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環境を考える経済人の会 21 2007 年度第 2 回朝食会 2007.5.11 
「IPCC 第 4 次報告～WG2」 
原沢英夫氏（独立行政法人国立環境研究所 社会環境システム研究領域 領域長） 
 
 
三橋規宏 皆さん、おはようございます。今日は IPCC 第 4 次評価報告のシリーズ第 2 弾

というかたちになります。ご承知のように、IPCC は 5 年毎に地球の将来を温度と気候との

関係で、100 年くらい先までどのようなことになるかというようなことについて研究して

いる国連機関で、2,000 人以上のさまざまな科学者、そして専門家、政府国際機関の担当

者たちがいろいろと衆知を集めて予測をしています。5 年に 1 回ということですので、こ

の予測が 2013 年以降のポスト京都議定書を考えていく場合の大きな指針になると内容の

ものになっています。今日は WG2 に日本代表として参加して、WG2 のまとめに直接携わ

ってきた国立環境研究所の原沢さんに話をしていただくということになっています。 
 WG2 というのは、気候変動による影響が中心ということですので、いろいろとホットな

情報、また会議の雰囲気などについてもお伺いすることが出来るのではないかと思います。

おそらく今非常にいろいろなところから声が掛かってきて大変だろうと思います。そのよ

うな中で時間を割いていただいてどうもありがとうございます。早速ですが、お話を伺い

たいと思います。 
 
 
この５、６年でも温暖化が加速し、影響が出ている 
原沢英夫 おはようございます。国立環境研究所の原沢と申します。今日はお時間をいた

だき WG2 の報告をしたいと思います。 
IPCC はすでにご存知の方も多いと思いますが、1988 年に出来て、今回は 4 回目の報告

書になります。私が IPCC に関わったのは 1992 年 1 月からです。当時はちょうど経済破綻

した後のロシアで影響の作業部会があり、ロシアのイズラエル氏が当時副議長だったので

すが、そういったところから西岡秀三先生のかばん持ちということで IPCCに入りました。 
WG は三つあり、WG1 が現象・予測、WG2 が影響・適応・脆弱性、WG3 が緩和策、削

減策ということで、私は第 2 作業部会に関わっています。この 2 月にパリで WG1 の総会

があり、WG1 の報告書が出ました。4 月初めにブリュッセルで WG2 の総会があり、私は

そちらに出席しました。つい最近、5 月初めにバンコクで WG3 の総会がありました。 
第 1 次報告書から第 4 次報告書まで、議長が非常に重要な役割を果たすのですが、第 1

次、2 次報告書の議長が、ボリン博士です。地球科学では非常に著名な方です。ワトソン

博士が第 3 次報告書（2001 年に出た報告書）の取りまとめを担当された議長です。第 4 次

報告書については、ワトソン氏が引き続き議長をやるのではないかという大方の予想だっ

たのですが、意外なことに選挙になって、インドのパチャウリ氏が IPCC 議長になり、第 4
次報告書の取りまとめを担当しているということです。 

スーザン・ソロモン氏は、WG1 の共同議長をやっていらっしゃる方です。この方も非常

に著名な方で、こういった方が報告書の取りまとめの議長をやっていらっしゃいます。マ
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ーティン・パリー氏は、WG2 共同議長です。1990 年くらいからお付き合いをしていて、

WG2 はマーティン・パリー氏ともう一人アルゼンチンのカンジアニ氏という方が共同議長

です。IPCC の場合、途上国と先進国が対等の立場ですので、議長も先進国から 1 名、途上

国から 1 名ということで、マーティン・パリー氏が先進国側の議長ということです。 
すでに WG1 の報告はあったと思い

ますが、非常に分厚い報告書で、SPM
（Summary for Policymakers、政策決定

者向け要約）も非常に内容が豊富なの

ですが、10 個にまとめるとこのように

なります。こういった自然科学的な根

拠をもとにして、影響の予測をするわ

けですが、特にこの中で注目すべき点

は、例えば三番目の「過去 100 年間

（1906 年～2005 年）に 0.74℃気温上

昇」。これは地球の平均値です。第 3
次報告書とは 5 年ずれるのですが、同じ 100 年間でも 0.6℃ということでしたので、この 5
～6 年に 0.14℃上がっている。どうも温暖化が加速していると個人的にも、また影響の科

学者の大半がそのような感じを持っています。すでに気温が上がってきていますので、温

暖化の影響が出ているはずというのが WG2 の大きなトピックスになってきます。 
第 3 次評価報告書の WG1 では、海面上昇が最大で 88cm という予測がありました。そう

いった予測をベースに「影響」の評価をやっているのですが、今回は最大 59cm と下方修

正になったことで、これが WG2 のほうでも問題になりました。いろいろと理由はあると

いうことなのですが、より科学的に確かな数字になったということは確かなのですが、海

面上昇については約 1m を基準に影響研究をやってきているので、59cm ということで 60％
程度になってしまった。このあたり WG1 と WG2 の連携が少し悪い面があります。 

七番目に、「熱帯低気圧が強まる」ということで、台風、ハリケーンの問題ですが、第 3
次報告書の時にはまだハリケーンと温暖化、また台風と温暖化の関係はよくわからないと

いうことだったのですが、今回は科学的な知見が出されたというのが、非常に大きなこと

だと思っています。 
 
影響の予測を確信度で評価、very が付くか、付かないかが大きな問題 
科学的な知見の確からしさをどうやって評価するかということで、この 10 年間 IPCC のほ

うでは可能性（Likelihood）、これは確率ですが、それと確信度（Confidence Level）を付け

ることになっていて、原則として三つの作業グループが可能性と確信度の両方を使うこと

になっていたのですが、WG1 の「科学的根拠」は観測値をもとにした科学的にしっかりし

た知見が得られているので、可能性を中心にした評価をしています。 
WG2 の「影響」については、観測値のデータもあるのですが、むしろ影響の予測が中心

ですので、可能性というよりも確信度で確からしさを付けています。 
この確信度をどうやって付けるかということですが、ある事柄についていろいろな文献
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があります。その文献を集めてきて執筆者が読み解いて、どんなことがわかったかという

科学的なメッセージをま

とめるのですが、それに

ついては論文の多さ、知

見の多さと、それに加え

て専門家としての判断が

入ります。それを確信度

というかたちで文章のメ

ッセージの後ろに付ける。 
「確信度が非常に高い

（Very High Confidence, 
at least 9 out of 10）」です

が、Very が付くか、付か

ないかが結構大きな問題

です。at least 9 out of 10 ですので、10 の内 9 確からしいということで、9 割がた確からし

いという表現になっています。「確信度が高い」が High Confidence, about 8 out of 10 で、こ

れが 8 割です。「中程度の確信度」については Medium Confidence, about 5 out of 10 ですの

で、10 のうち 5 ということです。 
今回ブリュッセルの総会は 4 日間の会議だったのですが、すでに新聞等でご存知のこと

と思いますが、19 時間延長し、総会でいくつかの点でずいぶんもめました。WG3 の報告

書はまたさらに違った一致度（agreement）と証拠（evidence）という二つの軸に分けてい

る。可能性や確信度については IPCC では統一したマニュアルが出来ていて、それに則っ

てやるという原則なのですが、やはり各分野によってそれぞれ対処の仕方が違うというこ

とです。 
次のスライドは大気中の二酸化炭素の濃度です。過去 1 万年の濃度で、現在はCO2で

380ppmです。産業革命前の 1750 年あたりは 280ppmで安定していたのが、ここにきて急に

CO2が上がってきている。気温の場合はホッケースティックという表現がされるのですが、

同じようにCO2もホッケーのスティックの先の 90度くらいに曲がったところが最近現れて

いるということで、いかにCO2の増加が自然ではないのかという一つの証拠になっていま

す。メタンも同じように、急にこの 100 年で上がっているということになります。 
これは大気中のCO2の観測値でよく引用されるマウナロアというハワイの非常に高い山

