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わが国の2013年度（平成25年度）の温室効果ガス排出量について
～京都議定書の第二約束期間における最初の排出量の報告～

　　　　　　　　　　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　　尾田 武文
　　　　　　　　　　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　連携研究グループ長　　野尻 幸宏

1. はじめに
　 わ が 国 は 国 連 気 候 変 動 枠 組 条 約（ 以 下、

UNFCCC）のもと、国際的な責務として日本国の

温室効果ガスの排出吸収量の算定を行っています。

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）では、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。GIO と環境省は 2015 年 4 月 14

日に、京都議定書の第二約束期間（2013 ～ 2020 年）

最初の年である 2013 年度の排出量を「2013 年度（平

成 25 年度）わが国の温室効果ガス排出量」として

公表しました（注 1）。その概要を簡単に紹介します。

2. 温室効果ガスの総排出量
　1990 年度から 2013 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。2013 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 2）を乗じ、CO2 換算し

たものを合算した量）は 14 億 800 万トン（CO2 換算、

以下省略）となりました。これは 2005 年度排出量

（注 3）を 0.8% 上回り、2007 年度に続く過去 2 番

目に多い値です。その要因としては、オゾン層破

壊物質からの代替に伴い冷媒分野からのハイドロ

フルオロカーボン類（HFCs）の排出量が増加した

こと、原子力発電所の稼働停止による火力発電の

発電量が増えたことで化石燃料消費量（エネルギー

起源 CO2 の排出量）が増大したことなどが挙げら

れます。前年度比では 1.2%（1,730 万トン）増であり、

4 年連続の増加となります。その要因は、火力発電

における石炭消費量の増加、業務その他部門にお

いて電力等のエネルギー起源 CO2 の排出量が増加

したことなどが挙げられます。

3. 2013年度の各温室効果ガスの排出量
　次にガスの種類別に排出量増減の詳細を紹介し

ます。

（1）二酸化炭素（CO2）

　2013 年度の CO2 排出量は 13 億 1,100 万トンであ

表 1　各温室効果ガス排出量の推移（1990 ～ 2013 年度、単位：百万トン）

温室効果ガス 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005年度比

（2013年度）
前年度比

（2013年度）

二酸化炭素（CO2） 1,154.4 1,240.8 1,272.5 1,304.4 1,282.2 1,318.2 1,234.0 1,161.1 1,211.5 1,260.8 1,295.5 1,310.7 0.5% 1.2%
エネルギー起源 1,066.8 1,146.7 1,182.1 1,219.0 1,198.5 1,234.6 1,153.2 1,090.0 1,138.8 1,188.4 1,220.9 1,234.8 1.3% 1.1%

産業部門 503.1 479.1 467.1 456.9 471.8 472.0 417.0 382.1 413.5 429.0 432.4 429.5 -6.0% -0.7%
運輸部門 206.3 246.6 254.9 239.7 234.7 234.0 225.3 221.4 222.1 220.5 226.3 224.7 -6.3% -0.7%
業務その他部門 133.7 166.9 206.8 238.9 235.7 237.3 231.5 219.9 218.8 235.9 253.7 278.7 16.7% 9.9%
家庭部門 131.3 152.8 162.4 179.9 168.3 183.7 173.7 163.4 174.1 191.8 203.9 201.2 11.9% -1.3%
エネルギー転換部門 92.4 101.2 90.8 103.7 88.0 107.6 105.8 103.2 110.2 111.3 104.6 100.6 -2.9% -3.8%

非エネルギー起源 87.6 94.1 90.4 85.4 83.7 83.6 80.7 71.1 72.8 72.4 74.6 75.9 -11.1% 1.8%
工業プロセス及び製品の使用分野 63.9 65.4 57.9 53.9 54.0 53.3 49.1 43.5 44.7 44.5 44.8 46.6 -13.7% 3.9%
廃棄物分野 22.4 27.4 31.1 30.1 28.3 28.8 30.2 26.4 26.9 26.7 28.5 28.1 -6.6% -1.4%
その他 1.2 1.3 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 -6.9% -0.9%

メタン（CH4） 48.6 45.8 41.5 39.0 38.2 38.5 38.3 37.2 38.3 37.3 36.4 36.0 -7.5% -1.0%
一酸化二窒素（N2O） 31.9 33.2 30.1 25.5 25.5 25.0 24.1 23.6 23.3 22.8 22.5 22.5 -12.0% -0.1%
代替フロン等４ガス 35.4 59.5 41.9 27.7 29.9 30.5 30.3 28.5 31.2 33.5 36.1 38.6 39.5% 6.9%

ハイドロフルオロカーボン類
（HFCs） 15.9 25.2 22.8 12.7 14.5 16.6 19.2 20.8 23.1 25.8 29.1 31.8 149.7% 9.2%
パーフルオロカーボン類
（PFCs） 6.5 17.6 11.9 8.6 9.0 7.9 5.7 4.0 4.2 3.8 3.4 3.3 -62.0% -4.5%
六ふっ化硫黄（SF6） 12.9 16.4 7.0 5.1 5.2 4.8 4.2 2.5 2.5 2.3 2.3 2.2 -57.2% -5.8%
三ふっ化窒素（NF3） 0.03 0.2 0.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.6 1.3 1.4 8.9% 8.4%

計 1,270.2 1,379.3 1,386.0 1,396.5 1,375.8 1,412.2 1,326.6 1,250.4 1,304.3 1,354.3 1,390.5 1,407.8 0.8% 1.2%

※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。
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り、2005 年度比で 0.5% の増加、前年度比で 1.2%

の増加となりました。

　部門別（電気・熱配分後）（注 4）では、産業部

門からの排出量（注 5）が 2005 年度比で 6.0% の

減少、前年度比で 0.7% の減少となりました（図 1）。

2005 年度からの排出量の減少は、生産の減少等に

伴い製造業において排出量が減少したためです。

前年度からの減少は、主に機械製造業、食品飲料

製造業等において排出量が減少したことによりま

す。

　運輸部門からの排出量は 2005 年度比で 6.3% 減

少、前年度比で 0.7% の減少となりました。2005

年度からの排出量の減少は、旅客輸送（乗用車等）

における燃費改善と貨物輸送（貨物自動車／トラッ

ク等）における輸送量の減少等により、旅客輸送

及び貨物輸送からの排出量が減少したためです。

前年度からの減少は、旅客輸送において排出量が

減少したことによります。

　業務その他部門（注 6）からの排出量は 2005 年

度比で 16.7% 増加、前年度比で 9.9% の増加となり

ました。2005 年度からの排出量の増加は、火力発

電の増加により電力の排出原単位が悪化したこと

や、事務所や商業施設などの延床面積が増加した

ことによります。前年度からの増加は、電力や石

油製品の消費量が増えたためです。

　家庭部門からの排出量は 2005 年度比で 11.9% 増

加、前年度比で 1.3% の減少となりました。前年度

からの排出量の減少は、省エネの取り組みが進展

したことや、その前年度が全国的に寒冬であった

ことにより、灯油等の燃料消費量が減少したため

です。2005 年度からの排出量の増加は、火力発電

が増えて電力の排出原単位が悪化したことや、世

帯数が増加したことによります。

　非エネルギー起源 CO2 排出量（注 7）は、2005

年度比で 11.1% の減少、前年度比で 1.8% の増加と

なりました。2005 年度からの減少は、工業プロセ

ス及び製品の使用分野（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）、三ふっ化窒

素（NF3）

　2013 年度の CH4 排出量は 3,600 万トンであり、

2005 年度比で 7.5%、前年度比で 1.0% の減少とな

りました。2005 年度からの減少は、廃棄物埋立量

図 1　二酸化炭素の部門別排出量（電気・熱配分後）の推移（1990 ～ 2013 年度）
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が減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。

