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【地球温暖化特集】気候変動の影響 
 

地球の気候変動による国家的・地域的影響(米国) 
積極的な取り組みを早期に実施する重要性を示す新しい公式評価報告 

 
2009 年 6 月、気候変動により米国内ですでに生じている影響と、今後発生が予測される

影響を評価する連邦政府の公式な報告書が発表された。この研究によれば、米国ではすでに

気候変動の影響がはっきりと現われており、今の時点でどのような選択をするかによって将

来的な影響の深刻さが決定されることになるという。 
 
今回発表された報告書「Global Climate Change Impacts in the United States（米国内

における地球気候変動の影響）」は、何年間にもおよぶ科学的な研究の成果をまとめたもの

であり、国内外を対象とした前回の大規模な評価の際には未入手であった新しいデータも取

り入れられている。この報告書は、米国政府下の 13 の科学関連機関と、複数の主要大学や

研究所に所属する専門家からなるチームによって作成された。また作成とレビューのタイミ

ングが共和・民主両党の政権にまたがったことから、気候変動が現在米国に与えている、そ

して今後与えうる影響について、客観性のある貴重な科学的コンセンサス（合意）を備えた

ものとなった。 
 
 「この報告書は、温室効果ガスによって米国の気候にすでに生じている影響と、今後生じ

ることが見込まれる影響を俯瞰する全体的な展望に、地域ごと、また部門ごとの 新の科学

情報を統合したものだ。」オバマ大統領の科学技術顧問(Assistant to the President for 
Science and Technology)であり、ホワイトハウス科学技術政策局局長(White House Office 
of Science and Technology Policy)でもある John P. Holdren はこのように言う。「この報告

書には、改善の取り組みを後回しにせず、早期に実施することの必要性が述べられている。

また、気候変動の広がりを抑えるための世界的な温室効果ガス排出量の削減と、気候変動の

影響ですでに不可避となった被害を軽減するための地域的な対応（適応対策）の、両方の取

り組みが必要とされる理由についても書かれている。」 
 
この報告書では、過去数十年間の世界的な温度上昇の主な原因が人間の活動であるという

ことを示す既知の証拠を裏付けた上で、温度上昇と海水位の上昇、異常気象の発生、またそ

の他の気候に関連した現象について 新の情報を取り入れている。政策決定に役立つ実用的

な価値があるというだけでなく、このような影響を米国の地域的および経済部門的側面から

これまでになく詳細に分析した、過去 10 年間でほぼ初めての報告書だといえる。 
 
「この報告書は、気候変動によって、局所的な影響が直ちに引き起こされるという点を強

調している。これらの影響は、人々のごく身近な場所に出現する。」米国商務省の海洋大気

担当次官と米国海洋大気庁(National Oceanic and Atmospheric Administration)長官を兼
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務する Jane Lubchenco はこのように言う。「この中に書かれている情報は、我々の目標に

合致したものであると同時に、都市設計家や国会議員から、気候変動による影響に対する理

解を深めることを望む市民にいたるまで、あらゆる人が利用できる、誰にとっても有用なも

のだ。気候変動の問題がすべての人に影響を及ぼすテーマだというのは自明のことだ。」 
 
 この報告書は、省庁間連携プログラム「U.S. Global Change Research Program(米国気

候変動研究プログラム)」によって作成された。一般市民や政策決定者にわかりやすい情報

を提供するために NOAA の主導のもと平易な文章で書かれており、 終的に長さ 190 ペー

ジとなった。2007 年に作成を依頼されて今年(2009 年)春に完成した科学的根拠に基づいた

この報告書は、二つの政権間の合意に基づいて作成された、政治的な偏りを超越した文書で

ある。政府内外の科学者による徹底的なレビューが行われ、気候変動に関する政府間パネル

(Intergovernmental Panel on Climate Change：IPCC)による世界の気候変動に関する 新

の主要な報告書にも未だ掲載されていない新しい情報も取り入れられた。 
 
 この報告書は、政策決定者に対して気候変動を軽減する、あるいは気候変動に適合するた

めの特定のアプローチを勧めるものではない。しかし、現在どのような選択をするかによっ

て、気候変動が将来的にもたらす影響の深刻さが決定されるという点を強調している。報告

書によれば、「二酸化炭素排出量の大幅かつ持続的な削減をできるだけ早期に実現すること

により、気候変動の進行と規模を著しく縮小することができる」という。「同程度の規模の

取り組みであっても、実施が遅れた場合には、それだけの効果は望めない。」 
 
異常気象、干ばつ、山火事の増加という形で、米国内で気候変動による影響がすでに生じ

ているということが明かされているほか、輸送、農業、健康、水、エネルギーなどの各分野

が今後どのような影響を受けることになるかについても詳しく述べられている。また、温室

効果ガスの排出量の現在の傾向が、この報告書やその他の報告書で想定されている 悪の見

通しを大幅に上回るものだということも明らかにされている。 
 
この報告書により、次のようなことが明らかにされた。 
 
・強烈な熱波が頻繁に発生するようになり、健康や生活の質に対する脅威が増大する。ま

た輸送システムやエネルギーシステム、作物生産や畜産などにも、猛暑の影響が出るよ

うになる。 
 
・激しい豪雨が増加し、洪水や水系感染症の発生、農業への悪影響、エネルギー・水・輸

送の各システムの崩壊などが引き起こされる。 
 
・夏季の雪解け水が減って水への需要が高まり、西部地域をはじめとする各地で水の供給

をめぐる争いが激化する。 
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・水温の上昇と海洋の酸性化により、サンゴ礁およびサンゴ礁を中心とした生態系が脅か