の上の観測値ですが、最近は 380ppmです。比較的機器分析の値は短く、1958 年から測り

始めて、有名なキーリング博士等が測ったのですが、当時は 315ppmで、だんだん上がっ

てきています。最近では毎年 1.9ppmずつ上がっている。どうも排出量に比べて大気中のCO2

の濃度の上がりが大きいのではないかということで、いろいろなフィードバックが効いて

いるのではないかということです。 
 次ページの図が、先ほどお話したように最近気温の上昇が加速化しているということの

図です。最も温暖な 12 年間のうちの 11 年間が最近起きているということです。傾きを取

ってみると 100 年間の傾きが紫色で、50 年間の傾きが緑になりますが、どうも緑の傾きが
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強いということで、先ほどお話したように温暖化が加速しているという一つの証拠になっ

ています。 
 

 

 温度が上がっているのでいろいろなところに影響が出てきている。影響についてははい

ろいろなところで報告されていますし、新聞等でも取り上げられていますが、北極の氷が

解けている例です。北半球で 9 月が一番氷が小さくなる時期です。上が 1979 年の状況で、

下が 2003 年の状況です。気候モデルの研究が進んでいて、当初は 2080 年～2090 年くらい

に海氷が溶けてなくなるという話があったのですが、ちょうど IPCC の報告書が出る前後

には 2050 年くらいになくなるのではないかという新しい知見が出ています。さらに最近で

は 2020～2030 年くらいには溶けきってしまうのではないかということで、温暖化が予想以

上に加速しているという一つの研究も現れています。 
 地球の平均気温で何℃という話をするのですが、地域によってずいぶん気温上昇が違い

ます。特に北極周辺は過去 50 年で 3～4℃上がっているということで、その分、氷や氷河

に影響が出るということになります。グリーンランド

や南極の氷の本体（氷床）については、温暖化すると

水循環が活発になって、マイナス 30～40℃ですので降

雨は当然雪になるので、温暖化すると南極の氷は厚く

なるという話だったのですが、どうも南極も周辺部分

については溶け始めているのではないか。棚氷は溶け

ているという話はありますが、棚氷は海に浮いている

氷ですので、解けても海面上昇には影響がないのです

が、周りが溶け始めると氷の本体がズズッと流れてく

るので、氷河流が最近観測されています。そういった

ところから一挙に氷の本体が溶け出していくのではな

©B-LIFE21,2007. All rights reserved. 未許可での利用、複製の作成又は開示を禁じております。 
お問合せ先：環境を考える経済人の会２１ http://www.zeroemission.co.jp/B-LIFE/ 

4



環境を考える経済人の会 21 2007 年度第２回朝食会 
http://www.zeroemission.co.jp/B-LIFE/MORNING/ 
 
いかという話があり、そういった影響は、今回の WG1 の海面上昇 59cm という値にはまだ

入っていないということです。一部の研究者はもう少し海面上昇は深刻ではないかという

話もでているようです。 
先駆けて対策を打っていたヨーロッパで起こった熱波による大きな影響 
 特に WG1 は観測値を中心に検討しますので、観測値から暑い日が増えて寒い日が減っ

ているという可能性がかなり高いということでほぼ断定しているのですが、一方干ばつの

影響や、ハリケーン「カトリーナ」のような熱帯低気圧が強くなるということについては、

観測値からは可能性が高いというレベルでの話が出来ます。その中で自然と人為的な影響

を切り分けられるかというと非常に難しいのです。ここはいつも問題になるのですが、今

回の場合は、科学者たちは More likely than not（どちらかと言えば）ということで、発生確

率（P）＞50％で、ほぼフィフティ・フィフティの可能性があると評価しています。科学

的にこういった評価が出来るようになったということで、5 年後の第 5 次報告書では、温

暖化と異常気象の関係が、可能性がかなり高い（P＞90％）ということになっているので

はないかと思います。 

 
 一方、一番右端ですが、これは気候モデルを使った研究ですと温暖化するとハリケーン

や台風は強くなるという可能性がかなり高いということで、観測値から言えること、その

中で人為的な温暖化の関係性、さらに予測ということで、この辺りの科学的な確からしさ

が温暖化の影響予測に効いてくるということになります。 
 WG2 は影響、適応、脆弱性を扱いますが、その中ですでに起きた大きな事件は 2003 年

のヨーロッパの熱波です。これは欧州全体で 3 万 5,000 人以上の人が亡くなりました。ヨ

ーロッパにとっては非常にショッキングな出来事でした。欧州は、温暖化の問題をいち早

く取り上げて、かつ影響の予測もやり、さらに適応策といって温暖化の影響を下げる対策
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もいち早く打っていたヨーロッパで、これだけ大きな被害が出てしまった。影響研究から

言うと、温暖化が進むと熱波が起きるということはわかっていたのですが、今、これほど

大規模なものが起きるとはあまり予測していなかったということで、何か研究上で見過ご

していたことはないかという話もあります。熱波の影響は、最初のうちは死亡者は少なか

ったのですが、1 週間、10 日と長くなるにつれて、死亡する人数が増えてきたということ

です。これはフランスの例ですが、1 万 4,800 人の方が亡くなったということで、お年寄

りで女性の方が多かったのですが、また野外より室内で亡くなった。そして気温が非常に

高くなったことで大気汚染も深刻化して、それが原因で亡くなった方もいたようです。こ

の後すぐに WHO や各国政府が熱波に対応するための計画（適応計画）を立てて、今は熱

波が来てもかなり被害を避けることができるようになっていると思います。 
 熱波の影響はこれだけにとどまらず、例えば乾燥による森林火災や、最近出された論文

では植物が枯れ、植物に蓄積されていた炭素が空中に放出されたという研究があり、おお

よそ 5 億t出たのではないかという予測がされています。この 5 億tという数字は 4～5 年か

けてヨーロッパ一帯の植物が吸収したCO2量に相当するとの見積もあり、1 回大熱波が来る

と、人的な被害や施設の被害に加えて、生態系への影響も非常に大きいということです。

温暖化の影響が進むと、二次的な影響として、さらにCO2が放出されるというフィードバ

ックの話も最近では研究成果として出てきています。 
 
異常気象の予測が可能な気候モデル 
 次はハリケーン・カトリーナです。中心気圧は 902hPa、普通は 1,000hPa ですから 100hPa
程度低いということで、非常に巨大なハリケーンが襲ったということです。実はその 1 年

前（2004 年）に 1 ヵ月あまりの間に四つのハリケーンが連続して上陸して大きな被害をも

たらしていて、保険関係の方にとっても大きな被害があった。まさか次の年は来ないだろ

うと予想していたところに、ハリケーン・カトリーナが上陸したということで、強力なハ

リケーンは、これまでにも何年かに 1 回起きていることは確かなのですが、温暖化が進む

と、続いて起きる可能性もあるということになります。 
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強いハリケーンで、強雨と強風が被害をもたらすのですが、さらに高潮被害もあります。

カトリーナの場合は 10m 程度の高潮が襲いました。高潮は地形にもよりますが、日本で言

えば台風が温暖化によって強くなることは、温暖化の影響面から重要になってきます。台

風を予測出来るかというと、まだ温暖化の影響研究の中では異常気象の予測そのものが、

気候モデルのほうがまだそこまでいっていない状況です。やっと最近気候モデルが進んで、

異常気象の予測が出来るようになってきたので、予測結果をもらって影響研究が出来るよ

うになってきた。今回の WG2 につい

ては、異常気象の影響の予測について

も一部分が入っています。 
洪水もヨーロッパでは、かなり増え

ているということが配布資料の棒グラ

フでわかると思います。 
逆に干ばつも増えていて、左の図は
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赤いほど干ばつが多いということで、やはり熱帯、亜熱帯の途上国、あるいは中国も多い