　2013 年度の N2O 排出量は 2,250 万トンであり、

2005 年度比で 12.0%、前年度比で 0.1% の減少とな

りました。2005 年度からの減少は、化学工業製品

の生産量の減少等により工業プロセス及び製品の

使用分野における排出量が減り、同時に、ガソリ

ン自動車に対する排出ガス規制に伴い燃料の燃焼

分野において排出量が減少したことによります。

　2013 年の HFCs、PFCs、SF6、NF3 のそれぞれの

排出量は 3,180 万トン、330 万トン、220 万トン、

140 万トンとなりました。2005 年比でそれぞれ

150% の増加、62.0% の減少、57.2% の減少、8.9%

の増加、前年比でそれぞれ 9.2% の増加、4.5% の

減少、5.8% の減少、8.4% の増加となりました。

2005 年からの HFCs 及び NF3 の増加は、それぞれ

オゾン層破壊物質であるハイドロクロロフルオロ

カーボン（HCFC）から HFCs への代替に伴い冷媒

からの排出量が増加したこと、半導体製造等で使

用する NF3 の生産量が増え、NF3 製造時の漏出に

よる排出量が増加したことによるものです。また、

2005 年からの PFCs 及び SF6 の減少は、それぞれ

半導体製造時の PFCs 使用量の減少等による排出量

の減少、マグネシウム溶解量の減少等に伴う金属

生産分野における排出量の減少等によります。

4. 第二約束期間における温室効果ガス排出量の算
定方法について
　温室効果ガス排出量は UNFCCC の下での温室効

果ガス排出・吸収目録の報告について定めたガイ

ドラインに基づき算定されますが、第二約束期間

においてはこのガイドラインが改訂されたことを

受け、対象ガスの追加（HFC-245fa、HFC-365mfc、

NF3 など）、排出源の追加（石油精製プロセスに

おける流動接触分解装置及び水素製造装置からの

CO2 排出など）、算定方法の変更（稲作からの CH4

排出量を推計する DNDC-Rice モデルの適用など）

及び地球温暖化係数の変更（注 2）を行い、第一約

束期間（2008 ～ 2012 年）で用いた方法論と比べ、

より正確に排出量を算定できるよう改善を施しま

した。その結果、昨年度報告したわが国の 2005 年

度及び 2012 年度における温室効果ガス排出量は、

それぞれ 13 億 5,000 万トン及び 13 億 4,300 万トン

でしたが、今回とりまとめた排出量では、それぞ

れ 13 億 9,700 万トン（4,820 万トンの増加）及び

13 億 9,000 万トン（4,740 万トンの増加）と再評価

されています。

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 UNFCCC 事務局に提出しています。

第二約束期間においては、京都議定書で規定され

るすべての吸収源活動（「新規植林」「再植林」「森

林減少」「森林経営」「農地管理」「牧草地管理」及

び「植生回復」）について報告しています。わが国

では「新規植林」「再植林」「森林減少」及び「森

林経営」における吸収源活動を「森林吸収源対策」

と、「植生回復」における吸収源活動を「都市緑化

活動」と呼称しています。

　2013 年度の吸収源活動の排出・吸収量は 6,100

万トンの吸収（森林吸収源対策による吸収量 5,200

万トン、農地管理・牧草地管理・都市緑化活動に

よる吸収量 900 万トン）となっており、2005 年度

総排出量の 4.3% に相当します（うち森林吸収源対

策による吸収量は 3.7% に相当）。

6. おわりに
　わが国は京都議定書の第一約束期間において、

温室効果ガス排出量を基準年（原則 1990 年）と比

べて 6% 削減するという目標を達成しました。続

く第二約束期間では、わが国は京都議定書下にお

ける排出量の削減義務こそもたないものの、国際

的な責務として引き続きカンクン合意に基づき自

主的に排出量を削減していくとともに、温室効果

ガスの排出量を算定し UNFCCC への報告を行うこ

ととなっています。わが国はこの度公表した排出

量に基づき、本年末にパリで開催される締約国会

議（COP21）に向け、2030 年における削減目標を

2013 年度比 -26%（2005 年度比 -25.4％）として国

連に提出する予定です。

　この度の算定によると、2013 年度の温室効果ガ

ス排出量は 2007 年度に続く過去 2 番目に多い排出

量であり、2005 年度比では 0.8%、1990 年度比で



－ 4 － － 5 －

地球環境研究センターニュース　Vol.26　No.3（2015年6月）

は 10.8％上回っています（図 2）。排出量はさまざ

まな社会的・経済的要因によって増減します。一

方でこの度の算定方法の改訂により算定結果は変

化しており、昨年度の公表結果と比べて部門別排

出量の推移などにおいて少なからず違った見え方

になっています。今後もより正確な温室効果ガス

排出量の推計を目指し、算定方法は継続的に改善

されることとなっています。

　本稿に使用した 2013 年度の温室効果ガス排出

吸収量に関する情報を GIO のウェブサイト 〈http://

www-gio.nies.go.jp/index-j.html〉にて公開しており

ます。GIO では、今後もウェブサイトや報告書に

おいて、より情報を利用しやすくするなどの公開

情報の改善を図っていく予定です。

【参考文献】

・日本国温室効果ガスインベントリ報告書（2015

年提出版）

・GIO「日本の温室効果ガス排出量データ（1990 ～

2013 年度確報値）」

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

・国立環境研究所「2013 年度（平成 25 年度）の温

室効果ガス排出量（確報値）について」

 〈 h t t p : / / w w w. n i e s . g o . j p / w h a t s n e w / 2 0 1 5 / 

20150414/20150414.html〉

--------------------------------------------------------------------
（注 1）第一約束期間における目標達成は昨年とりま

とめた排出吸収量において既に評価済みであり、こ

の度とりまとめた排出吸収量をもって再評価されな

いこととなっている。

（ 注 2） 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。第一約束期間で用いた IPCC 第二

次評価報告書（1995）（以下 SAR）に示される値に

替えて、第二約束期間では IPCC 第四次評価報告書

（2007）での値を用いる。CO2 ＝ 1、CH4 ＝ 25（SAR

では 21、以下同様）、N2O ＝ 298（310）、HFC-134a ＝ 1,430

（1,300）、PFC-14 ＝ 7,390（6,500）、SF6 ＝ 22,800

（23,900）、NF3 ＝ 17,200（設定なし）などである。

（注 3）第二約束期間においても基準年は原則として

1990 年とされるものの、ここでは日本が 2020 年に

おける自主的な削減目標の基準としている 2005 年

を比較対象としている。

（注 4）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、

2006 年 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 5）産業部門（工場等。工業プロセスを除く）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

図 2　わが国の温室効果ガス排出量（2013 年度確報値）

排出量
（億トンCO2換算）

14

11

12

13 12億7,000万トン

1990

13億9,700万トン

2005

14億800万トン
＜前年度比 +1.2％＞
(2005年度比 +0.8%)
(1990年度比 +10.8％)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

13億400万トン
(同 -6.6％)

13億5,400万トン
(同 -3.0％)

12億5,000万トン
(同 -10.5％)

13億9,000万トン
(同 -0.4％)

13億2,700万トン
(同 -5.0％)

13億7,600万トン
(2005年度比

-1.5％)

14億1,200万トン
(同 +1.1 ％)

2006 2007

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/2015/20150414/20150414.html
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いる。特殊自動車（ブルドーザー、トラクターなど）

は運輸部門ではなく産業部門に含まれる。

（注 6）業務その他部門（オフィスビル等）には、事務所、

商業施設等が含まれる。

（注 7）ここでいう非エネルギー起源 CO2 排出量は、

エネルギー分野における燃料の漏出、工業プロセス

及び製品の使用分野、農業分野及び廃棄物分野の排

出量を合わせた値である。

■□■□■　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

○小坂尚史・野尻幸宏「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～」2014 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
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201406/283004.html
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　国立環境研究所地球環境研究センター編著の「地

球温暖化の事典」が平成 26 年 3 月に丸善出版から

発行されました。その執筆者に、発行後新たに加

わった知見や今後の展望について、さらに、自ら

の取り組んでいる、あるいは取り組もうとしてい

る研究が今後どう活かされるのかなどを、地球環

境研究センターニュース編集局または地球温暖化

プログラム・地球環境研究センターの研究者がイ

ンタビューします。

　第 2 回は、亀山康子さんと久保田泉さんに地球

温暖化に関する国際交渉や国際条約などの現状と

問題点、新たな動きや今後のための提案などにつ

いてお聞きしました。

1. 一つのテーマを長期間フォローできる醍醐味
【広兼】気候変動枠組条約締約国会議（Conference 

of the Parties: COP）は 1995 年に第 1 回の会議が開

催され、2015 年で 21 回になります（国連気候変

動枠組条約締約国会議（COP）報告を参照）。亀山

さんと久保田さんは COP の動きを追い続けていま

す。外国にはお二人のように交渉のフォローまた

は交渉の経緯を研究している人がたくさんいるの

でしょうか。

【亀山】先進国でも途上国でも多くいます。

【久保田】COP はそのような常連たちを含めた 1 万

人規模の同窓会のようです。

【亀山】行政担当者はどうしても数年以内に異動し

インタビュー：「地球温暖化の事典」に書けなかったこと(第2回)

　　　　　　　　　　亀山康子さん
（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長）

　9.1　気候変動枠組条約・締約国会議      9.3　地球温暖化対策の推進に関する法律
   9.2　京都議定書・締約国会合       9.4　京都議定書目標達成計画
　9.9　国際機関
 10.1　持続可能な発展の概念