される。沿岸部や海洋の生態系に対する気候によるこのような影響は、観光産業や漁業

にも重大な影響を与える。 
 
• 昆虫の（大量発生による）侵入と山火事の増加がすでに始まっている。気候温暖化に伴

い、これらは今後さらに増えると考えられる。 
 
・高潮に加えて局所的な海水位が 3 フィート（約 1 メートル）以上も上昇し、沿岸地域に

ある住宅その他の設備が危険にさらされる。沿岸部で頻繁に激しい洪水が発生するよう

になり、沿岸地域が徐々に海面下に沈む。 
 
この報告書は、地域ごと、また経済部門ごとに結果を分類することにより、政策決定者だ

けでなく、これらの影響を受けることになるすべての米国民にとって価値のある情報を提供

している。これらの情報は次のような用途に利用できる。 
 
・作物の生育可能期間（つまり低温でない季節）が長くなり、害虫管理が困難になり、干

ばつが深刻化する状況の下で、農家が作物や家畜に関する決定を下す際に役立つ。 
 

・地方当局が（特に沿岸部の）土地利用に関する決定を下す際に役立つ。 
 

・公衆衛生当局が全国的な熱波の影響を軽減する手段を考え出すために役立つ。 
 
・水資源当局が開発計画を検討する際に役立つ。 

 
・事業主が事業や投資に関する決定を下す際に役立つ 

 
気候変動への対処方法には、2 つの種類がある。1 つめは温室効果ガス排出量を減らす、

あるいはそれらの大気からの除去量を増やすことによって気候変動を抑制する「軽減

(mitigation)」対策である。2 つめは、気候変動によって生じる悪影響に取り組む能力や、

それらを回避する能力を強化しつつ、好ましい影響の利点を取り入れていくという「適応

(adaptation)」対策である。 
 
「これらは両方とも、効果的な対応戦略を実行するために必要な要素だ。」報告書のコーチ

ェア(co-chair、共同作成責任者)を務めたウッズホール海洋生物学研究所(Marine Biological 
Laboratory in Woods Hole)の Jerry Melillo は言う。 
 
「この報告書では、温室効果ガス排出量の多い場合と少ない場合でそれぞれ予測される影
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響を比較することにより、これらのガス排出量を削減することの重要性と、その現実的な経

済的価値を強調している。」NOAA の下部組織である国立気候データセンター(National 
Climatic Data Center)（ノースカロライナ州アッシュビル）の所長で、報告書のコーチェ

アのひとりでもある Tom Karl はこのように言う。「これらのことから、現段階でどのよう

な選択をするかにより、結果が大きく変わってくるということがわかる。」 
 
この報告書は、U.S. Global Change Research Program による 21 の一連の総合評価レポ

ート(Synthesis and Assessment report)を含む、膨大な量の情報をもとに作成された。プロ

グラムに関与した政府関連機関は、農務省、商務省、国防総省、エネルギー省、保健福祉省、

内務省、国務省、運輸省、環境保護庁、国立航空宇宙局(NASA)、米国科学財団(NSF)、ス

ミソニアン協会、米国国際開発庁(USAID)などである。 
 

 報告書は下記の Web サイトからダウンロード可能： 
http://www.globalchange.gov/usimpacts 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部  桑原 未知子） 
 
出典：New Report Provides Authoritative Assessment of National, Regional Impacts of 

Global Climate Change 
http://www.globalchange.gov/images/cir/pdf/Climate-Impacts-PR_june-6-2009.pdf 
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【地球温暖化特集】 気候変動の影響 
 

地球の気候変動による米国への影響報告書要旨 
 

2009 年 6 月、米国政府下の 13 の科学関連機関と、複数の主要大学や研究所に所属する専

門家からなるチームによって作成された報告書「Global Climate Change Impacts in the 
United States（米国内における地球気候変動の影響）」が発表された（本号別稿「地球の気

候変動による国家的・地域的影響(米国)」参照）。 

本稿では、この報告書の「要旨(Executive Summary)」を全訳し紹介する。ただし編集

部にて適宜小見出しを付けるとともに、報告書本文で使用された図を数点引用し挿入した。 

また、文中の下線は編集部にて付けたものである。 

 
要旨(Executive Summary) 
 
観測結果によれば、気候の温暖化は疑いなく進行しているという。過去 50 年間を通して

観察されてきた地球温暖化の主な原因は、人類による温室効果ガスの排出である。これらの

ガスは主に化石燃料（石炭、石油、ガス）の燃焼により排出されたものであるが、それ以外

に森林伐採や農業に由来するものもある。 
 
1. 21 世紀における温暖化の進行と影響の拡大 

今世紀には、20 世紀を大幅に上回る温暖化が進むことが予想されている。世界の平均気

温は、1990 年以降、華氏 1.5 度(0.8℃)ほど上昇しているが、2100 年までにさらに華氏 2～
10 度(1.1～5.6℃)上昇することが予測されている。また、米国の平均気温は、現在は世界の