のですが、途上国では干ばつが発生しています。干ばつが起きると当然農業へ影響します

し、水への影響になりますので、回りまわって人間生活に影響してくる、気候変化が非常

に被害を与えているということになります。 
将来の影響をどうやって見積もるか。前提としては将来の気温上昇が必要なのですが、

気温上昇を計算する一つの大きな要素としては、将来の人口、経済発展状況を想定して、

温室効果ガスの排出量を見積もることが重要になります。この将来想定を排出シナリオと

呼んでいます。IPCC は将来世界がグローバル化するか、地域ブロック化するかの軸と、経

済優先でいくか、環境重視でいくかの軸で大きく四つに分け、さらにエネルギーに使いか

たによって三つに分けて、結局排出シナリオとして六つ設定されていて、A1、A2…という

名前が付いています。六つあるので、IPCC としては六つ全部計算をして影響研究すること

になっていますが、気候モデルのほうはスーパーコンピュータを使ってもかなり時間がか

かるということで、最初

は A2、B2 というものを

中心に計算していたので

すが、やはり現実に近い

シナリオを使ったほうが

いいのではないかという

ことで、最近では、A1B
と、B1 を元に計算してい

ます。他のシナリオにつ

いては簡単なモデルを使

って補完するようなかた

ちの計算をして、その結

果をもらって影響研究を

しているということです。

ちなみに、A1 の場合はエネルギーの使い方によって三つに分けられますが、特に化石燃料

を中心に使う A1FI という世界では最大で 6.4℃まで気温上昇してしまう。幅があるのは、

気候モデルの感度の問題や、いろいろな問題があってそういった幅を持っていますが、一

番ありうる値（最良推定値）は 4.0℃になっています。よく使われる A1B が 2.8℃です。す

ぐに持続可能な社会になれば 1.8℃くらいですむということになります。 
こういった将来の排出量のシナリオを使って計算するのですが、影響の研究をするのに

一番気候モデルの予測値が重要です。この 5 年間くらいで気候モデルの研究が進み、特に

地球シミュレータが出来たということで、気候モデルのグループの研究は、世界のトップ

ランナーになっていると思います。その結果をお持ちしましたのでお見せします。 
地球シミュレータを使って 1950 年から 2100 年について A1B という排出シナリオのもと

づいて計算したものです。色は 1900 年を原点にして赤から黄色が約 6℃、白が 12℃、青が

寒くなるということですが、地球平均で 0.6℃や 0.74℃と言っていますが、やはり地球全

体では気温がずいぶん違うということです。北極部分が今黄色から白になってきているの
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で、今 2050 年くらいです。ヒマラヤの高山地帯が非常に気温が高くなっているということ

です。南極はまた状況が違うのですが、こうなってくると氷が解けてしまうのは当然だろ

うと思います。北極の氷は海氷なので、あまり海面上昇には影響がないのですが、氷河が

溶けるとなると淡水が海洋に流れこみ、海面上昇に繋がります。 
次が降水量の結果です。こちらも 1900 年を基準した割合で、青いほど雨が多く、黄色

いほど雨が少なくなるということで、赤と青が交互に出ているので非常に降水量の場合は

パターンの傾向は複雑ですが、熱帯地域で雨が少なくなって、中から高緯度については降

水量が増える。現在雨が少ないところはさらに少なく、現在雨が多いところはさらに多く、

メリハリが今以上に付くというパターンになっています。5 年前は降水量の予測は当てに

ならないと言う専門家もいたのですが、この 5 年間で非常に気候モデルの研究が進み、降

水量もある程度良い値が出るようになりました。今回は、影響の中に水資源があるのです

が、東京大学生産技術研究所の沖大幹教授の研究も引用されて、研究のレベルの高さを世

界に示せたのではないかと思います。 
今見ていただいた将来の気温や降水量予測から、どのようなことが言えるかというと、

真夏日が増えるということがわかっています。現在、東京で約 45 日 1 年間に真夏日がある

ので、それが今見ていただいた条件での計算ですと、約 70 日真夏日が増えるということで、

45 日プラス 70 日で 115 日、約 4 ヵ月が暑い日になりますので、春夏秋冬、四季折々が、

暑い日と暑くない日という熱帯地域のようになる可能性もあります。 

 
下のほうは大雨の日数で、1 日の降水量が 100mm を超えるような大雨の頻度が、温暖化

すると 2～3 倍になってくるということがわかっています。ただこれは気候モデルでスーパ

ーコンピュータを使っても、空間精度で 100km くらいの計算、さらに高速にコンピュータ

がほしいわけで、空間精度が 20km、あるいは 10km になると例えば東京のどの部分に大雨
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が降るというようなことも予測できると思います。まだ今の段階では日本という非常に狭

い国土の予測についてはいろいろな工夫をしながらやっていますが、異常気象が多発して

東京がどうなるかについては、現在研究中です。 
 
海洋の酸性化、北極・南極の生態系、シロクマにも影響 

WG2 総会はブリュッセルであったのですが、19 時間延長したということで、いろいろ

な議論があったことがおわかりだと思います。IPCC というのは、科学者がまとめた報告書

を各国の政策担当者が最後に承認するという面白い仕組みになっています。本来ですと、

科学者がまとめたものは科学者がまとめたものとして扱えばいいのですが、そうなるとな

かなか国によっては報告書をあまり重要視しないことがあります。IPCC の場合は総会で政

策担当者が承認するということですので、今後の温暖化対策のよって立つ科学的な知見と

して重要視されることになります。温暖化政策に活かしていくべく科学的な知見をまとめ

ているということですが、今回は約 50 人の科学者が総会で出たいろいろな質問に答えると

いう役割です。報告書は 20 章構成ですが、各章の執筆者が前の席に座って、いろいろな質

問に対して答えるというプロセスを通じてやるということです。 
報告書の本文は、1,400 ページくらいの非常に分厚いもので、そのエッセンスをまとめ

たものが要約です。SPM（Summary for Policymakers：政策決定者向け要約）と呼ばれるも

ので、科学的な知見を政策決定者に伝えるという意味での要約ということになります。で

すから、各国の政策担当者が内容がわからなければ問題としてとりあげ議論になります。

そのようなことで、総会の審議が進んでいきます。 
第 4 次報告書のポイントをまとめます。一

つは「温暖化の影響が世界中で顕在化してい

る」ということです。これは温暖化の影響検

出の問題ということで、研究上難しい点があ

るのですが、大きな焦点になったということ

です。二番目が、「気温上昇と影響リスクの知

見が充実した」ということで、何℃上がると

どのような影響があるかということをしっか

りまとめました。欧州連合（EU）では 2℃を

長期目標にして温暖化対策を打つという先行的な事例があるのですが、IPCC は 2℃に限っ

た議論をするわけではなく、「何℃になるとどのようなこと、影響が起きるか」ということ

を科学的に明らかにすることで、EU の 2℃とは一線を画してはいますが、ただ 2℃の問題

に触れている部分もあります。 
三番目が「異常気象と温暖化」ということで、先ほど紹介したヨーロッパの熱波とハリ

ケーン・カトリーナは事例として大きく取り上げられています。影響研究者の中にはハリ

ケーン・カトリーナショックと呼ぶほどでした。 
そして、「海洋の酸性化などの新しい知見」です。温暖化の影響が出ており、将来深刻

化することから、影響を低減するための適応策が非常に重要になります。適応策にいくら

費用がかかるかということになると、削減策、緩和策のコスト比較という話も書いてあり
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ます。さらに、温暖化の影響が出ているということで、途上国、先進国の一部の国も環境

