の概要は地球環境研究センターニュース 2014 年 4 月号に掲載し
ています。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201404/281001.html
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　地球温暖化の対策には、その原因物質である温室効果ガスの排出量を削減する（または植林な

どによって吸収量を増加させる）「緩和策（mitigation）」と、気候変化に対して自然生態系や社会・

経済システムを調整することにより温暖化の悪影響を軽減する（または温暖化の好影響を増長さ

せる）「適応策（adaptation）」とに大別できる。

　緩和策は、大気中の温室効果ガス濃度の制御等を通じ、自然・人間システム全般への影響を制

御するのに対して、適応策は直接的に特定のシステムへの温暖化影響を制御するという特徴をも

つ。したがって多くの場合、緩和策の波及効果は広域的・部門横断的であり、適応策は地域限定的・

個別的である。

　緩和策の例としては、京都議定書のような排出量そのものを抑制するための国際的ルールや省

エネルギー、二酸化炭素固定技術などをあげることができる。適応策の例としては、沿岸地域で

温暖化の影響による海面上昇に対応するための高い堤防を設置や、暑さに対応するためのクール

ビズ、作物の作付時期の変更などの対処療法的対策が相当する。

　なお、最大限の排出削減努力（緩和策）を行っても、過去に排出した温室効果ガスの大気中へ

の蓄積があり、ある程度の気候変化は避けられない。それによる影響に対してとり得る対策は、

変化した気候のもとで悪影響を最小限に抑える「適応策」に限られる。しかし適応策だけですべ

ての気候変化の影響を和らげることも不可能であり、緩和策も同時に進める必要がある。適応策

は温暖化対策全体の中では緩和策を補完するものとして位置づけられているが、双方とも温暖化

対策として不可欠である。緩和策の効果が現れるには長い時間がかかるため、早急に大幅削減に

向けた取り組みを開始し、それを長期にわたり強化・継続していかなければならない。
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廃棄物の環境適合型製品への転換
－持続可能な廃棄物の有効利用をめざして－

　　　　　　　　　　東京工業大学大学院総合理工学研究科　教授　　吉川 邦夫

1. はじめに
　今、廃棄物処理が大きな転換点を迎えている。

これまでの廃棄物処理と言えば、極論すれば「埋

める」か「燃やす」かという二つの選択肢しかな

かった。わが国は特異的に焼却処理が中心であり、

毎年約 4000 万トンの一般廃棄物が焼却処理され、

そのうちの約半分が発電に利用されて、100 万キロ

ワット以上の発電が行われている。しかし、こう

した廃棄物発電は、日量 200 トン程度以上の大規

模な廃棄物処理に限られており、中小の自治体や

産業廃棄物処理では、廃棄物発電はほとんど導入

されていない。世界的に見れば、埋め立て処理が

圧倒的な割合を占めているのが現状である。しか

し、発展途上国を含め、各国が廃棄物の埋め立て

を制限もしくは禁止する方向に動いており、一方

で、焼却処理に対する住民の反対が強いことから、

「埋めない」、「燃やさない」第三の廃棄物処理方法

が強く求められている。わが国も、廃棄物の発生

元での分別が浸透しつつあり、特に、容器包装リ

サイクル法対応で、焼却処理される一般廃棄物中

のプラスチックの割合が減ってきており、ダイオ

キシン発生抑制のために、補助燃料を使用して高

温焼却を維持せざるを得ない焼却炉が増えてきて

いる。すなわち、わが国も焼却中心の廃棄物処理

から脱却せざるを得ない状況に追い込まれつつあ

る。

　こうした状況の下で、廃棄物を単に熱エネルギー

源として利用するだけでなく、廃棄物処理費が十

分に確保できない発展途上国や、小規模な廃棄物

管理にも適用可能な、廃棄物からの付加価値の高

い、すなわち販売可能な製品の製造という、新た

な廃棄物処理の概念を筆者は提案している。この

場合、廃棄物処理費と製品の販売収入の合計が、

設備の減価償却を含む運転費用を上回れば、収益

事業となり、廃棄物管理を、税金を投入するサー

ビス事業から、収益を生む民間事業へと転換させ

ることが可能となる。

　図 1 には、この 20 年間の燃料価格と肥料価格の

推移を示す（参考文献）。この図より、最近の 10

年間で、燃料価格と肥料価格の高騰が顕著である

ことがわかる。この問題は、特に発展途上国で深

刻であり、燃料や肥料の価格上昇と不足が、大き

な社会問題となっている。したがって、廃棄物か

ら製造すべき製品としては、燃料と肥料がターゲッ

トとなる。

　本稿では、筆者が多数の企業と共同で開発して

きた、こうした新たな廃棄物からの燃料・肥料製

造技術の概要を紹介させていただきたい。

2. 固体燃料・肥料製造技術
　図 2 に、固体燃料製造や肥料製造に利用する、

水蒸気加熱（HT）技術の原理を示す。廃棄物を反

応容器内に投入し、温度 200℃、圧力 2MPa 程度の

飽和水蒸気をボイラで生成して、反応容器内に充

填する。昇圧過程から、反応容器内に設けられた

撹拌翼を回転させて、廃棄物と水蒸気の良好な接

触を保持し、反応温度に達したら、一定時間（反

応時間）放置した後に、水蒸気を抜き出し、生成

図 1　燃料価格と肥料価格の推移

（Nitrogen: 窒素、 Natural Gas: 天然ガス、 Phosphorus: 

リン、 Potassium: カリウム、 Crude Gas: 原油）
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物を取り出す。抜き出された水蒸気は、冷却・凝