気温と同レベルの上昇を示しているが、場所によって程度の差はあるものの、今世紀中に地

球全体の平均気温を大幅に超えて上昇する可能性が極めて高い。将来どの程度気温が上昇す

るかは、いくつかの要因によって決定される。温暖化ガスの排出量が地球全体で大幅に削減

されれば、温度の上昇を低く抑えることができる可能性が高い。一方、排出量がこのままの

ペースで増え続けた場合には、気温は上昇しうる範囲内の上限近くになる可能性が高い。人

間の活動によって引き起こされた温暖化が、火山の噴火などといった自然変動によって部分

的に緩和され、地球の気温上昇の進行が一時的に遅くなる可能性もある。しかし、このよう

な効果が持続するのは数年間に過ぎない。 
 
二酸化炭素排出量の削減は、今世紀以降の温暖化の軽減につながる。早期に排出量の大幅

な削減が実現できれば、気候変動の進行速度と全体的な規模が著しく緩和されることになる。

早期に削減が実現された場合、同レベルの削減が遅れて実施された場合と比べて、気候変動

を軽減させる効果が高くなる。さらに、メタンなどのような寿命の短い温室効果ガスや、煤

煙などのような微小粒子の排出量を削減した場合、数週間から数十年間のうちに温暖化の軽

減が開始すると考えられる。 
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気候に関連した変化は、地球全体でも米国内においても、すでに観測されている。これら

の変化には、気温と水温の上昇、冬日の減少、豪雨の頻繁化および深刻化、海水位の上昇、

積雪・氷河・永久凍土・海氷の減少などがある。また、湖や河川における不凍期の長期化や、

作物の生育可能期間の長期化、大気中水蒸気量の増加なども観察されている。過去 30 年間

を通して、気温上昇がもっとも早いペースで進んでいるのは冬季であり、中西部と大草原地

帯北部では、冬の平均気温が華氏 7 度(3.9℃)以上上昇している。これらの変化の中には、過

去の評価で示された予想を上回るスピードで進行しているものもある。 
 
新しい変化が展開する一方で、これらの変化も引き続き進行すると考えられる。米国およ

びその周辺沿海水域で今後予想される変化には、より深刻なハリケーンの発生とそれに伴う

風雨や高潮の増加（必ずしも上陸する嵐の数が増えるということではない）や、南西部およ

び西インド諸島における乾燥の深刻化などがある。これらの変化は、人の健康、水の供給、

農業、沿岸地域などをはじめ、社会・自然環境のさまざまな側面に影響を与えることになる。 
 
2. 本報告書の分析手法の特徴 

本報告書は、さまざまな科学的評価と 近発表された研究結果を組み合わせて、米国内で

観察あるいは予測されている気候変動の影響についてまとめたものである。この文書では、

エネルギー、水、輸送などさまざまな分野で生じうる影響に対する国レベルでの分析と、国

内の特定地域における主要な影響に対する評価を組み合わせている。たとえば海水位が上昇

すると、沿岸地域、特に南東部やアラスカの一部において、浸食や高潮による被害や、洪水

などのリスクが増大する。また、雪塊が減少したり融雪が早まると、給水可能な時期や量が

変化し、西部の水不足が悪化する。 
 
社会や生態系は、ある程度の気候変動には適応することが可能だが、それには時間がかか

る。今世紀を通して予想されている急速で大規模な気候変動は、社会や自然体系の適応力に

とって試練となる。たとえば、何十年間も耐えるように建設されている設備インフラ（建築

物、橋、道路、空港、貯水池、港など）を、継続的あるいは突発的な気候変動に対応するた

めに改造または交換するのは、容易なことではなく、高価でもある。 
 
温暖化の規模が大きくなるにつれ、より多くの人や場所がますます深刻な影響を受けるよ

うになることが予想される。急激な温暖化は、自然生態系およびそこから人類が得ている利

益に、特に大きな影響を与える。気候変動による被害の中には、種の絶滅や海水位の上昇に

伴う沿岸地域の水没など、元に戻すことのできないものもある。 
 
二酸化炭素の増加や気候変動に起因する予想外の影響もすでに現われているが、これらは

今後さらに増える可能性がある。たとえば、大気中二酸化炭素濃度の上昇が海水の酸性化を

引き起こしていることが、近年観察されている。海水の酸性化は、サンゴその他の海洋生物
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が持つ炭酸カルシウムから殻や骨格を形成する能力を低下させている。さらに大洋、氷、嵐