問題との同時解決や、持続可能な発展との関係について、温暖化対策、特に適応策などを

持続可能な開発の政策の中に織り込んでうまくやっていくような対策も必要ではないかと

いうことで、温暖化の問題から持続可能な問題まで、IPCC の守備範囲が広がってきている。 
温暖化の影響が現れているということが一つ大きな争点になりました。第 3 次報告書の

6 年前のもので、影響に関する地図をご覧いただくと、約 50 点くらいが地図上に打ってあ

ります。 
 今回の場合は点がたくさん打ってあるのがわかると思います。ヨーロッパ、北米が多い。

やはり英語圏の研究者が、どんどん温暖化の影響が出ているという論文を書いて、結局 2
万 9,000 件程度の事例があるということが報告され、そのうち 2 万 8,000 件が生物への影

響で、90％が温暖化すると当然起こる現象が現れている。具体的にはサクラの開花が早く

なるなどといった事例が多く蓄積されてきたということです。 
 

 
このようなことを踏まえて科学者たちは「全ての大陸とほとんどの海洋において影響が

出ている」ということを非常に高い確信度（Very High Confidence）、つまり 9 割がた確か

らしいという文章を入れたのですが、これが一部の国からコメントが出ました。具体的に

言うと、アメリカ、中国、インド、サウジアラビアが Very High Confidence の Very を取れ

という話です。10 中 8、9 の 9 を科学者が付けたのですが、8 にしろという話です。温暖化

の影響があまり強く出すぎると政策上困るということが裏の状況ではあるのでしょうけれ

ども、科学的に裏付ける確かな知見がないのではないかという議論になりました。 
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Very を取れということに科学者は反対して、一時対立してしまい、なかなか解決策が見

つからなかったのですが、日本代表や欧州各国の代表から、「科学者は Very を取ることに

反対した」という文言を脚注に入れようという案が出て、それでも決着がつかう、最終的

にアメリカの発言があり、SPM の主要なメッセージとしてまとめられた文章から、確信度

の記載を取ろうということになりました。科学者としては世界中で温暖化の影響が出てい

るということは Very High Confidence ですので、そういったメッセージは SPM には盛り込

まれなかったということです。 
具体的にどのような影響が出ているか（現状）ということで、一つは雪や氷に影響が出

ているということで、氷河湖、永久凍土が溶けているとか、北極、南極の生態系、例えば

シロクマに影響が出ている。 
水循環は、河川の流れが変わってきている。今までは冬場の積雪が、春に溶けるという

ことでしたが、冬に降る雪が雨になっているので、流量のピークが早くなってきている。

そして、河川や湖沼の水温が上昇しているので水質が悪化するといった影響もあります。 
陸生生物への影響は、サクラの開花が早まるというような話です。今回は海洋生物や水

生生物への影響ということで、プランクトンや魚類が北上しているという論文が出ていて、

そういった新しい知見も今回入ってきています。これは High Confidence ということです。 
人間社会への影響についても論文が出ているので、それもまとめています。しかし人間

社会への影響は温暖化の影響なのか、ヒートアイランドのように人間活動の影響なのか、

なかなか見極めが難しい。これについては議論があり、中程度の確信度なのでまだ確固と

した科学的な知見ということではないのですが、そうは言ってもいろいろ出てきたという

ことです。一つは実際に耕作時期が早くなってきている。健康障害については熱波の影響

もでていますし、北極ではイヌイットの生活にも影響が出ているということです。昨年は

ヨーロッパで雪が不足してスキーが出来なかった。そういった事例も入っています。これ

については先ほども紹介したように人間の影響と温暖化の影響がなかなか分離出来ないと

いうこともあるので、確信度については中程度ということになっています。 
 
森林が CO2 吸収源から排出源に、気温が 1℃上がると 
白化してしまうサンゴ、30％の種で絶滅リスクが増加 

これから将来予測ということで、今回 SPM という要約の部分は、最終原稿では図が 2
枚あり、表が 4 枚程度ありました。特に SPM のように 20 ページ程度にまとめるというこ

とはなかなか全てを盛り込むというわけにはいきませんので、図や表を使ってコンパクト

にまとめる方向だったのですが、結構この図がもめました。 
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これは気温上昇と生態系や水資源への影響の例ですが、横軸の 0、1、2 は何℃気温が上

がったかということです。いくつか気をつけなければいけない点がありますが、一つは「気

温上昇の基点はどこか」ということです。IPCC の WG2 については 1980～1999 年に対す

るということですので、だいたい 1990 年をスタートにしているということです。ちなみに、

EU の 2℃、あるいは WG3 のほうの気温上昇は産業革命前を起点としているので、産業革

命前に換算するときにはプラス 0.5 することになります。プラス 0.5 をした軸も書いてあ

ったのですが、混乱するということで、WG2 については 1990 年をスタートにした気温上

昇のみになっていることは注意するべき点です。 
この図は気温上昇に応じてどのようなことが起きるかということを生態系で特に重要

な事項をまとめているということです。気温が少しでも上がると、すぐにサンゴの白化が

増加する。「サンゴの白化の増加」という言葉がありますが、この「サンゴ」の「サ」の字

の左端からスタートするということになります。このあたりが表の説明文には書いてあり、

温度が少し上がってもサンゴの白化が始まって、1℃を超すとほとんどのサンゴが白化して

しまうということが書いてあります。その上を見ていただくと、最大 30％の種で絶滅リス

クの増加ということがありますが、1℃から棒が始まっているのは、1℃気温上昇すると絶

滅する種が出てくるということなのですが、1.5～2.5℃で絶滅するリスクが約 30％の種で

起きるという読み方をします。 
本文ではなかなか定量的な数字が入れられない部分をこういった図で表すということ

ですが、この図もかなり議論があり、最終的に出てきた図は総会中に 5、6 回直された結果

です。同じようにアジアの図やアフリカの図があったのですが、特に地域の影響を扱う場

合には全球平均の気温上昇とはまた少し違ったスケールになります。地域の気温上昇にな

るので、同じようなスケールではなかなか影響を書き込めないだろうということが一つと、

特にアフリカやアジアのような途上国における影響の予測がどれだけ確からしいか、確信

度の問題がいろいろ議論されました。連日議論したのですが、結局、地域の表については

削除されたということで、これは共同議長のパリー氏も非常に残念がっていました。先ほ
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どご紹介したように表や図というのはメッセージを凝縮した表現ですので、その一つ重要

な図が落ちたということになっています。 
後のスライドは、いくつか文章で書いたものがあります。この中で「生態系の復元力へ

の影響」ということで、その下に「陸域生態系の炭素吸収及び排出機能の変化」がありま

す。今は植物が吸収源で、CO2をどんどん吸ってくれているのですが、温暖化が進むと 2050
年を境に排出源になる可能性があるということです。そうなると、フィードバックがさら

に効くことになるので、さらに気温上昇に影響する。そういったことが影響面からわかっ

てきているということです。今どんどん吸収の方向にいっているのですが、2050 年くらい

を境にグッと右肩上がりになって、だんだん吸収源から排出源になるかもしれない。 
次は絶滅リスクの増加と海洋の酸性化の影響ということで、WG2 のほうでは新しい知見