インタビュア ：広兼克憲 （地球環境研究センター　交流推進係）

地球温暖化の国際交渉を長期間にわたり研究する醍醐味

久保田泉さん
（社会環境システム研究センター
環境経済・政策研究室　主任研究員）

《「地球温暖化の事典」担当した章》

《次回「地球温暖化の事典」に書きたいこと》
・国際関係に影響を与える多様な主体の役割 ・地球温暖化の適応

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/cop/
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てしまいますから、地球温暖化の国際交渉という

一つのテーマを長い期間フォローできるのは研究

者の醍醐味だと思っています。

【広兼】日本では行政の担当者は 2 年程度で異動に

なります。外国も同様でしょうか。

【久保田】外国は比較的長いです。1991 年の条約交

渉開始時からという人もいます。アメリカでは政

権交代しても交渉担当者が大幅に変更になったと

いうことはありません。コアになる人が決まって

いるようです。国際合意は以前に合意された文章

に少しずつ文言を加えて進めていくものですから、

交渉経緯を知っている同じ人が長く担当する方が

メリットになると思います。

【亀山】国際交渉担当者（行政官）が人事異動のた

め変わる点については、外国でもありますが、日

本の場合はその頻度が極端です。これは温暖化問

題にかかわらず、すべての行政分野において同様

です。ある意味 specialist（専門家）を作らない、

generalist（万能型）を育成するということだと思

います。

【広兼】私は元行政官ですが、建前としてはそうで

す。specialist は必要なのですが、逆に特定の人だ

けが情報をもっているという状況を必ずしも良し

としないのです。

【亀山】国際交渉においては長い間担当している人

がいることはメリットなのですが、国内の対応に

ついては、同じ人が長い間情報を握っていると弊

害の方が多いのかも知れません。

2. 国際交渉における政治家と官僚（行政官）の役割
【広兼】交渉レベルとして、1. 政治家、2. 外交官、3. 環

境省などの職員（官僚）などがいて、それぞれ役

割があると思います。研究者から見て、この問題

については最も重要な役割を担っているレベルと

いうものはありますか。

【久保田】COP ではいろいろなことが議論されて

いますが、全部政治家が議論して決められるかと

いうと細かすぎ・技術的にすぎるため、いわゆる

事務レベル、行政官の力が必要です。しかし温室

効果ガス削減の長期目標のような議題については、

事務レベルだけで意思決定できる問題ではありま

せん。そこにギャップがあることが温暖化交渉を

難しくしている原因の一つだと思います。自国内

の取り組みの方向性を決めることは政治家にしか

できないと思いますが、多くの場合 COP で話し合っ

ている議題は細かく、事務レベルで決めなければ

ならないのです。2009 年のコペンハーゲンでの

COP15 があまりうまくいかなかった理由のひとつ

に、これまでの外交のやり方、すなわち、主要国

と考えている国を集めて決めてしまおうとしたら、

そこに入れなかった国が文句を言ったということ

があります。その後、国連加盟国全部での交渉は

無理なのではないか、それぞれできることをやっ

ていけばいいという方向性が出ましたが、結局は

もう少し国際社会全体でやってみましょうという

ことに落ち着いています。過去にも、G8 や、首脳

級の会合、大臣クラスの会合など、大きな決定は

政治的な合意で決まっています。それは事務レベ

ルの合意があるからこそ、政治家が決定できるの

だと私は思っています。

【亀山】政治家は何らかの価値観をもって判断する

という重要な役割を果たしていて ､ 特に民主主義

の国はそうです。そのなかで日本はどちらかとい

うと、官僚の役割が重要といわれていました。政

治家も官僚から説明を受けますから、そういう意

味で間接的に行政官の影響力は強かったと思いま

す。それでも最近では日本も徐々に政治主導型に

なってきて、政治家は政治家として判断をする場

合もありますという役割分担ができてきています。

3. 多様な主体がかかわる国際交渉の意思決定の難
しさ

【広兼】COP が始まってから 20 年以上経っていま

すが、会議で意思決定を選択するにあたり、過去

と比べてそのやり方が進歩していると思われます

か。

【亀山】温暖化問題に限らずすべての国際交渉につ

いていえることですが、以前より意思決定が困難

ですし複雑になっています。いくつか理由はあり

ますが、最大の理由は関係者の人数が増えている

ことです。20 年前は政府関係者だけが集まって決

めることができたのが、今は NGO、研究者、産業

界の方が携わっています、また、交渉している内

容もすべてインターネットで配信されます。イン
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ターネットの普及により交渉のプロセスが以前よ

り格段に公開されており、これが非常に影響を及

ぼしていますから、意思決定しやすくなっている

かと問われたらノーですね。だからといって、必

ずしも望ましくない方に向かっているわけではな

く、多くの人が何からの形でかかわるというのは、

必要なことだと思います。

【広兼】NGO と政府の関係は以前と比べて変わっ

たでしょうか。

【亀山】NGO 自体が本当に力をもち始めたのは日

本では最近です。昔はさまざまな意味で力をもっ

た NGO が多くなかったのですが、現在ではそれが

育ってきて、政府の提出してくる案に対してかな

り十分な根拠をもって反論したり代替案を出した

りできる能力をもった NGO が出てきました。これ

はとても重要なことだと思います。

4. 温暖化対策と個別の利害を結びつけることがむ
しろポイントになる

【広兼】各国の個別的な利害を乗り越えて国際的な

目的のために交渉する際に、大切なことは何だと

思われますか。

【亀山】「個別的な利害を乗り越える」という表現

の中には、損をしてしまう人は我慢してね、とい

うニュアンスが含まれているように感じられます

が、そうではなく、対策をとる人ほど得をするよ

うな仕組みに仕立てていくことが必要と思います。

現在多くのステークホルダーがかかわるようにな

り、たとえば政府がこうしてくださいと言っても

誰も動かなくなっています。行動を促す動機づけ

としては無理矢理法律で決めて規制していくより、

そう動いた方が「お得です」というシステムを作っ

ていく方がいいと思っています。重要なのは、温

暖化による被害と温暖化対策を頭の中で結びつけ

てもらうことです。それは不可欠です。

【広兼】個別の利害をそのまま全部満足させるよう

な方法はありませんし、だんだん何のために交渉

をしているのかが、みんなわからなくなってきま

すからね。

【亀山】例えば、異常気象や熱波（温暖化の被害）

と二酸化炭素を削減する（温暖化対策）関係を一

人ひとりが理解しないと、今申し上げた利害に結

びつけるということが実現しません。

【広兼】では、日本が地球規模の温暖化防止に貢献

できることとは何でしょうか。具体的な目標を出

すことがイニシアティブをとることになるかと思

いますが。

【亀山】多くの日本人が思っているのは、省エネ化

などの技術革新で貢献することではないでしょう

か。

【久保田】いろいろな意味で国内の温暖化対策は難

しい局面にあります。目標の大きさだけであっと

世界を驚かすというような、それによって国際的

にリーダーシップをとるのは困難です。一つの方

法としては、地球全体の温暖化抑制に貢献するこ

とをいかに多面的に評価するかという制度を作る

提案を積極的にすることが考えられます。

写真 1　1995 年 4 月に開催された COP1（ベルリン）

の会議場の様子。今よりも参加人数が１桁少なかった。

写真 2 COP20 のストックテイキング会合の様子。

COP16 以降、このような会合が開かれるようになりま

した。会期中に数回開催され、非公式協議で議論され

ていることも含めて、COP 全体の進捗状況が会議参加

者に共有されます。
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5. 具体的な問題調整からうまれる国際条約の連携
【広兼】気候変動枠組条約以外にもマルチな国際