の大規模な変動など気候システムの予想外の変化や、生態系の変化に伴う生物種の生息地域

の変化(dislocation)や疫病の発生などが原因で、今後さらに新たな影響が出現する可能性も

ある。また、富、技術、社会的優先事項の変化などのような、社会的あるいは経済的な予想

外の変化も、気候変動への対処能力に影響を与える。気候変動による影響は、それが予想し

うるものであるかどうかに関係なく、温暖化が進むにつれてより一層深刻なものとなる。 
 
本報告書における将来的な気候変動の予想は、世界 先端のコンピュータ上で稼働する地

球気候モデルの結果（出力）を詳細に分析することによって導き出されたものである。これ

らのシミュレーションには、温室効果ガスの排出量を今後さらに増加させるような、現実的

な人間活動のシナリオを使用した。いずれのシナリオも、気候変動への取り組みを明確な目

的として定めた政策が導入されることを前提としているものではない。ただし、人口、経済

活動、エネルギー技術の選択などといったさまざまな要素に対する予測の違いから、導き出

された排出量レベルはそれぞれのシナリオにより異なっている。これらのシナリオは、温室

効果ガス排出量の多い場合から少ない場合まで網羅しており、排出量が少なければ気候変動

の規模が小さくなり、結果的に今世紀以降の気候変動による影響も軽くなるという予想が示

されている。しかし、この報告書で取り上げているすべてのシナリオにおいて、今世紀半ば

までの間は、気候の多くの側面で、比較的大規模かつ持続的な変動が発生することが予想さ

れている。また、排出量の多いシナリオを用いたケースでは特に、今世紀末までの間にさら

に大きな変動が生じることが予想されている。 
 
将来の状況を予想する場合、常にある程度の不確実さが存在する。たとえば、今後、気温

の上昇がもっとも大きくなるのは北極圏と大陸中央部であるという予想には高い信頼性が

ある。だが降水量に関しては、北極圏および亜北極帯（アラスカ含む）では増加が続き、熱

帯地方のすぐ外側の地域では減少するという予想には高い信頼性があるものの、これらの正

確な場所については、あまり明確にはわかっていない。局地的あるいは地域的なレベルで数

年間という時間枠で捉えた場合、自然の気候には比較的大きな差異があることから、地球全

体における気候変動の進行を一時的に見過ごしてしまう危険性がある。しかし、科学の進歩

によってこのような規模での信頼できる予想が可能になったため、本報告書で取り上げてい

るような地域的な気候の研究からも有益な情報を得ることができるようになった。 
 
3. 緩和対策と適応対策 

この報告書では、観測または予測されている気候変動と、それらの米国への影響に焦点を

合わせている。しかし、これらの問題について網羅的に議論するには、気候関連の課題に対

して社会が進めることのできる取り組みのいくつかにも触れる必要がある。これらの取り組

みは、大きく分けて「緩和対策(mitigation)」と「適応対策(adaptation)」という 2 つに分類

できる。緩和対策とは、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハロカーボンなどといった温室

効果ガスの排出量を削減する、あるいはそのような温室効果ガスを大気中から除去する取り
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組みである。また適応対策とは、現在あるいは将来の気候関連その他の環境問題に対して、

より適切に対処し、被害を軽減しつつ、利用可能な機会を生かせるようにするために「変更

を行う」ことを意味する。効果的な緩和対策が実施されれば、適応対策の必要性は低くなる。

緩和対策と適応対策はいずれも、気候変動に対する戦略全体の中で重要な位置を占めている。 
 
① 緩和対策 

緩和戦略におけるもっとも優先度の高い取り組みは二酸化炭素排出量に関するものであ

り、たとえばエネルギー効率の向上、二酸化炭素を排出しないか二酸化炭素排出量の少ない

エネルギー源の利用、化石燃料の使用によって発生する二酸化炭素の回収・貯留などである。

排出量の削減に関する現在ならびに今後数十年間の選択は、気候変動の影響が遠い将来にど

のような事態を引き起こすかを決定づけることになる。本報告書で取り上げているシナリオ

のうち、排出量の多いケースと少ないケースで生じる影響を比較してみると、緩和対策の重

要性が明白になる。排出量が少なければ、気候変動による影響の大きさとそれらの影響が現

れる速度の両方が、長期的に軽減されることになる。気候変動の規模が小さく、ゆっくりと

したペースで進行すれば、適応の取り組みもより容易になる。 
 
しかし、温室効果ガス排出量を削減する取り組みをどれだけ積極的に進めたとしても、す

でに放出されているガスの影響で、ある程度の気候変動とそれに伴う影響は引き続き発生す

る。これにはいくつかの理由がある。ひとつめの理由は、これらのガスの中には非常に寿命

が長く、大気中の温室効果ガスレベルが数百年かそれ以上にわたり増加し続けるものもある

ということである。ふたつめの理由は、温室効果ガスの増加によって気候システムに追加さ

れた熱の多くが広大な海に吸収されており、これらの熱は今後数十年間にわたり維持される

ということだ。さらに、エネルギー供給システムなどのような排出量を決定づける要因は、

そう簡単に変更できるものではない。これらのことから、適応対策も必要となる。 
 
② 適応対策 

 適応対策として実施しうる取り組みは、さまざまである。たとえば、農家が育てる作物を

より温暖で乾燥した環境に適した種類のものに変える、企業の事業センターを海水位上昇や

ハリケーンの被害を受けやすい沿岸地域から離れた場所へ移動させる、被害の影響を受ける

場所になるべく設備を設置しないように地域の区画コードや建築コードを改訂する、洪水、

火事、その他の災害に対する建物の強度を高める、などがある。この報告書では、気候変動

やその他の環境問題に取り組むために現在さまざまな地域や分野で進められている適応対

策の例をいくつかあげている。ただし、適応対策によって達成できる成果には限りがある。 
 
人類はこれまで状況の変化にうまく適応してきたが、今後は、このような適応が極めて困

難になると考えられる。なぜならば、社会が適応しなければならない対象が、安定した状態

にあるものではなく、動き続けるものになるためだ。気候は、社会がこれまでに適応してき

た対象とは異なり、常に比較的早い速度で変化し、動いている。これらの変化の規模やタイ
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ミングは、正確に把握できる性質のものではない。 
 