縮後、適切な排水処理を行って放流する。

　都市ごみや医療廃棄物などの混合廃棄物を処理

した場合、図に示すように、粉末状の物質に変化

する。処理直後の含水率は、処理前より若干増加

するが、自然乾燥や通風乾燥で短時間で 20％以下

の含水率にまで低下する。都市ごみ中に含まれる

金属やガラスなどの不燃物は、そのままの形で残

るため、篩い分けによって可燃分と容易に分離で

きる。したがって、都市ごみの分別は不要であり、

発展途上国の廃棄物管理に適した技術である。得

られる生成物は性状が石炭に似ており、HT 処理前

に比べると、破砕性が大幅に改善されることから、

セメントキルンや石炭炊きボイラなどの、既設の

石炭燃焼設備をそのまま利用して、石炭中に最大

で 20% 程度、生成物を混合して燃焼させることで、

HT 生成物は固体燃料として容易に利用できる。廃

棄物中にはバイオマス成分が多く含まれることか

ら、この石炭混焼によって、同時に、石炭燃焼に

伴う二酸化炭素の排出を抑制することもできる。

また、農林業廃棄物を HT 処理すると、繊維質が

分解されるため、コンポスト化が容易となる。

　一方、高含水バイオマスを処理した場合、生成

物は含水率が増加してスラリー状となるものの、

脱水特性が向上する。機械的な脱水によって得ら

れる固体残渣は乾燥特性に優れ、下水汚泥や畜糞

の場合は燃料や有機肥料、食品廃棄物や農業廃棄

物の場合は飼料として利用可能となる。一方、機

械的な脱水を行う際に生ずる脱離液中には、固形

分の一定割合が可溶化し、肥料としての主要な栄

養素が相当な割合で溶け込んでおり、重金属や雑

菌の混入のない、新たな有機液体肥料として利用

できる。

　通常、廃棄物を乾燥させるためには、廃棄物を

破砕し、100℃まで加熱し、含有する水分の蒸発に

必要なエネルギーを供給する必要がある。しかし、

HT 技術では、廃棄物を約 200℃の反応温度まで加

熱するのに必要なエネルギーを供給するだけで十

分であり、加水分解反応によって細胞膜が破壊さ

れ、廃棄物中の拘束水が自由水に転換するために、

乾燥特性や機械的脱水特性が向上する。そのため、

HT 生成物の乾燥は、エネルギー消費の少ない機

械的脱水と通風乾燥や自然乾燥などの自然エネル

ギーを用いた乾燥の組み合わせとなることから、

廃棄物の加熱に供給する水蒸気の潜熱も利用でき

ること、また廃棄物の破砕が不要であることと相

まって、HT 技術によって、廃棄物の乾燥に要する

エネルギーを大幅に削減することができる。エネ

ルギー収支の検討から、生成物の約 15% をボイラ

燃料として使用し、残りの 85% が正味の生成物と

して、燃料・肥料の製造に利用できることが示さ

れている。

　本技術は、国内では一般廃棄物の処理に 2 箇所

の自治体が導入し、医療廃棄物や食品廃棄物の処

理に複数の民間事業者が導入している。写真 1 に

は、医療廃棄物処理用に民間事業者が導入した設

備（反応器内容積 5m3）を示す。生成される石炭

代替燃料の製造原価としては、100 トン / 日規模の

設備で、約 7,000 円 / トンと試算されており、現在

の石炭の輸入価格と比較して、十分な経済性を有

すると言える。

写真 1　医療廃棄物用の水蒸気加熱処理設備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 2　水蒸気加熱技術の原理
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3. 液体燃料製造技術
　昨今の石油価格の高騰の中で、石油代替燃料と

して、バイオエタノールやバイオディーゼル（BDF）

が注目されている。わが国の場合、これらのバイ

オマス由来の液体燃料の製造に適した資源が限ら

れており、国内資源を利用しての経済性のある燃

料製造は困難である。一方で、容器包装リサイク

ル法で認められた廃プラスチックの再資源化技術

として、熱分解プロセスを用いた油化技術がある。

その最大規模のものは、札幌プラスチックリサイ

クル（株）が運営していた、40 トン / 日の設備で

あり、塩ビを含む一般廃棄物由来の廃プラスチッ

クを油化できることに最大の特徴があった。しか

し、原料の調達が入札に基づくものであったため

に、十分な量の原料が確保できず、結局閉鎖され、

現在では、一般廃棄物由来の廃プラスチックを原

料とする油化設備は稼働していない。

　その一方で、産廃系の廃プラスチックであれば、

より絞られた原材料に対応した安価な油化設備の

建設も可能となる。その際に問題となるのは、製

造される油の品質であり、通常の油化設備で製造

されるような軽質油と重質油が混ざった低質の油

では用途が限られ、本格的な普及は難しい。図 3

に示す油化設備は、廃プラスチックあるいは廃油

（鉱物油、植物油）の熱分解ガスを特殊な改質触媒

槽を通すことによって、軽分子化し、通常の油化

プロセスで得られる再生油の軽質分が増加すると

いう特長を持っている。このプロセスで得られた

再生油の炭素数分布の例を図 4 に示すが、ガソリ

ンや灯油に近い軽質な再生油が生成されているこ

とがわかる。本技術は、小規模なシステムにも適

用可能であり、廃プラスチックや廃油の発生元で

の処理に適している。写真 2 には、5 年以上連続稼

働している廃棄携帯電話の処理設備、写真 3 には、

最近建設された廃プラスチックの油化設備を示す。

　写真 3 に示す、10 トン / 日規模の設備では、生

成油の製造原価は 20 円 / リッター程度と見積もら

れており、現状の軽油や重油の価格と比べて、十

分な経済性を有している。

写真 3　廃プラスチックの油化設備 （熱分解炉内容積 5m3）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真 2　廃棄携帯電話の油化設備 （熱分解炉内容積 2m3）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3　廃プラチック油化プロセス
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4. ガス化発電技術
　水蒸気加熱処理で燃料化された廃棄物あるいは

中低含水の廃棄物・バイオマスは、ペレット化や

破砕などの前処理を行った後に、ガス化発電によっ

て電力および温熱・冷熱に変換される。廃棄物の

ガス化については、固定床炉、流動床炉、噴流床

炉など様々な形式のものが開発されているが、廃

棄物の形状の自由度が大きいことや、ガス化効率

が高いことから、筆者の研究室では、アップドラ

フト型と呼ばれる固定床炉に焦点を当てて、研究

開発を行っている。

　図 5 には、ある企業と共同研究を実施している

アップドラフト型のガス化炉の概念図をまた、写

真 4 には、実証プラントを示す。バイオマスや廃

棄物等の原料は、ガス化炉の上部から投入され、

ガス化剤となる空気はガス化炉の底部から供給さ

れることによって、原料は炉内を上部から下部へ、

空気は下部から上部へと移動することがアップド

ラフト型のガス化炉の特徴である。供給された原

料は、下部から上昇してくるガス化ガスによって

乾燥され、次に酸素含有量が少ない高温の燃焼ガ

スによって炭化され、熱分解ガスが発生する。炭

化物は炉下部へと移動し、一部は供給される空気

で燃焼され、残りは攪拌機の作用によって抜き出

される。その結果として、原料は、発生ガス（主

たる可燃分は一酸化炭素、水素及びメタン）と炭

化物に熱分解される。

　発生ガスは、可燃成分を含んではいるものの、

供給する空気中の窒素が 50% 以上を占めているた

めに、その発熱量は天然ガスの約 1/10 と低く、特

殊なガスエンジンか、軽油と発生ガスの両方を供

給する混焼エンジンを用いた発電が主たる用途と

なる。しかし、その際には、発生ガス中のタール

分を 99% 以上除去する必要があり、高効率かつ経

済的なタール除去技術の開発が、ガス化発電技術

の成否を握っているといっても過言ではない。筆

者は、上記の企業と共同で、新たなタール除去技

術の開発を行っており、発生ガスを冷却する過程

で回収される軽質タール（バイオオイル）を用い

たスクラビングと、生成される炭化物を用いた吸

着の組み合わせで、発生ガス中のタール濃度を目

標値である、100mg/Nm3 以下に低減できる見通し

を得ている。

　一方で、炭化物の用途であるが、例えば、鶏糞

を原料とした場合には、生成される炭化物（バイ

オチャー）中に、窒素・リン・カリといった主要

な栄養素が数 % 程度ずつ含まれることが確認され

ており、高性能肥料として販売できる可能性があ

る。特に、二酸化炭素排出低減の観点から、バイ

オチャーの肥料としての利用を評価すると、空気

中の炭素を地中に固定化できることを意味し、カー

ボンニュートラルと言わるバイオマスを用いた、

カーボンネガティブなエネルギー利用プロセスの

構築が可能となる。

5. おわりに
　誌面の関係で、各技術についてはごく簡単に紹

介することしかできなかったが、こうした研究開

発にあたっての筆者の基本的なフィロソフィーは、

「廃棄物は資源であり、単なる処理ではなく高付加

価値の製品に転換すべきである」というものであ

る。冒頭で述べたように、わが国は、廃棄物の焼

写真 4　アップドラフト型ガス化炉実証設備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5　アップドラフト型ガス化炉の概念図
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却処理が中心であるが、焼却処理は熱エネルギー

以外何も生み出さず、自治体を含む排出者は、高

い処理費の負担が求められる。しかし、一歩国外

に出ると、廃棄物処理費はわが国では考えられな

いほど安く、発展途上国では 1/10 以下である。一

方で、燃料や肥料には国際価格があり、物価の安

い発展途上国ほど相対的にエネルギー価格や肥料

価格は高くなる。したがって、廃棄物から妥当な

コストで利用しやすい燃料や肥料が得られれば、

廃棄物処理費よりも生成物の販売収入が大きくな

り、民間の収益事業として廃棄物が適切に有効利

用されるようになるはずである。そうなれば、廃

棄物処理は「静脈産業」ではなく「動脈産業」となり、

新たな雇用創出が期待されると共に、「地球温暖化

防止」と「循環型社会構築」という、人類全体が

抱える社会的課題の解決に大きく寄与することと

なろう。

【参考文献】

Mueller S. A., Anderson J. E. and Wallington T.J., 

2011. Impact of biofuel production and other supply 

and demand factors on food price increases in 2008. 