として扱われています。200 年で Ph が 0.1 下がっているということがわかっています。将

来どれくらい下がるかということが WG1 の報告書に出ているのですが、実際に影響が出

ているかというところまでの記載は WG2 のほうにはあまりありません。ただ「こういっ

たことが起こるのではないか」ということで、サンゴが自分の体を作れなくなったりとか、

海洋の吸収に影響するのではないかということは、定性的な表現がされています。今後、

このような海洋の酸性化の研究も重要になってきたということで、国立環境研究所でも、

今後こういったことをやろうということで企画しているところです。 
 
淡水資源はトータルで数億人に水不足の影響 

淡水資源の影響では、水不足が問題なるということで、昨年の 12 月くらいに WG2 の報

告書を基にして何億人という話が出たのですが、最終的に何億人という数字そのものは削

除されたかたちになっております。そうした中で、水不足の人数という話は一つの大きな

話題だったのですが、最終的には、わずかな気温上昇でもいろんなことが起きるというこ

とで、一番下、3 行目ですが、「数億人が水不足に直面する」という少しインパクトの弱い

表現になっています。科学的な知見を無視したわけではなく、技術要約（Technical 
Summary）と本文にはしっかり書いてあるわけです。研究者としてはそのあたりまでしっ

かり伝えていかなければいけないと思いながらも、SPM ではこのようなまとめ方になって

います。 
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水の場合はそのプラスの影響とマイナスの影響があり、湿潤熱帯地域とか高緯度地域に

おいては、水利用の可能性の増加といい面もある。中緯度や半乾燥地域では、水利用可能

性が減少して干ばつが増加する。ですから、地域によってはプラスの面もありますが、マ

イナスの面もあって、トータルで言うと、「数億人が水不足」ということになっています。

このへんについては、河川の流量の話ですとか、氷河が縮小して、とくにヒマラヤなどの

高山地域では、氷河が溶けた水を使って生活している人が多いので、氷河が溶け切ってし

まうと水がなくなるので、そうしたことが書いてあります。 
水資源、特に河川流量の図がありましたが、これが総会に出されて議論されました。サ

ブサハラの部分が見かけ上河川流用が多くなっています。これは比率でとったものですか

ら、ミスリーディングするということがあって、議論の末、結局、図は削除されました。 
降水量の予測がだいぶ上手く行くようになってきました。こうした河川流量の予測も三

つか四つの研究事例があり、そのうちの一つは日本の研究事例ということでした。 
アジアの場合はやはり氷河が溶けてなくなっているという話があり、2050 年代までには、

10 億人以上の人々が水不足になるのではないかということです。この人数の話もなかなか

難しいのですが、今回はやはり政策決定者としては数字がほしいということがありました。

数字の確からしさということになると、いろんな数字があったものですから、議論の中で

いくつかは残りましたが、多くの数字については、本文中には書いてあるのですが、SPM
というかたちでは残っていません。 
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食糧ですが、食糧についても、水と同じようにプラスの面とマイナスの面があるという

ことになります。ただし、小規模な農家については、ちょっとした気温上昇でも温暖化の

マイナスの影響があります。熱帯、亜熱帯の途上国の農業については、1℃くらいの気温上

昇でも影響を受けるであろう。一方、中緯度～高緯度の寒いところが暖かくなって農業が

できるようになるので、そうしたところは、プラスの影響が当初はあるということになり

ます。しかし 2～3℃上がると、いずれにしても悪影響が大きくなるということになります。

「作物の生産性と気温の関係」というところに書いてあるのですが、これは確実度では中

程度ですから、まだ研究事例が少ないので、10 人のうち 5 人くらいがこのように言ってい

るというものですが、1～3℃というのが、農業の面での気温上昇の閾値（しきいち）にな

っているということです。 

 
沿岸域は海面上昇が中心ですが、こちらもかなりもめて、海面上昇すれば、当然、そこ

にいる人たちが被害を受ける。当初は 20 億人という数字もあったのですが、millions とい

う値が、tens of millions にするか、hundreds of millions にするかということで、中国などは

tens of millions にしろ、ヨーロッパなどは hundreds of millions にしろということでもめまし
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た。英語のニュアンスはわかりかねるのですが、tens of～とか hundreds of～というのが数

値に代える表現らしいのですが、結局は additional several millions というところで落ち着い

たということです。本文には当然、書いてあるのですが、それを政策決定者として認めら

れる表現かどうかというところでいろいろもめて、落ち着くところは、やはり科学的知見

がはっきりした、確信度が高いというところで科学者がデフェンドできれば残ります。し

かし、とくに先ほどの食糧不足の人数、水資源不足の人数は、全球アセスメント研究の値

を引用しているのですが、この種のアセスメント研究が少なかったりするので、こうした

ところを各国の政策決定者は気にしているということだと思います。 
結果として海面上昇の場合は、沿岸域はもう異常気象は起きていますから、ちょっと気

温が上がっても洪水と暴風雨による被害が増大するということは書いてあります。2℃くら

いから毎年追加的に数百万人が沿岸洪水を経験するということで、表現はだいぶ和らいだ

のですが、やはりアジアのメガデルタとか小さな島国は、こうした影響が現れるというこ

とになります。サンゴ礁は 1℃で影響が出ますけれども、1～3℃という温度幅での記載に

なっています。 
産業、居住、社会への影響では、都市部、特に沿岸部が非常に脆弱だろうということで、

とくにアジアのメガシティというところで記載があります。 
人の健康については、間接的な影響と直接的な影響があり、間接的な影響については、

マラリアやデング熱ということになります。直接的な影響は熱中症や食糧を経由したいろ

んな病気ということです。「健康関係についてはちょっと温度が上がってもいろんな影響が

出ます」ということ、さらに気温が上がると、深刻化する。健康の場合は、暖かくなって

プラスの面もあるので、両方あるということも書いています。IPCC は温暖化の影響の評価

について、マイナスの影響ばかりではなく、プラスの影響もある、プラスとマイナスの影

響を両方しっかり評価する必要があるということです。 
今回、SPM で消えてしまったのですが、とくに影響を受ける分野、地域というのが文章

に入っていました。もちろん世界中が影響を受けているのは確かなのですが、その中でも

ある分野、ある地域がより影響を受けるだろうということです。とくに影響を受ける分野

としては生態系と沿岸低地、アジアのメガデルタのような沿岸域です。あとは水資源の乾

燥地とか、低緯度の農業分野、あとは人間の健康分野が重要だろうということです。 
地域的には、北極は今もう氷が溶けていて生態系に影響を与えている。アフリカ、とく

にサブサハラのあたりが非常に脆弱だろう。あとは小島嶼諸国。いろいろ最後に議論があ

り、メガデルタも脆弱な地域に入ったのですが、SPM には最終的にはこうした記載はなく

なりました。世界全体が影響を受けるけれども、とくにこれらの分野と地域についてはよ

り影響があるので、早く適応策を打たなければならない。 
異常気象の影響ということですが、こちらについては表にまとまっており、とくにアジ

ア、日本ということではなくて、一般的な影響の表現となっています。その中でとくに台

風、熱帯低気圧の強大化、干ばつなどがあります。今回の場合は海流が止まったり、南極

氷床が急に溶けたりというような大規模な極端現象の話は盛り込まれなかったのですが、

大規模な現象も議論されています。 
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花粉症患者の増加、アレルギーの増加、スキー場の集客力の低下、 
3.6℃上昇すると 90%なくなるブナ林の分布適地 

将来への対応ということで、先ほどお話した SPM の中ではセクション D というところ

になりますが、こちらは適応策や緩和策のコストの問題や、持続可能性などを扱う分野で

す。ここは意外ともめるのではないかということだったのですが、総会 4 日目の夜くらい

になってやっと議論が始まり、比較的に時間はかからずにまとまりました。 
適応策は、たとえば海面上昇するのであれば堤防を嵩上げするとか、熱中症が問題であ

れば熱中症に強い都市をつくるとか、そのような対策を適応策というのですが、その適応

策が重要だということで、いくつかの事例が挙がっています。 
今回、EU の 2℃に関する議論もあったため、最終的な表現としては「気温 2℃～3℃以

上でどの地域も恩恵が減るか、損失が増える」、わかりづらい表現ですが、気温上昇で 2℃
～3℃が閾値に相当して、それ以上だと影響を及ぼすということです。ただし、あくまでも