4. 本報告書のカバー範囲 

世界中で相互依存的な傾向がますます強まっていることから、気候変動に対する米国の脆

弱性はその他の国々の運命とも関係している。たとえば、米国以外の地域における食料その

他の資源の不足による争いや大規模な人の移動、健康への影響、環境ストレスなども、米国

の国家安全を脅かす要因となりうる。そのため、気候変動がほかの地域に与える影響につい

て考慮することなく、米国における影響を十分に評価するのは困難である。ただし、そのよ

うな分析は、この報告書の範囲を超えたものである。 
 
またこの報告書では、現状では情報や理解が不足しているために、将来の気候変動とその

影響の推測を妨げている分野が特定されている。たとえば竜巻や雹（ひょう）、氷雨をとも

なう暴風などの変化については、よくわかっていない。そのため、気候温暖化の影響でこれ

らが変化しているのか、しているとすればどのような変化なのか、そして今後どのように変

化する可能性があるのかを理解するのは困難である。気候変動に対する生態系の反応や社会

的な反応もまた、十分に研究が進んでいるとはいえない。「An Agenda for Climate Impacts 
Science（気候影響に関する科学のための検討課題）」というタイトルの付けられた 後の章

では、人類の知識を高めるためのもっとも重要な方法に関する見解が示されている。そのよ

うな取り組みの結果からは今後の評価に役立つ情報を得ることができ、人類が気候に与える

影響、そして気候が人類に与える影響に対する理解を深めるために役立つ。 
 
明らかになった主要事項 
 
1. 地球温暖化が進行していることは疑いのない事実であり、その主な原因は人類にある。 

過去 50 年間、地球の温度は上昇している。この観察されている気温の上昇は、そも

そも、人類による温室効果ガスの排出によって引き起こされたものである。 
 
2. 米国では気候変動が進んでおり、これは今後さらに増大する見通しである。 

米国内およびその海域では気候関連の変化がすでに観察されている。たとえば、豪雨

の増加、気温および海水位の上昇、氷河の急激な後退、永久凍土の融解、生育期の長期

化、海・湖・河川における不凍期の長期化、融雪の早期化、河川流量の変化などが発生

している。これらの変化は今後さらに顕著になる見通しである。 
 
3. 現在、気候に関連した影響が広い範囲で発生しており、これらは今後さらに増加する見

通しである。 
水、エネルギー、交通、農業、生態系、および健康などで、すでに気候変動の影響が

出ている。これらの影響には地域差があり、それぞれ予測されている気候変動に従って

増大してゆくと考えられる。 
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4. 気候変動が原因で、水資源に関する問題が発生する。 

水の問題はあらゆる地域で課題となるが、生じる影響の性質は地域ごとに異なる。降

水量の減少による干ばつや、蒸発の増加、植物からの水分損失の増加などが多くの地域

で重要な課題となり、特に西部ではその傾向が著しい。ほとんどの地域で、気候変動の

ために洪水と水質の問題が悪化する。必要不可欠な水が雪として天然貯蔵されている西

部とアラスカにおいては、山の積雪の減少が重要な問題である。 

米国における気候に関連した主な配電網事故 

 
1992 年以降、異常気象に起因する事故の数は 10 倍に増加した。天候に関連した現象にともな

うすべての事故の割合もまた、1990 年代初頭の 20 パーセントと比べて 3 倍以上の約 65 パー

セントに増加している。気候関連の事故では事故 1 件ごとに平均 18 万人の顧客が影響を受け

ており、非気候関連の事故の影響が約 10 万人（2003 年 8 月の大規模停電を除くと 5 万人）

であるのと比較してより深刻である。ここに示すデータに含まれるのは、国レベルの大規模な

「巨大」配電システム上で発生した障害である。地方の配電網で発生した停電のほとんどは、

このグラフには含まれていない。これらの数字は 気候変動と配電網障害の間に因果関係があ

ることは示していないものの、天候や気象の異常がしばしば配電網の障害に対して重要な影響

を与えていることを示唆している。将来、天気や気候の異常が発生する頻度が上がる可能性が

高く、それらにより配電網に未知の新しい危険性が生じると考えられている。 
（出所：Global Climate Change Impacts in the United States、58 ページ） 

未定義の気候 
森林火災 
極端な気温 
氷・雪・吹雪 
雷雨・竜巻・稲妻 
暴風・ハリケーン・暴風雨 

事

故

数

非気候関連 
気候関連 

指数：1 = 1992 年に発生した事故数 

年 
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観測および予測されている温度上昇（アラスカ） 

 
 
アラスカの年間平均温度は過去 50 年間で華氏 3.4 度(1.9℃)以上上昇した。上図の「観測され

た上昇」は、1993～2007 年の平均気温を 1960～1970 年代の基準値を比較したものであり、

華氏 2 度(1.1℃)以上の上昇がみられる。温度計上の囲みは、モデル予測による可能性の高い

温度範囲を示している。ただし、これらの範囲よりも低い温度や高い温度になる可能性もあ

る。アラスカの平均気温は、今世紀末までに基準よりも華氏 5～13 度(2.8～7.2℃)高くなるこ

とが予想されている。（出所：Global Climate Change Impacts in the United States、139 ページ）

観測された上昇

排出量の多い

シナリオ 

排出量の少な

いシナリオ 

観測および予測されている温度上昇（南西部） 

 
南西部における平均気温はすでに、1960～1979 年の基準期間と比べておよそ華氏 1.5 度(0.8℃)
上昇している。今世紀末までには、南西部地域全体を平均した年間平均気温が、この基準を華氏