Biomass and Bioenergy, 35: 1623-1632.
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わが国の2012年度（平成24年度）の温室効果ガス排出量について
～第一約束期間の排出吸収量出揃う。マイナス 6% の目標を達成～

　　　　　　　　　　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　　小坂 尚史
　　　　　　　　　　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　マネージャー　　野尻 幸宏

1. はじめに
　わが国は、京都議定書の第一約束期間（2008 ～

2012 年）の 5 カ年で温室効果ガス排出量を基準年

と比べて 6% 削減することが求められています。

また、その目標を達成するためには森林等吸収源

と京都メカニズムのクレジットを加味することが

できます。

　国立環境研究所 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（Greenhouse Gas 

Inventory Office of Japan　以下、GIO）は、環境省

の委託を受け、わが国の温室効果ガス排出吸収量

を算定し、それをとりまとめた目録（インベント

リ）を作成しています。2014 年 4 月 15 日に、GIO

と環境省は「2012 年度（平成 24 年度）わが国の温

室効果ガス排出量」を公表しました。その概要を

簡単に紹介します。今般公表した排出量は第一約

束期間最終年に当たる数値であり、本稿では削減

目標の達成状況についても説明します。

2. 温室効果ガスの総排出量
　1990 年度から 2012 年度までのわが国の温室効果

ガスの排出量の推移を表 1 に示しました。2012 年

度の温室効果ガス総排出量（各温室効果ガスの排

出量に地球温暖化係数［注 1］を乗じ、CO2 換算し

たものを合算した量）は 13 億 4,300 万トン（CO2

換算、以下省略）となりました。京都議定書の規

定による基準年排出量（注 2）を 6.5% 上回り、2

年連続で基準年排出量を上回りました。前年度比

2.8%（3,660 万トン）の増加で、3 年連続の増加と

なりました。前年度からの排出量増加の要因として

は、欧州債務危機の影響等により製造業の生産量

が減少し、家庭部門での節電が更に進んだものの、

東日本大震災以降の火力発電の増加によって化石

燃料消費量が増加したことなどが挙げられます。

3. 2012年度の各温室効果ガスの排出量
（1）二酸化炭素（CO2）

　2012 年度の CO2 排出量は 12 億 7,600 万トンであ

り、基準年比で 11.5% の増加、前年度比で 2.8% の

増加となりました。

　部門別（電気・熱配分後）（注 3）では、産業部

門からの排出量（注 4）が基準年比で 13.4% の減

※土地利用、土地利用変化及び林業（Land Use, Land-Use Change and Forestry: LULUCF）分野の排出・吸収量は除く。

温室効果ガス排出量

温室効果ガス
京都議定書
の基準年

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 基準年比
（2012年度）

前年度比
（2012年度）

5カ年平均

（2008-2012）
基準年比

（5カ年平均）

二酸化炭素（CO2） 1,144.1 1,141.1 1,223.6 1,251.4 1,282.1 1,213.8 1,141.4 1,191.0 1,240.6 1,275.6 11.5% 2.8% 1,212.5 6.0%
エネルギー起源 1,059.1 1,059.1 1,135.3 1,166.9 1,202.6 1,138.4 1,075.2 1,123.5 1,173.1 1,207.6 14.0% 2.9% 1,143.6 8.0%

産業部門 482.1 482.2 471.1 467.2 459.3 419.0 388.1 420.9 417.1 417.5 -13.4% 0.1% 412.5 -14.4%
運輸部門 217.4 217.4 257.6 265.4 254.4 235.7 230.1 232.5 229.6 226.3 4.1% -1.4% 230.8 6.2%
家庭部門 127.4 127.5 148.1 157.5 174.2 171.0 161.7 172.0 188.8 203.5 59.7% 7.8% 179.4 40.8%
業務その他部門 164.3 164.3 185.1 206.0 235.4 233.6 215.4 216.9 250.0 272.4 65.8% 8.9% 237.7 44.7%
エネルギー転換部門 67.9 67.8 73.3 70.8 79.3 79.1 80.0 81.1 87.6 87.8 29.4% 0.2% 83.1 22.5%

非エネルギー起源 85.0 82.0 88.4 84.5 79.5 75.4 66.2 67.6 67.5 68.0 -20.0% 0.8% 68.9 -18.9%
工業プロセス分野 62.3 59.9 61.3 53.9 49.9 45.6 40.2 41.1 41.2 41.5 -33.4% 0.8% 41.9 -32.7%
廃棄物分野 22.7 22.1 27.0 30.6 29.6 29.7 26.0 26.5 26.3 26.5 16.9% 0.9% 27.0 19.0%

メタン（CH4） 33.4 32.4 29.7 26.0 22.9 21.7 21.1 20.7 20.3 20.0 -40.1% -1.4% 20.8 -37.8%
一酸化二窒素（N2O） 32.6 29.7 31.0 27.5 23.0 21.7 21.4 20.8 20.5 20.2 -38.0% -1.3% 20.9 -35.9%
代替フロン等３ガス 51.2 31.0 51.5 35.6 22.3 23.7 21.7 23.6 25.1 27.3 -46.7% 8.6% 24.3 -52.6%

 ハイドロフルオロカーボン類（HFCs） 20.2 12.6 20.3 18.8 10.5 15.3 16.5 18.3 20.5 22.9 13.4% 12.1% 18.7 -7.5%
 パーフルオロカーボン類（PFCs） 14.0 5.3 14.3 9.6 7.0 4.6 3.3 3.4 3.0 2.8 -80.4% -8.6% 3.4 -75.7%

六ふっ化硫黄（SF6） 16.9 13.2 17.0 7.2 4.8 3.8 1.9 1.9 1.6 1.6 -90.6% -3.2% 2.1 -87.4%
計 1,261.3 1,234.3 1,335.9 1,340.5 1,350.3 1,280.9 1,205.7 1,256.1 1,306.5 1,343.1 6.5% 2.8% 1,278.5 1.4%

L5-6gas_2014-gioweb_J1.0より作成

表 1　各温室効果ガス排出量の推移（1990 ～ 2012 年度、単位：百万トン）
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少、前年度比で 0.1% の増加となりました（図 1）。