条約がたくさんあります。生物多様性条約、有害

廃棄物の越境移動およびその処分の規制に関する

バーゼル条約、オゾン層の保護のためのウィーン

条約など多数の国際条約が発効されていますが、

これらの相互連携は図られていると思いますか。

現在、何がもっとも連携しなければならない条約

でしょうか。

【久保田】有害化学物質と廃棄物については、2010

年から、3 条約（バーゼル条約、国際貿易の対象と

なる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての

事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッ

テルダム条約、残留性有機汚染物質に関するストッ

クホルム条約）を統合した拡大合同締約国会議を

開催しています。具体的に連携しなければならな

いポイントがあるから合同で行っているのですが、

それに加えて、気候変動枠組条約以外は資金が厳

しいということもあります。

【広兼】資金の点で気候変動枠組条約だけが潤沢と

いうのは、なぜでしょうか。

【久保田】サミットなど首脳級あるいは閣僚級の場

で議題になっていることは大きいです。生物多様

性条約の COP でも温暖化との関係を検討する議題

がありますし、代替フロンの規制につてはモント

リオール議定者や気候変動枠組条約の COP でも取

り上げられていますが、なかなかうまくいかない

ようです。漠然とただ調整しましょう、というよ

りも、やはり必要のあるところ、具体的に調整し

なければならない問題があるところから連携が始

まっていると思います。もちろん十分とはいえま

せんし、こうした動きはまだ始まったばかりだと

思います。

6. 「伝える」能力のポイントは？
【広兼】久保田さんの COP の会議レポート（http://

www.nies.go.jp/event/cop/cop20/index.html）は私もよ

く読んでいます。現地レポートなどの活動は非常

に重要だと思いますが、やはりスキルと、とくに

場数が必要だと思います。慣れていない人にはで

きません。

【久保田】COP から帰国してまとめて報道に接する

と、長期に温室効果ガスを減らさなければいけな

いというのが重要なのに、どうしても日々の報道

は目先のことになり、まるで違う会議に出ていた

ような印象をうけることが多かったのです。会議

レポートはあるところから頼まれたことがきっか

けで始めたのですが、書くときに、そもそも一般

の人は何を知りたいと思っているのかをできるだ

け知ろうと努めました。また、長期に大幅に温室

効果ガスを削減しなければならないというのが新

聞等で抜けてしまいがちなので、何度でも言わな

ければいけないと思いました。

【広兼】マスメディアで温暖化問題を追う記者は、

何を取材目的として来ているのでしょうか。取材

目的を決めること自体も難しいのではないでしょ

うか。

【久保田】会議の規模がそもそも大きいので、日々

重要な決定が出るわけではありませんから、取材

は難しいと思います。日本の報道は、やはり日本

政府の記者会見の報道を日本国民に伝えることが

主な目的になりますし、国際交渉については、会

議の構造やなぜこんなにもめているのかなどを理

解するのは、この問題の議論に入り込まないと大

変難しいかも知れないと思います。

【広兼】亀山さんは環境省の官僚でもなかなか意味

を理解できない国際交渉の伏線を読み解く研究を

されていて、それをシンポジウムやテレビでは非

常にわかりやすく解説されています。また優しい

語り方がいいですね。そのような能力のポイント

は何でしょうか。

【亀山】そう言っていただくのは嬉しいですが、自

分はまだもっていない能力があります。私は、ソー

シャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を

活用していません。多くの人は Facebook や Twitter

でどんどん意見を発信されていて、たくさんのフォ

ロワーをもっていますね。この前テレビで見たら、

40 歳代で新聞を定期購読している人は半分に満た

ないそうです。これが望ましいかはわかりません

が、現実には新聞以外のメディアの活用、情報発

信の仕方にもっと注力しなければいけないと思っ

ています。

【久保田】Twitter などでは、いろいろな意見がある

なかで、自分の意見を補強するものだけを読んで

http://www.nies.go.jp/event/cop/cop20/index.html
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いく傾向になります。まずは多様な意見を知るこ

とが重要なのではないかと思います。

7. Future Earthにより社会科学系の研究者が増え
ることを期待

【広兼】“Future Earth”（江守正多・三枝信子「国際

研究プログラム Future Earth への日本の対応」地球

環境研究センターニュース 2013 年 10 月号を参照）

という国際研究プロジェクトが今後の温暖化研究

に及ぼす影響についてどうお考えですか。

【亀山】Future Earth はまだ実態がよくわかっていま

せんが、今までの特定研究プログラムと大きく違

う点は、ステークホルダーの関与の仕方です。専

門家だけでなく、社会のさまざまなステークホル

ダーが参加し、研究を提案するというのは、手続

き的な意味でとても重要だと思います。二つ目の

重要な点は Future Earth では社会科学系の研究者を

巻き込むということです。問題解決型の研究に対

する社会科学系の研究者の貢献は重要なのに、社

会科学系の研究者のコミュニティの間では、理論

研究をしている人が主流と思われている分野なの

で、政策提言型の研究は亜流とみられがちです。

研究者の数はあまり増えていません。ですから、

Future Earth というプログラムによって打開できれ

ばと思います。

【久保田】政策提言型の研究に関心をもつ社会科学

系の若い研究者が増えてくれたらいいと思います。

国際関係論は法解釈が主流で、政策・実践を踏ま

えてどうしていくべきかという研究は法学者の仕

事ではないといわれています。そういう主流の人

たちが研究者を養成するので、結果として、政策

提言型の研究をするメンバーがあまり変わりませ

ん。

8. 「多様な主体の果たす役割」と「温暖化の適応」
について書きたい

【広兼】次回、「地球温暖化の事典」を執筆すると

したら、書きたい内容はありますか。

【亀山】はじめにお話したとおり、今までのように

国際条約を作ればあとはうまくいくという状況で

はなくなっています。むしろ ICLEI（持続可能な

開発のための自治体協議会）など自治体同士のネッ

トワークや、ODA より多額の海外投資をしている

企業など、多様な方々の果たす役割がより重要に

なってきていますし、地球温暖化の事典でもとり

あげるべきだと思います。

【久保田】初回は地球温暖化防止の政策では排出削

減が主になっている構成でしたから、私は次回適

応関係（広兼克憲「地球環境豆知識（29）緩和策

と適応策」地球環境研究センターニュース 2014 年

6 月号参照」を取り上げたいと思います。

＊このインタビューは 2015 年 5 月 12 日に行われ

ました。

＊インタビュー「地球温暖化の事典」に書けなかったことは地球環境研究センターウェブサイト（http://www.
cger.nies.go.jp/cgernews/jiten/）にまとめて掲載しています。

写真 3　 COP20 会場内に作られた壁。「#（ハッシュタ

グ）私達は未来を創造する」と書かれている。会場

にいる人もそうでない人も、COP に関するこのような

ハッシュタグをつけて Twitter などに投稿し、いろん

なテーマについて議論している。

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201406/283002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/jiten/
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　紫外線（UV）を浴びすぎると肌や目には良くな

いと言われて、日焼け止めなど UV カットの製品

を使いますが、一方で、紫外線を浴びるのが少な

すぎるとビタミン D の生成量などの不安がありま

す。ではそもそもこういった紫外線量の測定とい

うものをどうやって行っているのか、特に B 領域

（290 ～ 315nm［1 ナノメートル：1m の 10 億分の 1］）

の紫外線量がここでの話題です。

　地球環境研究センターは、全国で有害紫外線モ

ニタリングネットワーク（UV ネット）を各機関と

協力しながら組織化し、国内の 16 機関 21 サイト

で帯域型紫外線計（写真 1）による広域観測データ

を皆様にお届けしています。そのなかで、事務局

として測定局間で精度のばらつきが生じないよう、

設置方法から校正のタイミング、データの検証方

法などを検討してきました。ネットワーク発足当

初メーカーが行っていた校正法は、太陽光を利用

して同型の測定器と比較測定を行い、その測定器

と同等の出力が出るように内蔵の増幅器（アンプ、

図 1）を調整するというものでした。屋外で行う作

業なので、「屋外校正法」とよばれます。屋外校正

法の問題点は、天候に左右され、曇りや雨の日に

は作業ができないことです。屋外校正法は、強い

太陽光を必要とするため、メーカーは夏の時期に

校正を勧めますが、逆にユーザーは夏の強い紫外

線を測りたいので、校正スケジュールの調整はい

つも苦労します。

　それでも観測開始から数年間は、後に述べるこ

の校正法の本質的な欠点に気付くことはありませ

んでした。しかし、観測実績を積む中で屋外校正

法の問題点がはっきりと認識されるようになり、

現在では全く別の校正方法（「屋内校正法」）が採

用されています。

1. どうやって紫外線を測っているのか
　ここで使われている帯域型の紫外線計は、図 1

図 1　B領域紫外線計の構造模式図と機能

光の入射角特性は石英ドーム内に設置された拡散版の配置で

決まりますので、 器差 （測定器毎のばらつき） は大きくありませ

ん。 また、 温度特性に関しては、 測定器自体が温度を調整して

一定の内部温度を保持しているため小さく抑えられています。（出

典 ：有害紫外線モニタリングネットワーク活動報告）

（一財）地球・人間環境フォーラム研究業務部　次長　　津田 憲次

写真１　UV ネットワークで使用している B 領域紫

外線放射計 （MS-212W） の受光部

白く大きなプラスチック製の傘は日よけになってい

ます。 測定器内部が一定の温度に保たれている

ため、 日よけが必要です。 （出典 ： 有害紫外線モ

ニタリングネットワーク活動報告）
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にあるように太陽光をうけるドームのすぐ下に、