4～10 度(2.2～5.6℃)程度上回ることが予想されている。温度計上の囲みは、モデル予測による可

能性の高い温度範囲を示している。ただし、これらの範囲よりも低い温度や高い温度になる可能

性もある。（出所：Global Climate Change Impacts in the United States、129 ページ） 

観測された上昇 

排出量の少な

いシナリオ 

排出量の多い

シナリオ 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1052,  2009.10.7 
 

12 

5. 作物や家畜の生産が次第に困難になる。 
農業は、気候変動への適応がもっとも容易な分野のひとつだとみなされている。しか

し、高温化、疫病、水分ストレス、病気、異常気象などの発生により、農作物や家畜の

生産においても適応が困難になる。 
 
6. 海水位の上昇と高潮により、沿岸地域における危険性が高まる。 

米国内の多くの沿海地域、特に大西洋沿岸およびメキシコ湾岸、太平洋の島々、アラ

スカのいくつかの地域などにおいて、海水位の上昇と高潮の発生により、侵食や洪水の

リスクが高まる。沿岸地域にあるエネルギーや輸送関連の設備などが、これらの被害を

受ける可能性が非常に高い。 
 
7. 人間の健康に対する脅威が増大する。 

気候変動による健康への影響には、熱ストレス、水系感染症、空気の悪さ、異常気象、

昆虫やげっ歯類（ネズミ・リスなど）が媒介する病気などに関連したものがある。しっ

かりした公衆衛生の基盤を整えることにより、このような負の影響の可能性を軽減する

ことができる。 
 
8. 気候変動は多くの社会的・環境的ストレスと相互に関連している。 

気候変動は、汚染、人口増加、資源の濫用、都市化などといった社会的・経済的・環

境的なストレスと組み合わさり、それらの要素単体の場合よりも大規模な影響を形成す

る。 
 
9. さまざまな閾（しきい）値注1が掛け合わさり、気候や生態系に大規模な変動をもたらす。 

気候システムや生態系には、さまざまな閾値が存在する。これらの閾値は、海氷や永

久凍土の存在や、魚や害虫などの生物種の生存などといった要素を決定づけ、潜在的に

社会へ影響を与える。気候変動がさらに進めば、ほかにもあらたに各種の閾値を超える

事態が生じるものと見込まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
注1 限界、境界となる基準値のこと。 
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10. 将来の気候変動とその影響は、今日どのような選択をするかによって決定される。 

今後発生する気候変動の規模と速度は、現在以降に人類が排出する温室効果ガスと、

大気中に浮遊する微小粒子の量によって左右されることになる。この問題への対策には、

1983～2008 年の間に米国で発生した森林火災の規模 

 
米国で発生した森林火災のデータから、1980 年代以降、一回の火災の被

害範囲の面積が広くなっていることがわかる。 
（出所：Global Climate Change Impacts in the United States、82 ページ） 

年 

火
災
あ
た
り
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害
面
積
（
エ
ー
カ
ー
） 

5 年間の平均値

永久凍土の温度（1978～2008 年） 
デッドホース／アラスカ北部 

 
アラスカ全土で永久凍土の温度が上昇しており、特に、州の北部ではもっ

とも大幅な上昇が見られている。（華氏 20 度＝マイナス 6.7℃） 
（出所：Global Climate Change Impacts in the United States、142 ページ） 
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温暖化の進行を抑制するために温室効果ガスの排出量を削減する方法（緩和）と、す

でに避けることのできない変動に合わせて適切に対処するという方法（適応）がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これらの地図は、IPCC の Special Report on Emission Scenarios (SRES)を使った Coupled 
Model Intercomparison Project Three(CMIP3)気候モデルの 16 による今後の気温の予想に

基づいたものである。温度計上の囲みは、モデル予測による可能性の高い温度範囲を示して

いる。ただし、これらの範囲よりも低い温度や高い温度になる可能性もある。 
（出所：Global Climate Change Impacts in the United States、29 ページ） 

排出量の少ないシナリオで予想される温度変化 
1961～1979 年の基準値との比較 

今世紀半ば（2040～2059 年の平均） 今世紀末期（2080～2099 年の平均）

排出量の多いシナリオで予想される温度変化 
1961～1979 年の基準値との比較 

今世紀半ば（2040～2059 年の平均） 今世紀末期（2080～2099 年の平均）
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部  桑原未知子） 

 
出典：Global Climate Change Impacts in the United States 

(Executive Summary) 
http://www.globalchange.gov/images/cir/executive-summary.pdf 
(レポート本編) 
http://downloads.globalchange.gov/usimpacts/pdfs/climate-impacts-report.pdf 
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【地球温暖化特集】気候変動シミュレーション        

 
バークレー研究所が気候変動の米国への影響の分析に貢献(米国)  

 
 気候変動の米国南西部への影響としては、降水量や河川流量(runoff)が減少し、干ばつや

山火事の発生頻度および華氏 100 度 (37.8℃)以上に気温の上がる日が増加することが予

想される。米国の省庁横断的な米国グローバルチェンジ研究計画（U.S. Global Change 
Research Program）が発表した主要な報告書注1には、こう述べられている。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 
 