前年度からの増加は、欧州債務危機の影響などに

よる製造業の生産量の減少等に伴い製造業からの

排出量が減少した一方で、非製造業（農林水産業、

鉱業、建設業）からの排出量が増加したことによ

ります。

　運輸部門からの排出量は基準年比で 4.1% 増加、

前年度比で 1.4% の減少となりました。基準年から

の増加は、貨物からの排出量減少の一方で、旅客

（主に自家用乗用車）からの排出量増加によります。

なお、運輸部門からの排出量は 1990 年度から 2001

年度までは増加傾向にありましたが、その後は減

少傾向が続いています。主な原因としては、自動

車の燃費の改善、自動車の小型化（軽・小型自動

車の比率増加）、輸送量の頭打ちが挙げられます。

　家庭部門、業務その他部門（注 5）からの排出量は、

それぞれ基準年比で 59.7%、65.8% の増加、前年度

比で 7.8%、8.9% の増加となりました。前年度か

らの増加は、火力発電の増加により一般電気事業

者の電力排出原単位が悪化し、その影響を受けて

電力消費に伴う排出量が増大したためです。また、

家庭部門の基準年比排出量の大幅な増加は、家庭

用機器の大型化・多様化、世帯数増加などによる

電力等のエネルギー消費の急激な伸びが原因です。

同様に、業務その他部門の基準年比排出量増加は、

事務所や小売等の延床面積の拡大、それに伴う空

調・照明設備の増加、オフィスの OA 化の進展等

による電力等のエネルギー消費の急増によるもの

です。

　非エネルギー起源 CO2 排出量（ここでは、工業

プロセス分野と廃棄物分野からの排出量を合わせ

た値）は、基準年比で 20.0% の減少、前年度比で 0.8%

の増加となりました。基準年からの減少は、工業

プロセス分野（セメント製造等）からの排出量の

減少等によります。

（2）メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイド

ロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカー

ボン類（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF6）

　2012 年度の CH4 排出量は 2,000 万トンであり、

基準年比で 40.1%、前年度比で 1.4% の減少となり

ました。基準年からの減少は、廃棄物埋立量の減

少により廃棄物分野からの排出量が減少したこと

等によるものです。

　2012 年度の N2O 排出量は 2,020 万トンであり、

基準年比で 38.0%、前年度比で 1.3% の減少となり

ました。基準年からの減少は、6,6- ナイロンの原料

となるアジピン酸の生産に伴う N2O 排出量が分解

装置の導入で削減され、家畜排せつ物、農用地の

土壌などからの排出量が減少したことによります。

図 1　二酸化炭素の部門別排出量（電気・熱配分後）の推移

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

京
都

議
…

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

部門別 CO2 排出量の推移（1990‐2012年度）

運輸部門（自動車・船舶等）

業務その他部門

（商業・サービス・事業所等）

家庭部門

エネルギー転換部門（発電所等）

工業プロセス分野

廃棄物分野（焼却等）

（年度）

CO
2排

出
量

（
百
万

ト
ン
CO

2）

産業部門（工場等）

（ ）は基準年比増減率

京
都
議
定
書

の
基
準
年

482

418 （13.4%減）

217 226 （4.1%増）

164

272 （65.8%増）

127

203 （59.7%増）

67.9 87.8 （29.4%増）

41.5 （33.4%減）62.3

22.7 26.5 （16.9%増）



－ 14 － － 15 －

地球環境研究センターニュース　Vol.25　No.3（2014年6月）

　2012 年の HFCs、PFCs、SF6 のそれぞれの排出

量 は 2,290 万 ト ン、280 万 ト ン、160 万 ト ン で あ

り、基準年（1995 年）比でそれぞれ 13.4% の増

加、80.4% の減少、90.6% の減少、前年比でそれぞ

れ 12.1% の増加、8.6% の減少、3.2% の減少となり

ました。基準年からの HFCs の増加は、HCFC-22

製造時における HFC-23 排出量の減少等の一方で、

オゾン層破壊物質である HCFC から HFC への代替

に伴い冷媒からの排出量が増加したことによるも

のです。また、基準年からの PFCs、SF6 の減少は、

それぞれ洗浄剤・溶剤等からの PFCs 排出量の減少

等、変圧器等電気絶縁ガス使用機器からのガス回

収といった管理強化等によります。

4. 第一約束期間の温室効果ガスの排出量
　冒頭で述べたとおり、わが国は第一約束期間に

おいて温室効果ガス排出量を削減する義務を負っ

ています。わが国の温室効果ガス排出量はこの 5

カ年の平均で 12 億 7,800 万トンであり（表 1、図 2）、

基準年排出量を 1.4% 上回りました。これは、サブ

プライムローン問題に端を発する 2008 年後半の金

融危機の影響により 2009 年度にかけて総排出量が

減少したものの、2010 年度以降、景気回復及び東

日本大震災を契機とした火力発電の増加により 3

年連続で総排出量が増加したことによります。

　以下、ガス別部門別にこの 5 カ年の排出量を見

ていきます。

（1） CO2

　CO2 排出量は 5 カ年平均で 12 億 1,300 万トンで

あり、基準年比で 6.0% の増加となりました。

　部門別では、産業部門からの排出量が 5 カ年平

均で 4 億 1,300 万トンとなりました。基準年からの

減少は、2008 年後半の金融危機の影響による製造

業の生産量の減少等によります。

　運輸部門からの排出量は 5 カ年平均で 2 億 3,100

万トンとなりました。基準年からの増加は、交通

需要の増大等によります。5 カ年の推移をみると、

交通需要の減少や輸送効率の改善等により排出量

が減少傾向にあります。

　家庭部門、業務その他部門における 5 カ年平均

排出量はそれぞれ 1 億 7,900 万トン、2 億 3,800 万

トンとなりました。基準年からの増加は、いずれ

の部門も 1990 年度に比べエネルギー消費が大きく

増加したことに加え、震災を契機とした火力発電

の増加による電力排出原単位の悪化等によります。

家庭部門の電力消費量は 2011 年度、2012 年度と 2

年連続で減少しています。

　非エネルギー起源 CO2 排出量は 5 カ年平均で

6,890 万トンとなりました。基準年からの減少は、

工業プロセス分野のセメント製造からの排出量等

の減少によります。

（2） CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6

　CH4 の排出量は 5 カ年平均で 2,080 万トンとなり

ました。基準年からの排出量の減少は、廃棄物分

図 2　第一約束期間の排出量と目標達成状況
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野の埋立からの排出量等の減少によります。