太陽光がどの方向から来ても、均一に直下方向に

光を誘導する拡散板というものがおかれています。

その下に B 領域の紫外線だけを透過させる光学

的干渉フィルターというものでいらない光の領域

をカットします。その透過した紫外線（ここでは

UV-B）を蛍光膜に当てます。蛍光膜は紫外線が当

たると、蛍光灯のように可視光が発光するように

なっており、その光をフォトダイオードで測定す

るというものです。

2. 内部アンプを調整せず、感度定数で管理する
　長期観測にとって、測器の劣化をどのようにコ

ントロールするかは大変重要な問題です。校正の

度に感度の劣化を電気的にその都度調整するやり

方では、データの連続性が失われてしまいます。

そこで 2005 年から、UV ネットでは校正時に電気

的な調整をやめ、感度変化の情報を感度定数とい

う数値で管理するようにしました。感度定数とは、

測定器に当たる UV-B 量［W/m2］と、その時の出

力電圧［mV］の比で、校正完了時にメーカーから

知らされていますが、校正時にこの値の変化とし

て測器の状態を確認できるので、管理する立場か

らすれば好ましいことです。

　さて、測器の感度の変化を、目に見える感度定

数という数値で追跡できるようにはなりました。感

度定数を使えば、測器の劣化の影響を補償するこ

とができますが、実はこの方法では屋外校正の

条件により、見かけ上感度定数が 10％程度も変

化したようになるケースがあることがわかりま

した。なぜ、感度の変化がうまくモニターでき

ないことがあるのか、それをすこし説明します。

3. 屋外校正法の限界
　 問 題 は、UV と 言 っ て も そ の 波 長 は 100 ～

400nm までいろいろな光の集まりだということ

です。そして、測定器はその測りたい紫外線の

全ての波長域にわたって感度が同じではありま

せん。その特性を帯域型紫外線計の分光感度（図

2）と言います。しかも、この分光感度は、一

つひとつの測定器毎に異なります。それが大き

な問題です。さらに分光感度は、劣化と共に変

化するので、なおややこしいわけです。太陽光を

使って、基準となっている装置と、校正するべき

装置を比較して、この二つの測定器の出力を合わ

せることになるのですが、校正する時間や季節に

より太陽光の UV の波長の特性が一定ではないの

で、ある時に合わせたものでも、時間や季節を変

えて校正すると互いの関係性が変わってしまいま

す（ペクトルミスマッチ誤差とよばれる）。これら

のことが、UV 計の感度の連続性が保証されない大

きな原因でした。こうして、この屋外校正法が長

期観測に向かない校正法であることが次第に明ら

かになってきたのです。そこで、発足 10 年を目前

にして、本格的な屋内校正への準備が始まりまし

た。当ネットワークの技術支援機関の一つである

東海大学総合技術研究所と測器メーカーでもあり、

校正作業も行っていた英弘精機（株）の協力を得て、

屋内校正法の確立に向けた作業が開始されました。

4. 屋内校正法
　屋内校正では、スペクトル照度が既知の標準ラ

ンプが使われます。例えば、NIST（米国標準と技

術の研究所）の標準ランプが代表的で、気象庁高

層気象台でも使われています。しかし、帯域型紫

外線計では、標準ランプのスペクトル照度に対応

した感度定数しか付きません。太陽光と標準ラン

プのスペクトル照度は大きく異なるので、単に標

準ランプを照射して感度定数を決めただけでは使

図 2　B 領域紫外線放射計 （MS-212W） の相対分光感度の

一例

相対分光感度とは波長 305nm の分光感度を１として、 それに

対する比をとったもの。 波長に応じて感度が変化する様子を

表している。 （出典 ： 有害紫外線モニタリングネットワーク活

動報告Ⅱ）
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いものになりません。理論的には、太陽光を人工

的に再現できるソーラーシミュレーターの光を使

えば、簡単に最適な感度定数を付けることができ

ます。太陽光発電の普及に伴いソーラーシミュレー

ターという言葉を聞く機会は多くなりましたが、

紫外線計の校正システムとして考えた場合には、

（1）標準ランプに比べ紫外域の精度が良くない（2）

コストが高いという理由から、まだ現実的ではあ

りません。標準ランプを使い、なおかつ、既定の

太陽光に対する感度定数を付ける方法が必要とな

りました。

5. UVネットワークで使える屋内校正法の構築
　標準ランプに対する感度定数を求めることは比

較的簡単です。測器に標準ランプを照射し、その

時の出力電圧を測定すれば良いのです。では、標

準ランプの代わりに、スペクトルのわかった太陽

光を当てた時の出力電圧を、計算で求めることは

可能でしょうか？ 　実は、測器の分光感度がわっ

ていれば可能です。このカラクリを数式で説明し

ます。式（1）は、標準ランプの光：Lamp（λ）を

照射した時の帯域型紫外線計の出力電圧を表して

います。

ここでλは波長、ρ（λ）は測器の分光感度を意味

しています。積分の範囲は干渉フィルターで除去

されない全波長域です。αは内臓アンプの特性を

表す定数です。

　このαは、測器の分光感度ρ（λ）とランプの波

長特性 Lamp（λ）がわかれば、基準ランプを照射

して得られる電圧から計算できることがわかりま

す。

　基準ランプは、太陽光とは異なる波長分布をし

ているので、それを太陽光に当てはめて UV-B を

算定することを以下のように行っています。

　まず、基準の太陽光を、衣類の紫外線防御指数

としてよく知られている UPF（Ultraviolet Protection 

Factor）の計算に用いられる太陽光スペクトル（こ

こでは仮に SunR とする）を用います。このスペク

トルは 1990 年にメルボルン（オーストラリア）の

南中時に測定されたものです。この式を書き直す

と、基準の太陽光：SunR（λ）の出力電圧は、

となります。分光感度ρ（λ）とαが求まっていれ

ば、基準太陽光のスペクトルがわかっているので、

出力電圧が計算できます。この出力電圧と基準太

陽光の UV-B（Sun）［W/m2］量の比から、測定器

の感度定数：κが求まります。

　こうしていつでも同じ基準太陽光に対する感度

定数が計算でき、この感度定数を使って測定器の

電圧値から、その時の UV-B 量が計算され、校正

前後で感度の連続性が保証できるようになりまし

た。

6. 残された課題
　上記の方法は、長期観測を支える校正法として

観測の連続性という観点から成果を挙げています。

しかし現状でも、基準の太陽光と日々の実際の太

陽光のスペクトルの違いによるスペクトルミス

マッチ誤差などは取り除くことはできません。将

来、各測器の分光感度のばらつきをコントロール

する方法（決まり）、つまりは国際的な校正法が整

備されれば、トータルで精度を保証する仕組みも

できるでしょう。

　帯域型紫外線計は手軽に紫外線が測れるため、

“ほとんど手入れ不要” という大変優れた測器であ

る反面、“だから精度は期待できない” と言われな

いよう、しっかりとした管理が必要です。

＊ 長 期 観 測 を 支 え る 主 人 公 － 測 器 と 観 測 法 の 紹 介 － は ウ ェ ブ サ イ ト（http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/
monitoring/）にまとめて掲載しています。

電圧(𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ � 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝜆𝜆𝜆𝜆) ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝜆𝜆𝜆𝜆) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜆𝜆𝜆𝜆                                    (1) 

 
 

電圧(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆) = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝜆𝜆𝜆𝜆) ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝜆𝜆𝜆𝜆) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜆𝜆𝜆𝜆                                     (2) 

 

（1）

電圧(𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ � 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝜆𝜆𝜆𝜆) ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝜆𝜆𝜆𝜆) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜆𝜆𝜆𝜆                                    (1) 

 
 

電圧(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆) = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝜆𝜆𝜆𝜆) ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝜆𝜆𝜆𝜆) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜆𝜆𝜆𝜆                                     (2) 

 