 米エネルギー省(Department of Energy: DOE) ローレンスバークレー国立研究所(以下、

バークレー研究所)の科学者である Evan Mills 研究員および Michael Wehner 研究員は、

米国の全地域に対する気候変動の影響の分析に貢献した。この分析結果は、省庁横断的な

米国グローバルチェンジ研究計画が 2009 年 6 月に発表した主要な報告書に記載されてい

る。 
 
 カリフォルニアを含む南西地域に関しては、より暑く、より乾燥した気候になり、環境、

農業および健康に重大な影響がもたらされると予想されている。 
 
 報告書「米国に対する地球規模の気候変動の影響」は、①降水パターンの変化、干ばつ、

山火事、大西洋のハリケーンの影響、②食料生産、漁種資源や他の野生生物、エネルギー、

農業、水の供給および沿岸コミュニティ（地域社会）への影響について述べている。 
 
 「この報告書は、今までに観察された気候変動の影響についてまとめられ、米国全土に

対する将来的な影響を予測したこれまでの報告書の中で、 も詳細な 新のレビューであ

る。」この報告書の作成に寄与した Mills 研究員は、このように述べた。報告書は潜在的な

影響について不吉な予想を描いているが、「朗報は、もし国が直ちに周到な行動を起こせば、

将来の気候変動による も過酷な影響を避けられる可能性があるということである。それ

は、温室効果ガス排出の削減と、温暖化対策を取らない場合には不可避となる影響への対

応という、双方のバランスの取れた行動によって達成することができる。」と同氏は言う。 
 
 報告書では米国を 9 つのゾーン（南西部、北西部、大平原、中西部、南東部、北東部、

アラスカ、島部および沿岸部）に分け、それぞれのゾーンについて気候変動の潜在的影響

を記述している。カリフォルニアは南西ゾーンであると同時に、沿岸部ゾーンでもある。 

                                                 
注1 Global Climate Change Impacts in the United States 

(http://www.globalchange.gov/publications/reports/scientific-assessments/us-impacts/full-re
port) 
本号別稿「地球の気候変動による国家的・地域的影響(米国)」および「地球の気候変動による米
国への影響報告書要旨」参照。 
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バークレー研究所計数研究部門（コンピュータを利用した研究部門）科学計算グループ

の気候研究担当の Wehner 研究員は、将来の気候変動を予測し、同報告書中の世界および

米国に対する気候変動の影響に関する章を作成した。同研究員の関心領域の一つは、気候

変動が異常気象を引き起こす諸条件[の特定]である。 
 
 降水マップ（図 1）は、Wehner 研究員による予測の一つである。このマップは、特に

カリフォルニアでは春期に、北西地域太平洋側では夏期に降水量が激減することを示して

いる。 
 
 

バークレー研究所の Michael Wehner 研究員が作成した降水マップは、
特にカリフォルニアでは春期に、北西地域太平洋側では夏期に降水量が
激減することを示している。 
 
図 1 2080 年～2099 年期までの北米の降水量の変化に関する予測 
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 「たとえ降水量が増加すると予想される地域でも、気温が高くなれば蒸発する水分が多

くなり、結果として将来は干ばつが常態となるだろう。南西部では、水資源問題が主要な

問題となるだろう。」Wehner 研究員と言う。 
 
同氏が作成した図 2 は、全球平均地表気温(global mean surface air temperature)の過

去と未来の予測を示している。全球平均地表気温は、気候変動の影響の大きさを測る指標

である。2009 年以降の 3 つの異なる予測は、温室効果ガスの排出量が少ない場合のシナ

リオ一つと、排出量が多い場合のシナリオ二つで、温室効果ガスの排出によりもたらされ

る気温の上昇がどのような影響を及ぼすかについて示している。予測は、入手可能で も

洗練された気候モデルに基づいている。 
 
 

Michael Wehner 研究員が導きだした予測は、過去および未来の全球平均地表気温
(global mean surface air temperature、気候変動の影響の大きさを測る指標)を示して
いる。2009 年以降の三つの曲線は、温室効果ガスの排出による気温の上昇がどのよう
な影響を及ぼすかについてのシナリオである（一つは排出量が少ない場合、二つは排出
量が多い場合）。 
 

図 2 全球平均地表気温 

華 
 
 
 
 

氏 

20 世紀のシミュレーション 

低排出量シナリオ 

高排出量シナリオ（１） 

高排出量シナリオ（２） 

20 世紀の観察結果(NOAA)  
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「これらの予測や同様の予測は、今日の行動が温暖化率という点で顕著な違いとして現

れるには数十年かかることを明らかにしている。これが一因で、気候変動対策が難しい政

策問題になっている。即座に満足な（誰もが納得できる）結論が出るものではないのだ。」

Wehner 研究員は、こう言う。 
 
 バークレー研究所環境エネルギー技術部門で気候変動と保険業界の関係を研究している

Mills 研究員は、報告書中の社会およびエネルギー部門に対する影響を扱った項目を担当

した。保険業界は早い時点で気候変動による脅威に反応を示した業界の一つであった。な

ぜなら、火事や暴風雨の危険といった大惨事に対する予防教育では、リーダー的存在だっ

たからである。異常気象が起こる諸条件やその結果もたらされる損害は、おそらく業界全

体の収支のみならず、政府が提供する洪水や穀物被害のための保険プログラムの収支に甚

大な影響を与えると考えられる（図 3）。 
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米国では気象関連の保険の損失が拡大している。今日、典型的な気象関連の保険の損失は、
9/11 の同時多発テロ後と似た状況を呈している（2001 年のグレーの部分）。経済的損失のほ
ぼ半分は保険で賄われるため、実質的な損失は図中に示された損失のほぼ倍であると考えら
れる。 
 

図 3 保険損失の推移 
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「保険業界は、深刻な嵐といった異常気象がもたらす事象の増加に特に脆弱な産業の一