　N2O の排出量は 5 カ年平均で 2,090 万トンとなり

ました。基準年からの排出量の減少は、工業プロ

セス分野のアジピン酸製造からの排出量等の減少

によります。5 カ年の推移をみると、アジピン酸製

造や自動車からの排出量が減少傾向にあります。

　HFCs の排出量は 5 カ年平均で 1,870 万トンとな

りました。基準年からの排出量の減少は、HCFC-

22 の製造時の副生 HFC-23 等の減少によります。5

カ年の推移をみると、HCFC から HFC への代替に

伴い冷媒からの排出量が増加傾向にあります。

　PFCs の排出量は 5 カ年平均で 340 万トンとなり

ました。基準年からの排出量の減少は、洗浄剤・

溶剤等からの排出量等の減少によります。5 カ年の

推移をみると、半導体製造等からの排出量が減少

傾向にあります。

　SF6 の排出量は 5 カ年平均で 210 万トンとなりま

した。基準年からの排出量の減少は、電気絶縁ガ

ス使用機器からの排出量等の減少によります。5 カ

年の推移をみると、SF6 製造時の漏出による排出量

が減少傾向にあります。

5. 吸収源活動の排出・吸収量
　わが国は京都議定書に基づく吸収源活動の排出・

吸収量についても算定を行い、インベントリの補

足情報として国連気候変動枠組条約（UNFCCC）

事務局に提出しています。わが国が報告している

吸収源活動は、「新規植林」、「再植林」、「森林減少」、

「森林経営」及び「植生回復」の五種類です。わが

国では植生回復を除く四種類の吸収源活動を「森

林吸収源対策」、植生回復を「都市緑化等」と呼称

しています。

　2012 年度の吸収源活動の排出・吸収量は 5,280

万トンの吸収（森林吸収源対策 5,170 万トン、都市

緑化等 110 万トン）となっており、基準年排出量

の 4.2% に相当します（うち森林吸収源対策による

吸収量は 4.1% に相当）。

6. 第一約束期間の目標達成状況
　わが国の 5 カ年平均の温室効果ガス排出量は、

4. で述べた通り基準年排出量を 1.4% 上回りました

（図 2）。第一約束期間の目標達成に向けて算入可能

な森林等吸収源による吸収量は 5 カ年平均で 4,870

万トン（うち森林吸収源対策による吸収量は 4,770

万トン（注 6）、都市緑化等による吸収量は 100 万

トン）となり、基準年排出量の 3.9% に相当します。

この結果、総排出量に森林等吸収源及び京都メカ

ニズムクレジット（注 7）を加味すると、5 カ年平

均の排出量は基準年比－ 8.4%（注 8）となり、6%

削減目標は達成となります（図 2）。

7. おわりに
　GIO では、今後もウェブサイトや報告書の改

善を図っていく予定です。なお、本稿に使用した

2012 年度の温室効果ガス排出吸収量に関する情報

は GIO の ウ ェ ブ サ イ ト 〈http://www-gio.nies.go.jp/

index-j.html〉にて公表しておりますので、ご利用

ください。

【参考文献】

・日本国温室効果ガスインベントリ報告書（2014

年提出版）

・GIO「日本の温室効果ガス排出量データ（1990 ～

2012 年度確定値）」

 　〈http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html〉

・国立環境研究所「2012 年度（平成 24 年度）の温

室効果ガス排出量（確定値）について」

〈http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140415/ 

20140415.html〉

--------------------------------------------------------------------
（ 注 1） 地 球 温 暖 化 係 数（Global Warming Potentials: 

GWP）：温室効果ガスが一定時間内に地球の温暖化

をもたらす程度を、二酸化炭素の当該程度に対する

比で示した係数。IPCC 第二次評価報告書（1995 年）

に示された値を用いる。CO2 ＝ 1、CH4 ＝ 21、N2O

＝ 310、HFCs ＝ 1,300 な ど、PFCs ＝ 6,500 な ど、

SF6 ＝ 23,900 である。

（注 2）京都議定書の基準年の値（12 億 6,100 万トン）は、

「割当量報告書」（2006 年 8 月提出、2007 年 3 月改

訂）で報告された 1990 年の CO2、CH4、N2O の排

出量および 1995 年の HFCs、PFCs、SF6 の排出量で

あり、変更されることはない。一方、毎年報告され

る 1990 年値、1995 年値は算定方法の変更等により

変更されうる。

http://www-gio.nies.go.jp/index-j.html
http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140415/20140415.html
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（注 3）発電および熱発生に伴うエネルギー起源の

CO2 排出量は、電力・熱消費量に応じて各最終消費

部門に配分されている。また、廃棄物のうち、エネ

ルギー利用分の排出量については廃棄物分野で計上

している。わが国が UNFCCC 事務局に提出してい

る「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」では、

1996 年改訂 IPCC ガイドラインに従い、これらの排

出量が異なる分野・部門に計上されている。

（注 4）産業部門（工場等。工業プロセス［セメント

製造等］を除く）からの排出量は、製造業（工場）、

農林水産業、鉱業および建設業におけるエネルギー

消費に伴う排出量を表し、第三次産業における排出

量は含んでいない。また、製造業の企業であっても、

本社ビル等の部分は業務その他部門（オフィスビル

等）に計上されている。

（注 5）業務その他部門（オフィスビル等）には、事務所、

商業施設等、通常の概念でいう業務に加え、一部の

移動発生源（ブルドーザー、トラクターなど）が含

まれる。

（注 6）森林吸収源対策による吸収量は、5 カ年の森林

吸収量がわが国に設定されている算入上限値（5 カ

年で 2 億 3,830 万トン）を上回ったため、算入上限

値の年平均値。

（注 7）京都メカニズムクレジットには、わが国の政

府が 2013 年度末時点でクレジット取得事業により

取得したクレジット（約 9,750 万トン。基準年排出

量の 1.5%/ 年に相当）と民間事業者が取得した京都

メカニズムクレジット量（ここでは電気事業連合会

が取得したクレジット量。基準年排出量の 4.3%/ 年

に相当）が含まれている。

（注 8）最終的な排出量・吸収量は、2014 年度に実施

される国連気候変動枠組条約及び京都議定書下での

審査の結果を踏まえ確定される。また、京都メカニ

ズムクレジットも、第一約束期間の調整期間終了後

に確定する（2015 年後半以降の見通し）。

■□■□■　関連記事 　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□ 2008 年度以降の温室効果ガス排出量に関する記事は以下からご覧いただけます。

○酒井広平・野尻幸宏「わが国の 2008 年度（平成 20 年度）の温室効果ガス排出量について　～総排出量
12 億 8,200 万トン、前年度から 6.4％の大幅減少～」2010 年 5 月号

○赤木純子・野尻幸宏「わが国の 2009 年度（平成 21 年度）の温室効果ガス排出量について　～総排出量
12 億 900 万トン、1995 年度以降初めて基準年排出量を下回る～」2011 年 6 月号

○畠中エルザ・野尻幸宏「わが国の 2010 年度（平成 22 年度）の温室効果ガス排出量について　～総排出
量 12 億 5,800 万トン、前年度から増加に転じる～」2012 年 6 月号

○酒井広平・野尻幸宏「わが国の 2011 年度（平成 23 年度）の温室効果ガス排出量について　～総排出量
13 億 800 万トン。前年度比で増加するも、第一約束期間の目標達成へ近づく～」2013 年 6 月号

http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol21/vol21-2.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol22/vol22-3.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201206/259006.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201306/271002.html
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　2014 年 4 月 19 日（土）に、科学技術週間に伴

う国立環境研究所一般公開として「春の環境講座」

を開催しました。昨年より約 2 割多い 519 名の方々

に研究所にお越しいただきました。地球環境研究

センターは、地球温暖化研究棟で地球環境観測や

温暖化影響モニタリングの展示、発電量表示シス

テムを備えた自転車発電体験を行い、メイン会場

の大山記念ホール（中会議室）では、「ココが知り

たい生パネル－そうだったのか地球温暖化－（会

場参加型パネルディスカッション）」を午前・午後

の 2 回開催しました。さらに新企画として、地球

温暖化研究棟のグリーンカーテンから株分けした

パッションフルーツやゴーヤの苗を来場者にプレ

ゼントしました（写真 1）。

　一般公開では、私たちの研究成果を来場者の方々

にわかりやすくお伝えし、貴重なご意見・ご質問

等をいただくとともに、いろいろな問題について

一緒に考えることができました。以下ではこのう

ち、地球温暖化研究棟での公開内容についてご報

告します。「ココが知りたい生パネル－そうだった

のか地球温暖化－」については、別稿で詳しくご

紹介します。

1. 「自然環境」、「宇宙航空技術観測」、「地球環境未
来予想図」のテーマ別展示
  今回の展示では、地球環境研究センターの様々な

研究を、一般の方々の目線に立って紹介したいと

考えました。例えば、地球温暖化の「自然環境」

への影響を検知する研究のなかから、影響が現れ

やすい山岳生態系とサンゴ礁のモニタリング結果

を展示・説明しました。ポスターサイズをはるか

に越える大判写真や現地からのリアルタイム画像、

海洋観測に必要な機材等を展示し、自然環境の臨

場感を豊かにしたうえで、注目すべきポイントを

ご説明しました（写真 2、写真 3）。

国立環境研究所一般公開「春の環境講座」を開催しました

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　交流推進係

写真 1　20cm ほどに大きく成長したパッションフルー

ツの苗・ゴーヤの苗を 100 本以上お配りしました。

写真 2　高山帯の雪解けの時期や植物の成長、紅葉等

の時期を現在・過去で比較することにより地球温暖化

の影響が目で見えるようになります。

写真 3　海の中のサンゴの経年変化（白化の有無など）

を比較することにより地球温暖化の影響が現れている

かどうかを確認できます。
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　さらに、「宇宙航空技術観測」エリアでは、民間