経済的にみてという話で、たとえば、サンゴ礁が一番大切だと考えるのであれば、やはり

1℃くらいに持っていかなければなりませんし、あるいは途上国、とくに熱帯、亜熱帯地域

の農業を考えた場合には、1℃でもそうした影響が出ますので、どうもやはり 2℃くらいが

境ではないかということです。最終原稿には、2℃と書いてあったのですが、それが議論の

末、2℃～3℃という少し幅を持たせた表現になったということです。日本への影響も、第

4 次報告書には書いてあります。とくにアジアの章については、過去 5 年くらいの日本へ

の影響についての論文を盛り込んでありますので、数えますと 40 編くらいの論文が引かれ

ているので、簡単にどのようなことが載っているかをご紹介します。一つは他の地域と同

じように暑い日が増え、寒い日が減った。大雨が増えているという事例。サクラの開花が

早くなったということで、気象庁の生物季節のデータを IPCC がほしいということで、送

ったのですが、残念ながら SPM では取り上げられませんでした。気温の上昇、降水の増加

が予測されるということで、最新の気候モデルの結果が入っています。 
異常気象については先ほど紹介した図が載っています。ブナ林の分布適地が、3.6℃上昇

すると 90％なくなるということですが、これは 3 年前くらいに出た結果なのですが、IPCC
は過去 5 年の結果を取りまとめますので、事例が入っています。 

スギ花粉症の患者の増加ということが入っていて、健康の章もやはりアレルギーが増え

るのではないかという話とか、アメリカの話では大気汚染が悪化したり、増えたときにど

のくらいの人が亡くなるかも、北米の章と健康の章には盛り込まれています。日本では熱

波でどれくらいの影響があるかは、まだ定量的な研究成果がでていません。また、スキー

場の集客力の低下ということで、これは筑波大学の先生がされた研究の結果が取り上げら

れている。 
 
温暖化の影響がすでに出ている日本でも必要な削減策と適応策 

日本への影響について非常に関心が高いということで、環境省でいろいろ取りまとめて

資料集にしてホームページから提供しています。デング熱なども、日本では危ないのでは

ないかという話、マラリアは大丈夫だというような話もまとめて環境省からパンフレット

が出ています。熱中症については、倒れて病院に運ばれる方が多いということで、環境省
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と国立環境研究所でホームページを使ってこうしたデータを集めて、計算をしています。

一日の最高気温が 30℃を超える（真夏日）と熱中症で倒れる方が増えて、35℃を超えると

急激に増える。フランスの例をご覧いただきましたが、やはり 30℃、35℃というのは、気

温としては高い気温で、影響の出る気温になっているかと思います。 
熱波の適応策の例ということで、WHO は 2003 年のヨーロッパの熱波の後に、各国に「適

応策をしなさい」という事例を挙げています。これは当然、日本でも使える事例ですけれ

ども、日本はまだ適応策というところまでの認識がないものですから、今は削減策の方が

中心です。温暖化の影響が出つつあるので、削減策と適応策の両方を上手くやっていく必

要が出てきていると思います。 
まとめですが、温暖化の影響はすでに出ているということが一つ。異常気象というかた

ちで影響が出始めているので、平均的に気温が上がる影響ももちろんあるのですが、それ

に加えて短期的には、異常気象というかたちで影響を与える。これまで、温暖化の影響は

孫や子供の時代に深刻になると警告をしてきたわけですが、われわれの世代も温暖化の影

響を受ける可能性を、今回の IPCC の報告書は指摘しているのではないかと思います。 
温暖化を止めるためには、CO2を削減しなければいけないということは大前提ですが、

それに加えて温暖化の影響はもう出ているというわけですから、出ている影響に対してど

うするかということと、将来出る影響に対してどうするかという適応策が重要になってき

ているのではないかと思います。WG2 の議論の中でも、Living with Climate Changeという

ことで、「気候変動と生きる」という言葉が聞かれました。ある程度の気温上昇は前提とし

た生活スタイル、活動スタイル、都市のかたち、を考えていかなければいけないのではな

いかということです。 
雑駁でしたけれども、WG2 の報告書のエッセンスについてお話しました。 
 
 

三橋 ありがとうございました。会議の雰囲気などもよくわかりました。アメリカは去年

（2006 年）11 月の中間選挙以降、州政府や企業レベルで相当に雰囲気が違ってきています

が、このような会議で、ブッシュ政権の従来の主張というものが、政策担当者の間ではか

なり強調される動きというものはあったのでしょうか。 
 
 

原沢 個人的な意見ですが、最後の総会に出す原稿は、最終原稿までに 2 回くらい政府の

コメントをもらうのですが、アメリカ政府からのコメントというのはかなりシビアなもの

が多くて、報告書の 19 章が EU の 2℃の問題を扱っている章なのですが、その 19 章は削

れというようなコメントが出てきて、アメリカはこの総会などでもかなり台風の目になる

のではないかという予想はありました。実際、アメリカの担当者のコメントで非常に多か

ったのは、科学的な確からしさのところで、裏にはなるべく温暖化の影響を大きく取り上

げてほしくないというところがあったのだろうと思います。アメリカの担当者は女性なの

ですが、毎回、どの話題に対してもコメントを出して多分、1,400 ページある本文を逐一

読んでいるだろうと思います。「こういうことを書いていますが、本文の何ページ、何行目
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には書いていない」とか、そういうところまでしっかり見てきます。これは、一説による

とアメリカ政府はコンサルタントを雇って、本文を全部チェックさせているということで

す。ですから、コメントがちぐはぐなところもあるのですが、そこまで温暖化の問題を科

学の問題と捉えて、しっかり反論すべく対応しているということだと思います。 
書く方の科学者には、アメリカの研究者も多いです。「very を取れ」と言ったときに反

対したグループの代表はシンシア・ローゼンツバイクという女性ですが、NASA の GISS
の研究者です。ですから、研究者レベルでは政府の思惑とはまったく別にAcademic Freedom
で動いている、科学者は科学者として IPCC に関わっているという感想です。 

 
 

桝本晃章（電気事業連合会） ありがとうございました。三橋さんがおっしゃるように、

会議の雰囲気まで伝わって、大変すばらしいご報告をいただきました。前提となることな

のですが、たとえばこれは英語とフランス語の報告だけだったと思いますが、そのへんを

確認のため教えていただきたいということと、報告書が一番多い国はどこか。日本の論文

はいくつぐらい出ているのか。政策決定者ということで日本の場合はどこのどなたがご参

加になっているのか。EU は、イギリス、フランス、ドイツ等の加盟国も一員として出て

いるのかどうか。もし EU の加盟国が個別に出ているのであれば、日本も同じような考え

方で何がしかの日本の主張ができる人たちを増やせないのでしょうか。 
 
 

原沢 基本的には査読つきの英語論文がこれまで中心だったのですが、英語論文だけだと、

たとえば企業が持っているような温暖化防止のノウハウ情報みたいなものがなかなか出て

こなかったりとか、現地語、たとえば日本語や中国語の論文が引用されないことになるの

で、こうした英語以外の論文なども要約が英語であれば、引用できることになっています。

こうした文献を gray literature と呼んでいます。国連機関の報告とかスターン・レポートも

この種の仕分けになります。審査つきの科学的な論文をベースにするということは一貫し

ており、国連機関とか各国の出している報告書や査読のないような論文は、gray literature
と位置づけで引用しても良いけれども、十分に視筆者が内容を吟味しなさいということに