（2）

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/monitoring/


－ 14 － － 15 －

地球環境研究センターニュース　Vol.26　No.3（2015年6月）

国立環境研究所一般公開「春の環境講座」を開催しました

　　　　　　　　　　（国立環境研究所　一般公開実行委員）　　広兼 克憲
　　　　　　　　　　地球環境研究センター　主幹

　2015 年 4 月 18 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。お天気にも恵まれ、昨年よ

り多い 595 名の方々に研究所にお越しいただくこ

とができました。地球温暖化研究棟では、衛星や

航空機を使った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

車発電の体験、新企画「地球温暖化を想定した土

壌 CO2 排出実験ツアー」を研究棟北側の林の中で

行いました。また、社会環境システム研究センター

と協働した「温度とくらしのふしぎな関係～身近

な熱の世界～」、恒例の参加型パネルディスカッ

ションとしては生物・生態系環境研究センター、

社会環境システム研究センター、環境省自然環境

局の協力を得て「徹底討論、温暖化で生態系はど

うなる？－私たちにできることは－」などを開催

しました。

　さらに昨年に引き続き、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

ツの苗を約 160 株、来場者にプレゼントしました

（写真 1）。

　以下では当日の公開がどのようなものだったかを、

3 報に分けてご紹介します。第１報として、地球環

境モニタリングについての公開内容をご報告します。

写真 1　研究所生まれのパッションフルーツの苗、約 160 本を来場者の皆様にお配りしました。

第１報：地球環境のモニタリング編

1. 海と山の変化が教える地球温暖化の影響
  海や山の生態系の継続的観察によって地球温暖化

の影響を検知する研究をデータや写真などをふん

だんに使ってご紹介しました。

　まずは山です。来年（2016 年）から 8 月 11 日が

国民の祝日「山の日」になることから、現在、日

本の山が注目されています。国立環境研究所は富

山県の立山において高山生態系のモニタリングを
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続けてきましたが、これまで 6 年間の立山の季節

変化を記録した大きな写真パネルを制作して、来

場者にご説明しました。北陸新幹線開業で一層注

目度が上がった立山の変化の比較に訪れた方々の

興味を集めていました。

　高山帯のモニタリングは下記サイトで最新情報

を提供していますので、是非ご覧ください。

http://db.cger.nies.go.jp/gem/ja/mountain/

　一方、海ではサンゴ礁に変化が起きつつありま

す。サンゴは海水温の上昇により、生息域が拡大・

北上したり、海水の酸性化により骨格形成が妨げ

られると言われています。では、サンゴの変化を

どのように観察するのでしょうか？　会場には、

実際に観測に使用する道具（ドライスーツやフィ

ンなど）やサンゴの骨格標本、骨格標本を観察す

るための顕微鏡などを用意しました。壁には通常

のポスターサイズをはるかに越える大判写真など

を展示し、海中自然環境の臨場感を再現しつつ、

注目すべきポイントをご説明しました（写真 2、3）。

2. 天空からとらえる温室効果ガスの状況（日本航
空株式会社［JAL］や宇宙航空研究開発機構［JAXA］
などとの連携）
　地球は広く観測したいところはたくさんあるの

ですが、観測できる人材資源は限られており、と

ても世界全体をカバーすることはできません。そ

こで私たちは様々な工夫をし、マンパワーを補っ

ています。

　ここでは、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

タの可視化による新たな知見について説明と解説

を行いました。

　写真 4 で赤い日本航空のプリントのある上着を

着て説明しているのは、民間航空機を利用した温

室効果ガス観測プロジェクト（コントレイルプロ

ジェクト）の中心人物である大気・海洋モニタリ

ング推進室の町田敏暢室長です。 

　このプロジェクトでは、世界の空を飛び回る旅

写真 1　高山帯生態系の季節変化を時系列に複数年写

真記録し、地球温暖化の影響を監視する研究の紹介

写真 3　海中でサンゴを実際に観察する際の動きを再

現しながら説明しています。

写真 2（上、下）　海の中でのサンゴの経年変化を現在・

過去で比較することにより地球温暖化の影響が見えて

きます。

http://db.cger.nies.go.jp/gem/ja/mountain/
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客機に研究所が開発した小型の二酸化炭素濃度連

続測定器を搭載し、そのデータを研究所に集めて

世界の温室効果ガス濃度のトレンドを解析してい

ます。このような広範囲のデータは非常に貴重であ

り、研究者を中心として、世界で利用されています。

　写真では機内貨物室に積み込まれた小型観測機

器の実物大模型をつかって、サンプル空気のとお

る経路や標準ガスとの比較方法などについて、担

当研究者である町田室長が説明しています。

　また、写真 5 では、衛星観測研究室の横田達

也室長が温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」

（GOSAT）が、なぜ温室効果ガスの濃度を測定でき

るのかを模型と CG 画像でわかりやすく説明して

います。

　「いぶき」は宇宙から地球を電磁波の目で見るこ

とによって、メタンと二酸化炭素の濃度を測定で

きます。3 日かけて地球をくまなく回りながら、世

界の二酸化炭素濃度とメタン濃度を 5 年以上にわ

たり測定してきた「いぶき」のデータから二酸化

炭素が排出された後の動きなどが地球規模でわか

るようになってきました。

写真 4　町田室長によるコントレｲルプロジェクトの

説明

写真 6　地球の形をしたスクリーンに海面水温のデー

タを貼り付けて説明をしています。こうすると、地球

における温室効果ガスの濃度分布がイメージしやすく

なります。

写真 5　温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）

の説明を行う横田室長

写真 7、8　右側に見える透明なボックスが自動的に

開いたり閉じたりして、土壌が二酸化炭素をどれだけ

排出しているのかを調べます。
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3. 地球温暖化を想定した土壌 CO2排出実験ツアー
（新企画）
　地球温暖化研究棟の北側にある森林内では、土

壌の温度が変わった場合にどのような変化が起き

るかを確かめる実験が数年間にわたり行われてい

ます。土壌から排出される温室効果ガスは、将来

温暖化が進み土壌表面の温度が上昇するとさらに

増えるといわれています。その検証実験現場を実

際に見ていただく所内探検ツアーを今回初めて設

定しました。

　この探検ツアーに、希望者をご案内し（合計 4

回、約 80 名が参加）、炭素循環研究室の梁乃申主

任研究員と寺本宗正特別研究員が説明を行いまし

た。初めての企画でしたが、天気にも恵まれ、皆様、

ご満足いただけたものと思います。

第 2報：エネルギーと地球温暖化編

1. 自転車発電
　国立環境研究所の一般公開での連続展示記録を

続けている自転車発電、この春は「自転車 de 発電

スペシャル（家電を自力でつけてみる！）」と題し

て行いました。自転車は子ども用の 1 台を含めて

合計 3 台用意し、そのうち 1 台では、10 秒間自転

車をこいだときの最大瞬間発電量と平均発電量を

W（ワット）の単位で測定・表示できます（写真

１）。今回の公開では 100 名を優に越える方が家電

を自力でつけるチャレンジをされ、電力のありが

たさを身をもって体験いただきました。そのほか、

テレビや扇風機などをつける自転車発電体験者も

かなりいらっしゃいました。小さな子どもたちも、

子ども用の自転車発電に挑戦してくれました。一

般公開来場者が 595 名ですから、約 2 割の方がこ

写真１　10 秒間自転車をこいだときの最大瞬間発電

量と平均発電量を W（ワット）として測定・表示

(404W は相当なパワーです。瞬間的に縦型洗濯機を動

かせるぐらいの電力ですが、おそらくこれを 30 秒続

けることは難しいでしょう。)

写真 2　「自転車 de 発電スペシャル（家電を自力でつ

けてみる！）」に挑戦する来場者

表１　自転車発電参加者（男女・年代別）

参加人数 ２０１４夏 ２０１５春 

小学生男子 68 13 

中学生男子 29 3 

高校生男子 2 9 

一般男性 23 55 

小学生女子 37 10 

中学生女子 6 3 

高校生女子 0 0 

一般女性 4 18 

合計 169 111 
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のパワー測定に挑戦されたことになります。

　パワー測定の参加者数を昨年の「夏の大公開」

と比較すると以下のとおりです（表１）。今回は一

般男性の参加者が多かったようです。夏の公開時

は小学生が多いですが、自転車で通学することも

多い高校生（特に女子）の挑戦者は少なく、次回

は高校生にもっと参加してもらう工夫が必要と考

えています。

図 1　このパネルにより自転車発電の発電力と家電製品の消費電力を比較できます。
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　この「自転車 de 発電スペシャル（家電を自力で