航空機や人工衛星を使った全世界の温室効果ガス

濃度観測の方法と、得られたデータをわかりやす

くグラフ化するなど説明と解説を行いました。実

際に航空機に搭載された測定機材や衛星の模型な

ども展示して、イメージがわきやすいように工夫

しています（写真 4、写真 5）。

　「地球環境未来予想図」エリアでは、最近注目さ

れている異常気象と地球温暖化の関係や様々なシ

ナリオに基づく将来の温暖化影響の予測などにつ

いて説明しました（写真 6）。

2. 様々なデータ取得方法・解析
（1）日本と世界の二酸化炭素（CO2）

  研究所は普段の生活や企業の経済活動など含め、

日本全体から排出される温室効果ガスの量を推計

しています。世界の国々や日本の CO2 排出量を、

わかりやすく立体的に表現してみました（写真 7）。

（2）気球を使って上空のデータを得る

　研究は机の上や実験室の中だけで行われている

わけではない！ということで環境の研究者は外に

飛び出してデータを取ってきます。写真はラジオ

ゾンデという測器を気球に取り付け、それを飛ば

して高いところの空気中にある温室効果ガスを調

べる研究の説明です（写真 8）。

（3）研究成果を「見せる化」する

　大型タッチパネルを利用した海水中 CO2 フラッ

クス（吸収と排出）分布に関する展示も行いました。

海は広くて大きいですが、こうすることで、どの

写真 4　世界の空を飛び回る旅客機に研究所が開発し

た小型の CO2 濃度測定器を積みこみ、そのデータを研

究所に集めて解析するプロセスを説明しています。

写真 5　世界で唯一温室効果ガスの観測を主目的とす

る人工衛星「いぶき」に関する説明を行う研究員。宇

宙から地球を電磁波の「目」で見ることによってメタ

ンと CO2 の濃度を測定できます。その測定結果を地

球の形をしたスクリーンに投影しています。

写真 6　現実の地球を使って温暖化の実験をすること

は出来ないので、将来の地球の気候を予測したり、異

常気象と地球温暖化の関係を調べたりするには、コン

ピュータ内に仮想的な地球を作成して数値実験（シ

ミュレーション）します。その結果をご説明しました。

写真 7　世界各国の CO2 排出量の比較ができる立体グ

ラフです。棒の高さがその国の排出量を、人形のもつ円

の面積がその国の一人あたりの排出量を示しています。
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海域が CO2 を吸収していて、どこの海域が排出し

ているかなどを見渡せます。地球温暖化と海の関

係を知ろうとする研究では、このような可視化も

重要な研究手法です（写真 9）。

3. 自転車 de発電
　おなじみのこの企画は、自転車をこぐ力を電気エ

ネルギーに変え、いろいろな電化製品を動かして

みるというものです。大人用と子供用の自転車を用

意し、消費電力の異なる白熱電球・LED 電球をつ

けた場合に必要な力が違うことを体験いただきま

した。特に、液晶テレビを見るためには「安定した

自転車こぎ」が必要なことも実感いただき、エネル

ギーの「見える化」によりエネルギーのありがたさ

を「体感」できたことと思います。なお、今回から

大人用自転車では発電量を証明して認定書をプリ

ントするすごいマシンが登場しました（写真 10）。

　2014 年 7 月 19 日（土）には国立環境研究所「夏

の大公開」が開催されます。子どもから大人まで

楽しんでいただける役に立つ企画を多数ご用意さ

せていただく予定です。多くの方々のご来所を職

員一同お待ちしております。

写真 8　CO2 ゾンデ観測について小型気球と模型を用

いて説明しています。

写真 9　大型液晶パネルにはタッチセンサーがついて

いて、スマホのようにタッチして操作でき、大きな海

の中で CO2 がどのように吸収・放出されているのか

を見ることができます。

写真 10　手前の白い自転車では発電によっていろい

ろな電化製品を点けて、消費電力の違いと足にかかる

力の関係を体験してもらっています。奥の黒い自転車

では自らの発電力の限界に挑戦してもらい、発電量の

認定書を発行しています。
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「ココが知りたい生パネル－そうだったのか地球温暖化－
（会場参加型パネルディスカッション）」を開催しました

　　　　　　　　　　地球環境研究センター　交流推進係

　2014 年 4 月 19 日（土）、地球環境研究センター

は国立環境研究所一般公開「春の環境講座」の企

画として、大山記念ホール（中会議室）で午前と

午後の 2 回、昨年の「夏の大公開」と同様のパネ

ルディスカッションを行いました（「どーなってる

の地球温暖化！ ココが知りたい生パネル—人類は

地球温暖化を止めることができるのか—」地球環

境研究センターニュース 2013 年 9 月号参照）。

1. どうすれば会場の皆さんと積極的なコミュニ
ケーションがとれるか？ 

  今回のパネルディスカッションのテーマは、3 月

に IPCC（気候変動に関する政府間パネル）から地

球温暖化の影響・適応・脆弱性に関する第 2 作業

部会報告書が公表されたことから、「地球温暖化の

影響」としました。

　研究者による講演の後には、会場からのコメン

トや質問がほとんどないことが多く、話が一方通

行になってしまうおそれがありました。そこで、

今回はあらかじめ座席にアンケート用紙とペンを

配布し、パネル開始までに、アンケート回答と「知

りたいこと」を書いてもらいました。用紙はスタッ

フが回収して、司会者（モデレータ）にそのまま

渡し、会場の関心事項を見ながらパネルを進める

方式としました。

　これにより、参加者の関心事項から遠ざかるこ

となく、双方の理解を深めていくことができたと

思います。モデレータがアンケートの内容を考慮

できるので、会場とのやり取りもスムーズで効果

的でした。また、パネリストに研究者ではない職

員を入れ、専門家同士の難しい話に入りこまない

よう工夫しました。話の流れから、この非専門家

パネリストの出番が多くなり、研究者パネリスト

と会場との距離を小さくする効果を発揮しました。

写真 1　アンケートはすぐに書けるようにクリップ

ボードに粗品のボールペンを付けて配布しました。

写真 2　一番手前がモデレータの江守室長、パネリス

トは男女 2名ずつ（左から高橋主任研究員、金森主任

研究員、肱岡室長、木村アシスタント）の 4名、一番

奥のペンギンみたいな人はアシスタントディレクター

です。

アンケートの内容

Q1　地球温暖化の様々な影響の中で何が一番心配

ですか？

Q2　地球温暖化の影響について一番わからない （疑

問に思う、 知りたい） ことは何でしょうか？

Q3　地球温暖化も含め、 これから何年先の地球環

境が心配ですか？〇で囲んで下さい。

(1) 今 か ら 10 年　　(2)10 ～ 30 年　　 (3)30 ～ 50

年　　 (4)50 ～ 100 年　　 (5)100 年以上

Q4　本日のパネリスト ・ 研究者に質問したいことを

教えてください。 地球温暖化に関することであれ

ば何でも結構です。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201309/274007.html
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2. 研究者からの話題提供と解説
　まず、全体のモデレータである江守正多室長か