なっています。 
 二つ目のご質問の、報告書の中で日本人の研究はどれくらいかということですが、たま

たまそうしたご質問が以前あったので、われわれの国立環境研究所のグループでざっと調

べまして、WG2 だけに限ると、8,400 ある文献中の 1.75％が日本人の研究論文ということ

です。第 2 次報告書の時に調べた時には、2％弱くらいでした。今回も WG2 だけですが

1.75％ですから、約 2％弱の寄与率ということで、これはやはり少ないので、多く引用さ

れるよう努力をしなければいけないということです。この 5 年間、そういうことでやって

きたつもりですが、日本語で書いた論文はやはり外国人は読めないし、英語で全部論文を

書くと今度は日本人が読めない。とくに温暖化の問題を世界に発信しなければなりません

から、日本語で書いて英語でも書くということを研究者の方も努力しなければなりません。 
関連して、IPCC に相当するような仕組みを日本でつくらなければいけない。以前は環境

©B-LIFE21,2007. All rights reserved. 未許可での利用、複製の作成又は開示を禁じております。 
お問合せ先：環境を考える経済人の会２１ http://www.zeroemission.co.jp/B-LIFE/ 

19



環境を考える経済人の会 21 2007 年度第２回朝食会 
http://www.zeroemission.co.jp/B-LIFE/MORNING/ 
 
省に地球温暖化問題検討会があった時には、そちらで JPCC という名称で、その時点の最

新の日本の知見をまとめて、それを英語の本にして外国の研究者に送付したという例があ

るのですが、この 5 年間そうしたことをやらなかった。日本の良い研究情報が 100％伝わ

ったかと言うと、どうもそうではない。今後の 5 年間はそういった努力が必要です。また

執筆者として多くの人を IPCC に送ることも重要です。 
もう一つは審査付きの論文、例えばサイエンスやネーチャー級の論文をどんどん出して、

世界にアピールするという話です。英語の論文をしっかり書く。あとは、報告書を執筆者

が書く時に情報が必要ですが、そうした時にどんどん英語の論文を執筆者に送りつけると

言うことも非常に重要なわけです。 
こういった三つのポイントは研究者が最もやりたくない仕事なものですから、誰かこう

したことに興味を持ってやるようなグループなり、国の支援があればいいと思います。次

の 5 年はこれが課題になると思います。 
EU の問題は、EU は EU として参加しています、加えて欧州各国が参加しています。国

際機関というよりは地域レベルの団体が入っているということになります。日本からは環

境省地球環境局の研究調査室長と経済産業省の地球環境担当室があってそこの担当者、あ

とは気象庁の方が日本政府代表として出席しています。関連省庁として気象庁、経済産業

省、環境省、文部科学省の方が総会には出席し、人数的には 6～7 人位です。一貫して IPCC
の本総会とか WG1～3 の総会については、そのメンバーが出ているということです。その

ほかにもっと総会に出ていろいろ発言をという話もあるのですが、その前に政府の原稿の

レビューとプロセスもあります。そこでは各省庁にレビューしてくださいという話が回っ

て、2 ヵ月くらいの期間があります。5 年前はあまり熱心に原稿の政府レビューをやらなか

ったのですが、今回については、温暖化対策について IPCC の重要性が増しことから、か

なり政府レベルでしっかりレビューして、日本政府のコメントもアメリカやそういったと

ころに引けをとらないくらいの多くのコメントが寄せられています。 
ただ、執筆者の方からするとコメントが多いというのは大変で、一つ一つに答えを書き、

記録しておかなければならないということで、緊張感のあるレビュープロセスにはなって

います。ただ、総会ではそういったものを踏まえて、さらに発言が出ますので、やはり多

くの、今回、日本政府は WG2 についてですが、かなりいいコメントをして、報告書の採

択に向けてまとめる方向での議論がされたのではないかと思っています。 
 
 

関正雄（損害保険ジャパン） 2 点教えていただきたいと思います。最後から 3 枚目のス

ライドの中に、既存対策への適応策の組み込み（Mainstream Adaptation）と伝統的な適応策

（Indigenous / Micro Adaptation）の活用という二つの種類が書いてあるのですが、この

Mainstream とか Indigenous の違いを教えていただきたいと思います。もう一つは、これで

SPM が出て、IPCC 全体のレポートはまた年内に出ると思うのですが、この研究成果をこ

れからの啓発、普及などの予定というか、IPCC 自体でも日本国内でも何か動きがあるのか

どうかを教えていただきたいと思います。 
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原沢 時間の関係で飛ばしてしまいましたが、非常に重要な点です。第 3 次報告書の時に

は適応策は補完的役割ということで、従だったのですが、今回の場合は削減策と同じくら

いの重要度があるという話になっています。ここで適応策のいろんな分類がありますが、

とくに Mainstream Adaptation というのは、既存の、主流の対策、たとえば都市対策、自然

災害対策ですとか、そういった主流の対策に影響に対する適応策を組み込んでいくことと

いうことです。対策にはお金が必要だということで、お金がないとできないということに

せず、既存の対策に温暖化の適応策を盛り込んでいくという意味で Mainstream Adaptation
という言葉を使います。JICA も温暖化対策の Adaptation に非常に注目しており、開発援助

に将来に起こるであろう温暖化の影響の適応策を盛り込むことを検討しているようです。 
もう一つの適応策に伝統的なものがあり、Indigenous（現地の）とか Micro（小さい）

Adaptation と言われるものがあります。例えば、ハリケーンがよく来襲するホンジュラス

などでは、ハリケーンが来たときにどうやって逃げるかということを経験から対策として

持っているわけで、途上国のわりには被害が少ない。ハリケーン・カトリーナはかなり被

害があったわけですが、来ないという前提で生活しているものだから、来ると大変なこと

になる。ホンジュラスは、常にハリケーンが来ているので、ハリケーンが来ると予測され

る時には、近所に声をかけてお年寄りをサポートして、というような仕組みが成り立って

いる。そういうものを Indigenous とか Micro Adaptation ということで、お金をかけずに、「お

ばあちゃんの知恵」というようなものが適応策の一つの中に入っています。 
次の質問ですが、3 週間くらい前に中央環境審議会があり、そこで今日と同じような報

告をした時に、やはりこうした科学的知見をわかりやすく早く国民に伝えることが必要で

ある、ついては環境省はどんな取組をしているという質問がでました。環境省も最新の科

学的知見を提供してきたのですが、あまり機動力がないということで、今、環境省のほう

でも一般の方に伝えるべく準備をして、近々にそうした活動が始まるのではないかと思い

ます。国際的には、IPCC も非常にそこのところは努力をしています。いくつかの例を挙げ

ますと、たとえば報告書ですが、これは非常に分厚い報告書になって、普通は Cembridge 
University Press から 30 ドルくらいで販売されています。途上国ではこうした本を注文する

こともできないし、かつ、30 ドル払うこともできないということで、半年たった段階で版

権を放棄してもらって、ホームページから報告書の全文を無料で配布しています。またＣ

ＤＲＯＭにして配布もしています。今回は、地域ごとに記者発表やセミナーをやっていま

す。WG2 については、中国やインドでやったり、広報に努めています。また Web Cast と
いって、記者会見の様子が IPCC のホームページからビデオで見られるようになっていま