つけてみる！）」では、図 1 のようなパネルを用意

し、家庭の消費電力と自転車発電の大変さをデー

タで比較できるようにしています。一般に、エア

コンや調理機器など電気を使って熱を生み出す家

電製品は消費電力が大きく、自転車発電で起動さ

せることは困難です。一方、省エネ型の明かりや

液晶テレビであれば自転車発電の電力でも十分起

動できます。

　家庭ではスイッチ一つ押すだけで電気製品が動

きますが、それを自転車発電で賄おうと思ったら

「とてもタイヘン」と知ることだけでもエコな生活

につながると思います。

　さあ、次回の自転車発電は、7 月 18 日 ( 土 ) の

夏の大公開です。まだの方は、是非ご体験ください。

2. あなたのくらし、カーボンメタボになっていま
せんか？
　「メタボ」という言葉に敏感なお父さん・お母さ

ん・お兄さん・お姉さん、人間だけではなく地球

のカーボンメタボについても学習する必要があり

ますよー。ということで、今回展示したのは、「さ

すてなスイッチビール版」と「省エネ貝合わせ」

です。私たちのくらしを支える食べもの、飲みもの、

便利な機器の数々…。選び方、買い方、使い方で

あなたのくらしのカーボンメタボ度は大きく変わ

ります。

　「さすてなスイッチビール版」では、お父さんの

好きなビールの一生について、カーボンフットプ

リント（炭素の足跡：二酸化炭素の見える化）と

いう観点から、どのような選択（ビールの容器、

購入方法、空きビン・空き缶の取り扱いなど）を

すればがいちばん二酸化炭素排出を少なくできる

かを、ゲーム感覚（スマホのゲームではありません）

で勉強します。写真 3 では、異なる方法でビール

をお店に買いに行ったときに排出されるそれぞれ

の二酸化炭素排出量を風船の大きさと重さで比較

し、示しています。ここではビールの容器（ビン・

アルミ缶）の選び方、流通の仕方（ショッピング

センター、コンビニ、酒屋など）、店への行き方な

どが二酸化炭素排出量に大きく影響してくること

を学べます。

　さらに、貝合わせでは、家電や車などの使い方

や機器の選び方などによって二酸化炭素排出量が

違うことを勉強できます（写真 5）

3. あなたの “ミライ” は低炭素？～ 2050低炭素ナ
ビ体験～
　ここではパソコンを使って、「2050 低炭素ナビの

簡易版」を体験していただきました。皆さんそれ

ぞれがこうなる・こうすると思い描いた未来がどの

程度” 低炭素” につながっていくのかがすぐに計算

されて画面に表示されるようになっています。

　たとえば将来の電力を再生可能エネルギーから多

写真 4　「さすてなスイッチビール版）の全貌。一番

上からビー玉を転がします。この台すべてが手作りで

す！

写真 3　「さすてなスイッチビール版」を使ったカー

ボンフットプリントの説明（風船の大きさで二酸化炭

素の排出量が示されます）
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く得る場合とそうでない場合の比較なども可能です。

　 詳 し く は、http://www.2050-low-carbon-navi.jp/

web/jp/ をご覧ください。

4. 温度とくらしのふしぎな関係　～身近な熱の世
界～（一ノ瀬博士のサイエンスショー）
　赤外線サーモカメラを使って身の回りの熱環境

とくらしの関係を紹介しました。社会環境システ

ム研究センターの一ノ瀬俊明主任研究員が、実際

に赤外線サーモカメラで様々なものを撮影して、

その画像を解説することにより、熱の世界につい

て皆様にご説明をしました。１回 20 分のショーを

3 回開催しましたが、すべての回でほぼ満席になり

ました。写真はガラスが赤外線を通さないことを

カメラで確認している様子です。サッシの空いた

方（熱画像では真ん中から左側）からは会場の様

子が直接カメラに写っているのが見えますが、ガ

ラスのある方（熱画像では右側の青い部分）は鏡

のように（サッシの前に座る被験者からの赤外線

が）反射していることがわかります。また、温度

が高いところほど赤く写っています（情報処理に

時間がかかるため、熱画像の絵柄は実際より微妙

に遅れています）。

　2015 年 7 月 18 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。子どもから大人ま

で楽しんでいただける企画を多数ご用意させてい

ただき、また、来場者参加型パネルディスカッショ

ンも新たなテーマを設定して準備しています。多く

の方々のご来所を職員一同お待ちしております。

＊第 3 報：パネルディスカッション編は、後日、

地球環境研究センターウェブサイトでご紹介しま

す。

写真 5　省エネ行動を示したイラストとそれによって削減

できる二酸化炭素排出量があっていると貝がぴったりは

まります。 貝合せとは、 その組み合わせを見つけるゲー

ムで、 平安時代から伝わる由緒あるあそびです。

写真 7　赤外線カメラを使うと温度の高いものと低い

ものの区別が画像としてわかります。また（肉眼では）

透明に見えるガラスが透明には写りません。鏡のよう

に、ガラスの前の物体から出ている赤外線（その物体

の表面温度を反映）がうつって見えてしまいます。

写真 6　2050 低炭素ナビの簡易版操作体験に真剣に取

り組む来場者

http://www.2050-low-carbon-navi.jp/web/jp/
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地球温暖化観測推進事務局の情報発信力強化に向けた新たな取り組み
　　　　　　    ―気候変動影響統計ポータルサイトとウェブサイトのリニューアル―

1. はじめに
　地球温暖化観測推進事務局（以下、事務局）は、

地球観測に関する関係機関の連携を推進すること

を目的に設立された「地球観測連携拠点（温暖化

分野）」（以下、連携拠点）の運営を担う組織として、

平成 18 年 4 月、環境省と気象庁により、設置され

ました。

　連携拠点設置以降、多様な連携施策を推進して

います。施策のひとつとして、「社会経済データの

整備」があり、具体的には以下に述べる「環境省

　気候変動影響統計ポータルサイト」（以下、ポー

タルサイト）を運用しています。

　この度、事務局における普及・啓発・広報活動

を強化するため、ウェブ・コンテンツであるポー

タルサイト並び関連する事務局ウェブサイトを一

新しました。

2. 「環境省　気候変動影響統計ポータルサイト」に
ついて
　ポータルサイトは、平成 21 年 3 月の閣議決定「公

的統計の整備に関する基本的な計画」に基づいて、

「気候変動による影響（人間、農作物、建築物等）

に関する統計」を環境省が関係府省と協力して整

備することを目的に作られたものです。

　環境省の委託を受け、事務局では、平成 23 年 3

月に策定された「気候変動影響の統計整備に関す

る基本方針」に基づき平成 24 年 3 月より運用を行っ

ています。

　本ポータルサイトは、「統計データ」と「参考資

料」の 2 種類の情報で構成され、常時情報を更新

しながら、現在までに約 320 件ものデータを有す

るようになりました。このポータルサイトの一番

の特徴は、様々な機関のサイトで公開されている、

気候変動に関係する統計情報が一か所に集約され

ているという点です。このテーマの統計データや

参考資料を収集する時に効果を発揮します。

3. 「環境省　気候変動影響統計ポータルサイト」の
リニューアル
　本ポータルサイトの開始以来、地球温暖化に関

する研究の促進を図るため、統計データおよび参

考資料の整備等を推進してきましたが、ほしい情

報が探しにくいなどの意見も寄せられていました。

IPCC の第 5 次評価報告書でも示された通り、気候

システムの温暖化は疑う余地がなく、既に現れて

いる影響や今後中長期的に避けることのできない

影響に対し、政府全体で「適応計画」（注１）へ取

り組むことが検討されています。このため、気候

変動影響に関する情報はこれまで以上に必要にな

ります。

　これらニーズに積極的に応え、利便性の向上を

図り、より多くの方々に正確で新しい情報をお伝

えするため、ポータルサイトを全面的に見直し、

リニューアルを行いました（図１参照）。具体的に

は、以下の 3 つの改善策を施しました。

（1）視覚的要素の導入

　文字情報のみで、情報が探しにくいとの指摘が

寄せられていたことから、各項目にピクトグラム

を取り入れ（図 1 参照）、組織図や地図、解説図と

いった視覚的要素を導入しました（図 2 参照）。ま

た「統計データ」と「参考情報」を色分けし、タ

イトルロゴなども新しく設け、ポータルサイト自

体の存在感をアピールするようにしました。

（2）検索機能のホーム画面への移設

　検索機能を最も目立つホーム画面の中央に設置

しました。また、検索方法についても、図を用い

た解説を付加して使いやすいものに改善しました。

（3）縦スクロールの縮減

　使いにくいと指摘のあった縦スクロールを縮減

し、一つの情報を１つのページにまとめました。

その結果総ページ数が 4 ページから 674 ページに

なり、データベースに近い操作性を実現しました。
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　ユーザーインターフェイスの改善により、従来