ら、地球温暖化問題の構造（予測と対策）につい

て簡単な説明を行い、地球温暖化の影響の位置づ

けを明らかにしました。

　その後、高橋潔主任研究員から IPCC 報告書をも

とに世界で起きつつある地球温暖化の影響の紹介、

続いて肱岡靖明室長から日本での地球温暖化の影

響予測として、コメの収穫量変化などを例に説明

を行いました。

　高橋主任研究員は世界各地で既にいろいろな影

響が見られることをスライドで紹介しました。そ

のうえで温暖化の進行により、海面上昇、都市部

への洪水、気温上昇・干ばつ等による食糧安全リ

スクなどの懸念があることを説明しました。

　肱岡室長からは温暖化が進んだ場合のモデルに

よる影響予測結果として、デング熱を媒介するヒ

トスジシマカの生息分布域の広がることを説明し

ました。さらに日本の品質の良いコメについて温

暖化への適応策をとった場合ととらない場合につ

いての比較を示し、苗の植え付け時期の変更など

の「適応」により、ある程度の減収は食い止めら

1

地球温暖化の予測と対策

1

将来の世界の社会経済発展

温室効果ガス等の排出量

温室効果ガス等の大気中濃度

気候の変化

人間社会・生態系への影響

適応策緩和策（排出削減）ⒸTDK, JCCCA
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れるものの、将来の収量は全体には減るであろう

と述べました。

3. ディスカッションの内容
（1）何年先の環境が心配か

　ここで、江守室長から、参加者に書いていただ

いた簡単なアンケートの結果が紹介されました。

質問内容は「地球温暖化を含め、これから何年先

の地球環境が心配ですか？」です。下記 5 つの選

択肢から回答してもらいました。

（1）今から 10 年

（2）10 ～ 30 年先

（3）30 ～ 50 年先

（4）50 ～ 100 年先

（5）100 年以上先

　結果はグラフのとおり（午前の部が左、午後の

部が右）です。午前の参加者と午後の参加者でか

なり結果が違いました。この結果を会場に示しつ

つ、双方向のコミュケーションを絶やさないよう

に進めました。例えば、午前の部では 100 年以上

先の心配をする方が少なかったのですが、同じア

ンケートを高校生にしてみたところ、100 年先が

心配と回答した方が約 2 割いたことなども紹介し、

いろいろな考え方があることをまず説明しました。

最初に専門家ではない木村アシスタントから「今、

自分は何をすべきかが知りたい」との問いかけが

なされました。江守室長から、地球温暖化の対策

には緩和（温室効果ガスの排出を止める）と適応（影

響に対応する）という二つの方策（地球環境豆知

識参照）があることを紹介し、緩和の観点から金

森主任研究員にコメントを求めました。

（2）私たちにできることは何か

　金森主任研究員は、一言でいうのは難しい質問

ですとしつつも、「例えば冷房の設定温度を少し上

げるとか、使っていない照明はすぐに消すという

行動の見直しがあります。これは最初のステップ

としてはとても良いけれども、それで温室効果ガ

スを大きく減らせるかといえばそうではない。そ

の次の段階として、お金がかかるけれど、古い電

化製品をよりエネルギー効率が高い製品に買い換

える。さらに可能であれば太陽光パネルを取り付

け、化石燃料によるエネルギーを使わないように

することいったことがあります。」と話しました。

続いて肱岡室長から「例えば、熱中症に対しては

どうするか考えてみると、先ほどの金森さんの話

と反しますが、エアコンをつけること、そして寝

る前に水を飲むことが適応となります。エアコン

をつけてもそれを動かすエネルギーが太陽エネル

ギーであれば良い。豪雨による洪水氾濫の増加が

考えられるが、自治体のハザードマップを参考に

して家を建てるようにすれば洪水のリスクは減る。

このようにいくつか答えはあります。もちろん、

非生息可能域

生息可能域

将来影響：ヒトスジシマカ分布域

将来気候シナリオ：年平均気温

RCP8.5
GCM：MIROC5
2.0℃ (2031‐2050)
4.5℃ (2031‐2050)
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今すぐにはできない場合もあります。これらに関

する研究は途についたばかりです。」とのコメント

がありました。

（3）地球温暖化にメリットはあるのか

　江守室長からの「地球温暖化のメリットは何か

考えられるか」との問いに対して、高橋主任研究

員は「産業革命以前からの温度上昇が非常に大き

い場合にはどの部門どの地域でも圧倒的に悪影響

が大きくなるが、1.5 ～ 2℃程度であれば、今耕作

が出来ないような寒い地域でも作物が出来るよう

になるとか、冬の寒さが緩和されて風邪やその他

の疾病による死亡などが減少することがあり得ま

す。」とコメントしました。

　7 月 19 日（土）には国立環境研究所「夏の大公開」

が予定されています。このパネルでは、「地球温暖

化は止められるか」、「温暖化の影響」とテーマを

変えてきましたが、次回は、どのように緩和策や、

外国との交渉や協力関係を進めるのかなどのテー

マを取り上げたいと思っています。「夏の大公開」

では、全所をあげて、子どもから大人まで楽しん

でいただける役に立つ企画を多数ご用意させてい

ただき、多くの方々のご来場を職員一同お待ちし

ております。
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　四季の変化に富む日本の気候は、西側のユーラ

シア大陸と南側の太平洋から大きな影響を受けて

形成されています。20 世紀半ば以降のユーラシア

大陸上の気温上昇は、太平洋上よりも大きく、今

後もその傾向は強まると考えられています（注 1）。

大陸上と海洋上の気温上昇量の違い（海陸昇温コ

ントラスト）は、それに応じた大気の循環パター

ンの変化を通して、東アジアを含む世界各地の気

候に大きく影響します。

　世界中の気候モデルで実施された実験結果を調

べると、夏季の北半球中・高緯度で形成される海

陸昇温コントラストは、大気中の温室効果ガス（主

に CO2）濃度の上昇により、直接的に陸が暖めら

れることが主な原因であることがわかりました。

これは、低緯度では海面の水温上昇の影響が効率

よく陸上の大気に伝わるのに対し、中・高緯度で

は海の影響が陸上の大気に伝わりにくいためです

（注 2）。

　人間活動によって、大気中の CO2 濃度が一定の

スピードで上昇し続けても、自然のゆらぎの影響

で、海面の水温上昇は一定のスピードでは進みま

せん（注 3）。海と陸の温度上昇それぞれが果たす

役割の違いに注目することで、気候変化のメカニ

ズムをより詳しく解明することができます。

--------------------------------------------------------------------
（注 1） 釜江陽一「【最近の研究成果】 海陸の温度コン

トラストを通した夏季東アジアの気候変動メカニズ

ムの解明」地球環境研究センターニュース 2014 年

3 月号

（注 2）低緯度では大気重力波と呼ばれる波動により、

図 1　地球温暖化時の夏季の地上気温上昇のパターン （地球全体の気温上昇 1 度あたり） と、 それに対する CO2 濃

度上昇、 海面水温上昇の効果。 緯度によって海陸昇温コントラストの形成要因が異なる様子を表している。

最近の研究成果

　　　　　　　　　　

CO2 濃度上昇による直接的な大陸上の気温上昇が
気候変化に果たす役割

地球環境研究センター気候モデリング ・ 解析研究室　特別研究員　　釜江 陽一

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201403/280007.html
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自由大気が効率よくかき混ぜられますが、中・高緯

度ではコリオリの力の関係でロスビーの変形半径が

小さいため、海面水温が上昇しても、陸上の気温は

低緯度ほど上昇しません。

（注 3）釜江陽一・塩竈秀夫 「【解説】この異常気象は

地 球 温 暖 化 が 原 因？」http://www.cger.nies.go.jp/ja/

news/2014/140404.html の「近年の温暖化の停滞傾向

（hiatus）」を参照

【本研究の論文情報】
タイトル：Summertime land–sea thermal contrast and 

atmospheric circulation over East Asia in a warming 

climate—Part II:  Importance of CO2-induced 

continental warming

著者：Kamae Y., Watanabe M., Kimoto M., Shiogama H.