す。1 時間くらいのもので非常にコンパクトにまとまっています。また、プレゼンの資料

などもホームページからダウンロードできます。それだけやはり IPCC としても広報の重

要性は十分にわかっていて努力しているということです。 
日本については先ほどご紹介したようにいろいろ考えているというところなのですが、

やはり機動力がなくて、すぐに取り上げて伝えるということが重要だと思うのですが、準

備に時間がかかっていて、「11 月までには」と言っています。というのは、11 月に IPCC
の本総会があり、そちらで 3 冊の報告書を踏まえた統合報告書が出ます。それで一応けり
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がつくということになるので、「11 月までにはこれまでに出た三つの報告書の内容をわか

りやすく」と言っているわけです。タイムリー性はなくなるかと思いますが、努力はして

いるということです。 
 
 

桝井成夫（元読売新聞） 貴重な報告ありがとうございました。EUの産業革命以来の 2℃
以内に抑えるということが、一つの大きな目標になっているわけですが、これと、よく言

われるCO2に換算した温室効果ガスの大気中の濃度（Concentration）との関係とは、なかな

かよくわからないということがあって、ここについて一つ教えていただきたい。 
もう 1 点は、政府がどうやら国際交渉において温室効果ガスを 2050 年までに世界で半

減させると主張しそうだけれども、これは、2℃、3℃など微妙な問題がありますけれども、

この関連ではどのように思われるのかということを、お伺いしたいと思います。 
 
 

原沢 EU の 2℃については、話の中でもご紹介しましたが、IPCC はあくまでも scientific
なところを狙っています。よく IPCC 議長が policy relevant（政策に関連するが）だが、policy 
prescriptive（政策べったり）であってはならないと言っています。EU の 2℃を全面的に取

り上げるということはしないということが 1 点あります。ですから、そういう意味で 1℃
だったらどんなことが起きるか、2℃だったらどうかというまとめ方をしているということ

があります。種々の事例を組み合わせてみると、2℃くらいで閾値（急に影響が深刻化する

など）があるのかという話があったのですが、それが最終的には、コスト面の評価をして、

2～3℃になっている（1990 年がスタート）。 
安定化濃度との関係については、先ほど見ていただいた横の棒があった図の上と下に安

定化濃度の棒グラフが描いてあったのですが、それについても削除されました。1℃、2℃、

3℃という軸と、安定化濃度との関係がわからなくなってしまっているということですが、

技術報告の方には書いてあります。具体的にいろんなケースがあって、かつ不確実性、オ

ーバーラップもあったりするので、ちょっと一概には言えないのですが、安定化濃度と気

温上昇の関係についてもかなり意識をした上でのまとめ方になっていたということです。 
2050 年で半減というのは、排出量そのものを削減するというのは、WG3 の仕事という

ことで、そのへんは WG2 については、影響の予測とその影響を下げるための適応策と、

適応策のコスト評価がある程度できてきた段階で、削減策との比較検討ということはやっ

ています。具体的に半減にしたらどうなるかというのは、WG3 の方の話題であるというこ

とです。実際に WG3 では、2050 年で半減する時のコストの問題とか、気温上昇の問題と

かでやっていると思います。WG3 の執筆者が何人か入り込んでいて、そういった WG2 と

WG3 との関係とか、WG1 と WG2 の関係についても、横断的に検討しているということで

す。直接のお答えにはなっていないのですが。 
 
 

岡部敬一郎（コスモ石油） 本日の最後のお話にも関係があるのですが、IPCC というのは、
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基本的には地球上の科学的知見をより深めることによって、政策担当者とかいるかもしれ

ませんが、これを踏まえてたとえば京都議定書に関連した問題というかっこうで、各国の

集まりによってどうするかというのが最終的な政策であって、したがって 1、2、3 の作業

部会は、あくまでも科学的知見を踏まえてここに書いてあるように政策決定者をはじめ広

く一般に利用してもらう、つまり利用してもらうという受身の立場で、より科学的知見を

高めていく作業部会であると理解してよろしいのでしょうか。 
 
 

三橋 時間があまりないので、枝廣さんの質問を続けて聞いてもらって、一緒にお答えく

ださい。 
 

枝廣淳子 この作業部会に参加されて、原沢さんが一番経営者の皆さんに、そして一般の

人たちに伝えたいことは何かということについてメッセージをください。 
 
 

原沢 環境研の意識調査でも、一般の方も含めて温暖化の関心が非常に高いという結果が

出ています。ただ、新聞報道やテレビでも、一番面白いところだけが伝わっていて、今お

話したようなことが伝わっていないので、一般の人たちも含めて科学的に重要なところを

しっかり伝えていきたいと思います。いろんな方法があると思います。今、環境省がそう

いった活動をしようとしていますので、一緒にやっているというところです。また明日も

仙台に行ってここでしたような話をするのですが、そうした最新の情報が知りたいという

方が多いです。しかし私の身一つですとせいぜい週 2 回くらいしか行けないものです。各

都道府県には推進センターがあり、推進委員がいらっしゃいますので、そういった方々に

理解していただければさらに一般の人たちに伝わると思います。 
IPCC の役割ですが、これは非常に重要な点で、私自身の理解としては、IPCC はあくま

で科学的なアセスメントをする国際組織ということです。国際機関ですから、報告書を承

認するというところは各国の代表、政策担当者がいて、科学者と政策担当者が共同した結

果できる報告書です。そういう共同で完成した報告書なので今後温暖化対策を進める上で、

よって立つ科学的知見として重要視されると思うのです。どちらが従でどちらが主という

ことではなく、温暖化対策というのは、科学的知見に則って政策をうつという共同作業に

なっています。IPCC というのは、科学の部分をしっかりまとめる。政策担当者はそれに則

って政策をしっかりうっていくという、車の両輪ということと考えています。ただ、アメ

リカが京都議定書を脱退したりということがあったりして、車の回り方がおかしくなって

いるとは思いますが、あくまでも科学者というのは現在わかっていること、不確実性の程

度も含めてお伝えするということまでが仕事かなと思っています。 
是非、経営者の方々には、是非 SPM をお読みいただきたいと思います（和訳も環境省の

ホームページから入手可能です）。IPCC のホームページから 2 ヵ月くらいすると本文が出

ます。是非本文にも目を通していただく、ちょっと大変なのですが、より詳しいところ、

技術的なところは技術要約（Technical Summary）というのがあり、そこには SPM には載
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っていない非常に重要な情報が載っていますので、是非 Technical Summary にも目を通し

ていただきたいと思います。もちろん SPM につきましては今日お話したようにいろんな状

況があったりするものですから、科学者の伝えたい情報は本文、さらに本文のまとめとし

ての技術要約というちょっと分厚い要約の方にぎっしり詰まっています。 
今回報告した SPM に載っていることは、科学的には堅い知見（確信度が高い知見）です。

科学者たちは、やはり温暖化の影響が深刻だと考えています。とくにヨーロッパの熱波と

か、ハリケーン・カトリーナなど、予測されたことではあるけれども、今起きてしまった

ということと、被害の規模も予想以上に大きかった。地球環境は複雑でまだわからないこ

とがあるということで、今後も研究しなければいけないということになるのですが、こう

いうところは SPM という限られた紙面では、伝わらないこともあります。話の中で Living 
with Climate Change と言いましたが、Climate Change はない方がいいのですが、温室効果

ガスの削減策と、影響を低減する適応策の両面作戦が必要です。今回、WG3 の方は各分野

の削減策が必要だというほかに、ライフスタイルや消費パターンを変える必要性も強調し

ています。企業、国だけがやるのではなく、国民あげて、対策を採っていく必要があるこ

とを、IPCC の報告書は訴えていると私自身は思っています。 
 
 

三橋 どうもありがとうございました。まだいろいろと聞きたいことがあるのですが、時

間の制約もありますので、今日の原沢さんの話は終わりにさせていただきます。 
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