よりもデータが格段に利用しやすくなりました。

4.  事務局ウェブサイトのリニューアル
　ポータルサイトのリニューアルに併せ、事務局

ウェブサイトも改善を施しました。具体的には、

・「地球温暖化」「観測」「連携拠点」といったキー

ワードを、より明確に表すメインビジュアル

の導入、

・より先進的な印象の色彩設計やデザイン素材の

導入、

などです（図 3 参照）。

　また、新たなコンテンツとして、「国内の観測施

設共同利用情報」に、グーグルマップを利用した

地図表示を導入し、位置情報などを把握しやすく

しました（図 4 参照）。

図 1　新しくなった環境省　気候変動影響統計ポータ

ルサイト（ホーム画面）

左側に並んでいるのが今回導入したピクトグラム。右

側中央付近には検索機能が設置されている。

http://www.nies.go.jp/occco/statistics_portal/

図 2　新しくなった環境省　気候変動影響統計ポータ

ルサイト（「組織で探す」）のページより

組織図や地図などの視覚的要素も導入した。

http://www.nies.go.jp/occco/statistics_portal/
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5. おわりに
　ポータルサイトの主たるコンテンツは、観測デー

タが中心ですが、今後は「適応計画」の策定等に

役立つよう、新たなコンテンツの導入も検討して

います。将来の気候変動影響に対処する「適応策」

等の検討にお役立ていただけるようなものになれ

ばと考えております。

　関係の皆様にも、ぜひポータルサイト並びにウェ

ブサイトにアクセスしていただき、ご意見等をお

寄せくださいますようお願い申し上げます。

【ご意見の送付先】　

　occco@nies.go.jp

　ホータルサイト URL

　http://www.nies.go.jp/occco/statistics_portal/
図４「国内の観測施設共同利用情報」の地図表示画面

各観測施設の地理情報が把握しやすく、使いやすく

なった。

図 3　新しくなった地球温暖化観測推進事務局ウェブサイト（ホーム画面）

「地球観測」をテーマにしたメインビジュアルを大きめに配置し、ピクトグラムや個々のデザイン・パーツをよ

りシンプルでシャープな印象のものに一新することにより、従来よりも先進性、推進力といったものが感じられ

るような仕上がりを目指した。　http://occco.nies.go.jp/

http://occco.nies.go.jp/
http://www.nies.go.jp/occco/statistics_portal/
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（注 1）地球温暖化による気温上昇、極端な気象現象

の発生などといった影響への対応策として、政府全

体で、短期的・中期的・長期的に適応策を重点的に

講ずべき分野・課題の抽出を行い、抽出された分野・

課題別適応策を関係府省において立案。総合的な取

り組みとして、政府全体の適応計画が平成 27 年夏

頃を目処に閣議決定される予定。 

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。
出版物の PDF ファイルはウェブサイト（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もできます。

日本国温室効果ガスインベントリ報告書2015年4月                         (CGER-I123-2015)

　気候変動枠組条約および締約国会議の決定に従い、本報告書では、日本
における温室効果ガスインベントリの作成体制、各排出源および吸収源に
よる温室効果ガスの排出量や吸収量の推計手法、温室効果ガス（二酸化炭
素［CO2］、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］、
三ふっ化窒素［NF3］）の 1990 年度～ 2013 年度の排出および吸収状況を
整理しました。なお、英語版（National Greenhouse Gas Inventory Report of 
JAPAN － April, 2015 －［CGER-I122-2015］）も同時に発行しています。

【送付方法】
　1. 前払い（切手を先にお送り下さい）
　　○ I122 出版物 1 冊のみ：460 円分の切手、I123 出版物 1 冊のみ：460 円分
　　　の切手をお送り下さい。
　　○ 2 冊以上：下記【申込先】まで郵送料をお問い合わせ下さい。
　2. 着払い（受け取り時に送料をお支払い下さい）
　　○ゆうメール（旧冊子小包）：郵送料の他に手数料として 21 円かかります。
　　○宅配便：電話番号を明記してお申し込み下さい。

【申込先】
　国立環境研究所 地球環境研究センター 交流推進係
　〒 305-8506 　茨城県つくば市小野川 16-2　　
　FAX: 029-858-2645　E-mail: www-cger@nies.go.jp
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　地球環境研究センターは日本とオーストラリア、

ニュージーランドを往復する定期貨物船を利用し

て大気中の酸素および二酸化炭素濃度等の精密観

測を続けている。これまでの研究で、酸素と二酸

化炭素の和として定義される大気ポテンシャル酸

素（注 1）（以下、APO とする）の年平均値が熱

帯太平洋域で極大を示すことを明らかにしてきた。

これは、酸素および二酸化炭素が中・高緯度帯で

海洋に吸収され、熱帯域で海洋から放出される、

という大きな循環を反映したものと解釈される。

ところで、エルニーニョやラニーニャといった変

化（ENSO サイクル）は熱帯太平洋における海水

温や鉛直混合の強さを変化させるため、APO の熱

帯極大に影響を及ぼす可能性がある。

　そこで、2002 年から 2012 年の観測結果を用いて

APO の熱帯極大の年々変動と ENSO サイクルの関

連を調べた（図 1）。その結果、APO の熱帯極大は

エルニーニョ時に低く、ラニーニャ時に高くなる

ことがわかった（図 2）。大気輸送モデルを用いた

計算からは、こうした変動のかなりの部分は大気

輸送の年々変動で説明できるが、海洋フラックス

一定と仮定すると APO 極大の変化を過小評価する

ことがわかった。この過小評価分を熱帯太平洋域

からのフラックス変化とみなして換算すると、海

洋フラックスの変動幅は± 10 Tmol O2/yr または±

20 Tmol C/yr で、ラニーニャ時に大気への放出が

増加、エルニーニョ時に大気への放出が減少する

ような変化をすると予想された。これらの変化は、

図 1　西太平洋における (a) ボトルサンプリングおよび (b) 船上連続観測に基づく APO 年平均値の緯度分布。灰

色太線は観測期間の平均値を表す。赤太線は2010年のエルニーニョ時の緯度分布を表し、赤道付近の高まりが（特

に南半球で）低くなっていることがわかる。

最近の研究成果

　　　　　　　　　　

西太平洋熱帯域で観測された大気中酸素濃度の
ENSOサイクルに関連した変動について

地球環境研究センター　主席研究員　　遠嶋 康徳
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太平洋における二酸化炭素分圧や衛星によるクロ

ロフィル観測に基づくフラックス変動の推定結果

と整合的であることがわかった。

（注 1）大気ポテンシャル酸素（Atmospheric Potential 

Oxygen: APO）は大気中の酸素濃度および二酸化炭

素濃度を使って次式

　APO=O2+1.1 × CO2

　によって定義される量である。APO は陸域生物圏

と大気との間のガス交換（呼吸や光合成によって引

き起こされる）に対して変化せず、主に大気 - 海洋

間のガス交換を反映する性質を持つため、APO の

時空間変動を大気 - 海洋間のガス交換のトレーサー

として用いることができる。なお、APO は per meg

という単位で表され、4.8 per meg の変化が大気微量

成分の 1ppm の変化に相当する。

【本研究の論文情報】
タ イ ト ル：ENSO-related variability in latitudinal 

distribution of annual mean atmospheric potential 

oxygen (APO) in the equatorial Western Pacific

著 者：Tohjima Y., Terao Y., Mukai H., Machida T., 

Nojiri Y., Maksyutov S.

掲載誌：Tellus B 2015, 67, 25869.

図 2　図 1 のグラフで示した APO 年平均値の緯度勾

配（25-0° S）の年々変動。赤線および青線はフラス

コ分析および船上連続観測による結果、紫線はモデ

ル計算結果を表す。また、図の下に ENSO サイクルの

指標となる Nino 4 インデックス（＋がエルニーニョ

的、－がラニーニャ的状況を表す）の時間変動を示す。

APO の緯度勾配と Nino4 インデックスが逆の関係にあ

ることがわかる。
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http://www.3r-teitanso.jp/
http://www.3r-teitanso.jp/
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アクセスランキング

　　　　　　　　　　2014年 12月～ 2015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

　４ 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

　２

「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

１０

「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　１

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

　７

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

　５

地球温暖化の停滞期に猛暑が増加し続ける謎を解明—人
間活動の影響が顕在化—

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・地球環
境研究センター 気候変動リ
スク評価研究室 主任研究員 
塩竈秀夫

2014 年 9 月号

　８ 地球温暖化の解明はどこまで進んだか—IPCC 第 1 作業
部会第 5 次評価報告書

地球環境研究センター 気候
変動リスク評価研究室長 江
守正多

2014 年 4 月号

　３

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

　６

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

　９ 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/201308/273002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201304/269001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201401/278001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201207/260005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201311/276003.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201409/286001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201404/281001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201209/262005.html
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http://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/24/24-2/qa_24-2-j.html
http://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/19/19-1/qa_19-1-j.html
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