掲載誌：Clim. Dynam., (2014) DOI: 10.1007/s00382-

014-2146-0

全球平均気温および降雨変化に対する
土壌炭素応答のグローバルな不確実性評価

地域環境研究センター土壌環境研究室　研究員　　仁科 一哉

　土壌有機物炭素は、陸域における最大の炭素プー

ルであり、地球の炭素循環における重要なコンポー

ネントである。また同時に、植物の生産力や水資

源供給など、様々な生態系サービスに深く関わっ

ている。将来の気候変動下において、土壌は正の

フィードバック効果をもたらすと考えられており、

気候・地球システムモデルによる将来予測の精度

を向上させるうえで土壌炭素動態の正確な把握が

必要である。しかしながら、土壌炭素が地下部に

存在するため、現在の土壌炭素の存在量を正確に

把握することは依然として困難であり、分解・蓄

積メカニズムの理解とモデル化も不十分である。

我々は、気候変動影響に関するモデル相互比較プ

ロジェクト ISI-MIP（花崎直太ほか「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ニュー

ス 2014 年 2 月号参照）において、7 つの生態系モ

デルによる結果を比較し、将来予測における土壌

炭素動態の不確実性を評価した。

　推定された現在の存在量および将来の変化量は

モデルごとに大きく異なり、最も温暖化が進行す

る RCP8.5 シナリオ下では、2099 年時点の全球合

計値で、122Pg-C の正味放出から 347Pg-C の正味

吸収まで差が見られた。本研究では、土壌炭素と

植生バイオマス炭素を全球でまとめて一つのコン

図 1　簡易モデルによって推定された 7 つの生態系モ

デルの全球平均気温上昇によって加速する 1年間の全

球土壌炭素分解量の差．青色の四角は各モデルによっ

て推定された 2000 年時の全球土壌炭素量を用いて推

定した値、オレンジ色の円は全球土壌炭素量を Todd-

Brown ら（2014）によって推定された 2000 年時の賦

存量 (1225 Pg-C (891-1667 Pg-C)) によって規格化

して推定した値を示している。

平均値と95%CI  全球土壌炭素を規格化した場合
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パートメントとみなし、それらの全球土壌炭素動

態を簡易モデルで表現した。各生態系モデルの全

球計算結果を用いて、ベイズ推定により簡易モデ

ルの全球土壌炭素のグローバルな分解速度定数、

温度応答特性などのパラメーターを求めた。全球

平均温度に対する土壌分解特性はモデルによって

大きく異なり、そのために全球平均温度上昇に伴

う土壌炭素分解の変化もモデル間で大きく異なる

ことがわかった（図 1 参照）。また、推定された

2000 年時点の全球土壌炭素存在量は大きく異なっ

ていたが、現在の推定値を用いて補正することで、

将来予測の不確実性を 30% 程低減することができ

た。これらのことから、土壌炭素動態について、

現在の存在量を高精度で把握し、温度依存性に関

連する土壌モデル改良を進めることが、気候変動

の予測影響評価に有意義であることが示された。

【本研究の論文情報】
タイトル：Quantifying uncertainties in soil carbon responses 

to changes in global mean temperature and precipitation

著 者：Nishina K., Ito A., Beerling D. J., Cadule 

P., Ciais P., Clark D. B., Falloon P., Friend A. D., 

Kahana R., Kato E., Keribin R., Lucht W., Lomas M., 

Rademacher T. T., Pavlick R., Schaphoff S., Vuichard 

N., Warszawaski L., Yokohata T.

掲載誌：Earth System Dynamics (2014) 5, 197–209, 

DOI:10.5194/esd-5-197-2014.

http://www.3r-teitanso.jp/
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アクセスランキング

　　　　　　　　　　2013年 12月～ 2014年 5月累計

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

　３ 長期観測を支える主人公―測器と観測法の紹介―（2）：
透明人間！であるガスを測定する方法―NDIR：二酸化
炭素の場合― その 1

地球環境研究センター 
副センター長 向井人史 2012 年 7 月号

　１

「地球温暖化は進行しているのか？」研究者とメディア
関係者の対話

岡山大学大学院自然科学研究
科 教授 野沢徹・地球環境研
究センター 気候変動リスク
評価研究室 研究員 横畠徳太

2013 年 4 月号

　４

「400ppm」の報道で考える
二酸化炭素の濃度の限界はいくらなのか？

地球環境研究センター長 向
井人史

2013 年 8 月号　２

国際研究プログラム Future Earth への日本の対応

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

2013 年 10 月号

　６

平成 24 年度国立環境研究所夏の大公開「ココが知りた
い地球温暖化」講演会概要（1） 地球温暖化はどれくら
い「怖い」か？（講師：江守正多）

文責：編集局 2012 年 9 月号

　９

どーなってるの地球温暖化！ ココが知りたい生パネル 
—人類は地球温暖化を止めることができるのか—

地球環境研究センター 交流
推進係 高度技能専門員 今井
敦子

2013 年 9 月号

　８ 気候変動枠組条約第 18 回締約国会議（COP18）および
京都議定書第 8 回締約国会合（CMP8）報告 政府代表団
メンバーからの報告 (1)：第二約束期間スタート、将来
枠組みに向けた作業の骨格も明らかに

地球環境研究センター 温室
効果ガスインベントリオフィ
ス 高度技能専門員 畠中エル
ザ・ホワイト雅子

2013 年 2 月号

　７

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 温室
効果ガスインベントリオフィ
ス 高度技能専門員 小坂尚史・
酒井広平

2014 年 1 月号

　５

長期観測を支える主人公—測器と観測法の紹介—(7): 
なぜ鏡は動くのか？ フーリエ変換赤外分光計（FTIR）—
測定原理

地球環境研究センター 衛星
観測研究室 主任研究員 森野
勇

2013 年 11 月号

１０ 21 世紀末の日本の気候予測 気象庁地球環境・海洋部 調
査官 及川義教

2013 年 10 月号

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201304/269001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201308/273002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201207/260005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201209/262005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201309/274007.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201401/278001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201302/267001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201311/276003.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275001.html
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地球環境研究センターニュースは、当センターウェブサイトからご覧いただけます。
　　http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/

また、国立環境研究所の新着情報メール配信サービスにご登録いただきますと、国立環境研究所ウェ
ブサイトの新着情報をお知らせすると同時に、「地球環境研究センターニュース」発行の際も随時ご
連絡させていただきます。国立環境研究所ウェブサイト http://www.nies.go.jpのトップページ右下の
登録用アイコンをご利用ください。

さらに、RSSをご利用いただくと、RSSフィードによって、「地球環境研究センターニュース」の記
事タイトルや URLなどの更新情報を自動的に受け取ることができます。当センターウェブサイトの
「RSSについて」http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/rss/からフィードを購読し、ご利用ください。

地球環境研究センターニュース 2006 年 11 月号から 2009 年 1 月号に連載し、 当センターのウェブサイトに掲載し

ている「ココが知りたい地球温暖化」（http://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/qa_index-j.html）の下記の内容をアッ

プデートいたしました。 その他の問いについても順次アップデートを進めます。

　温暖化の科学 Q19 　暑い日が増えたのはヒートアイランドが原因？
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