つである。しかし、社会がこうしたリスクを管理することに対する支援を始めてもいる。

世界 大の産業である保険業界は、気候変動のコストを社会全体に再分配する主要なメカ

ニズムの一つになろう。気候科学および公共政策や適応戦略立案のパートナーとして出現

しつつある保険会社もある。 [気候変動の]緩和と[気候変動への]適応が気候リスク管理の

協調戦略の両輪であると認識し、双方から恩恵を得るよう設計された「グリーン（環境に

優しい）」保険商品を提供している保険会社もある。」と Mills 研究員は言う。 
  
カリフォルニアは更に乾燥する 
 カリフォルニアや南西部に位置する州（ネバダ州、アリゾナ州、ユタ州、コロラド州、

ニューメキシコ州）では、降水量や水の供給量の減少が、気候変動の も突出した影響の

一つになるとみられる。報告書は、基準年（1901 年～1970 年）との対比で 2040 年～2060
年の間に河川流量が 10％～40％減少すると予想しており、水の供給不足により水の使用を

巡る競争が起こると警告を発している。 
 
「地域的、季節的な降水パターンが変化することで洪水と干ばつがより頻繁に、より集

中的に起こる可能性があり、また、雨期には深刻な集中豪雨が発生する一方、雨期と雨期

の間の乾期は長期化するとみられる。」と報告書には書かれている。 
 
 冬期の降水量は、雪が減り雨が増える。雨の降る地域にはより多くの雨が降り、乾燥し

た地域はますます乾燥する可能性が高い。この地域（カリフォルニア）では山の雪塊が減

少し、流出の時期が早まって春季になり、その後夏季に河川流量が減ると考えられる。カ

リフォルニアは、住宅用、商業用、農業用の水の供給を、春と夏の河川流量にかなり依存

している。 
 
カリフォルニアの農業は、河川流量の減少や干ばつの頻発のみならず、気温の上昇、そ

の結果起こる農業病害虫や雑草の増加がもたらす負荷の増加に直面するとみられる。洪水

や嵐の多発は沿岸の地域にとって脅威である。 
 
 降水量の減少に伴い、西部の森林の成長は減速する。このことは、サケ、マスなどの冷

水魚に更なる負荷を与えることになる。昆虫が大発生し、森林地帯に生態系的、経済的な

損失を与えることになろう。 
 
カリフォルニアは更に暑くなる 

 地球温暖化がもたらした気温の上昇により、2080 年～2099 年期に熱関連の病気数が増

加すると考えられる。たとえば、報告書の高排出量シナリオによれば、カリフォルニア南

部、セントラルバレー南部、アリゾナの西部で、華氏 100 度 (37.8℃)以上に気温の上がる
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日が 120 日を越えるところも出てくる。 
 
 米国における人口やその年齢構成、地域分布が変わることで、熱関連の病気が増加する

可能性を増幅させることもあり得る。高齢化が進むにつれ、高齢の市民は国内のより温暖

な地域（南西部砂漠地帯を含む）へ移動するからである。 
 
 気温の上昇による別の影響は、エネルギー需要の増加である。報告書は、カリフォルニ

アをはじめあらゆる地域で「冷房エネルギーに対する需要増加」が「ほとんどの地域で電

力使用の大幅な増加と、ピーク需要の増大化」を招くだろうと予測している。Mills 研究

員は報告書作成に参加し、気象とは関連のない現象には上昇トレンドがみられない一方で、

異常気象を原因とする停電がより発生し易くなると分析した。 
 
次のステップ 
 バークレー研究所では、気候変動の様々な側面に取り組む研究が続いている。地球科学

部門、計数研究部門および環境エネルギー技術部門の科学者たちは、シミュレーションを

行って、気候変動が地球に与える影響をより深く理解しようとしている。計数研究部門は、

環境対応型の計算技術を開発している。共同バイオエネルギー研究所注2とバークレー研究

所の他のプログラムは、輸送用のカーボンニュートラルな燃料を開発している。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：Berkeley Lab Scientists Contribute to Major New Report Describing Climate 

Change Impacts on the U.S. 
(http://newscenter.lbl.gov/press-releases/2009/06/16/climate-change-impacts/) 

 
 

                                                 
注2 三つある DOE バイオエネルギー研究センターの一つで、DOE 科学局内の生物環境研究部門に
よる国家規模の支援を受けている。 
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【地球温暖化特集】気候変動メカニズム 
 
急激な気候変動のシミュレーションをスーパーコンピュータで初実施(米国） 

 
 米国エネルギー省(DOE)オークリッジ国立研究所(ORNL)では、世界 速スーパーコン

ピュータを用いて、急激な気候変動のシミュレーションが実施されており、比較的 近の

地球の歴史の中で未解明だった（人間の活動に起因しない）自然的温暖化の時期に関する

新たな情報が明らかになりつつある。ウィスコンシン大学と国立大気研究センター

(NCAR)の科学者達が行ったこの取り組みは Science 誌の 2009 年 7 月 17 日号注 1に掲載さ

れており、地球の気候変動の原因とその影響に関する貴重な新データが提供されている。 
 
 この研究は、国立科学財団(NSF)の古気候プログラムと NCAR の支援により、DOE 科

学局の生物環境研究担当部門(OBER)と NSF から資金提供を受けた。 
 
 地球の気候は 45 億年の歴史の中で、温暖期と寒冷期を繰り返してきた。現在、地球の

気候は間氷期である。惑星軌道や太陽活動、火山噴火活動などの変化は全て、地球の気温

を変化させる。しかし産業革命以降に、人間が自然の気候変動よりも早いペースで地球を

温暖化させてきたことはほぼ確実である。気候変動に関する政府間パネル (IPCC: 
Intergovernmental Panel on Climate Change)の予測では、人間が化石燃料や森林の燃焼

で発生させた温室効果ガスにより、今世紀中に地球の平均気温が華氏 2～12 度(1～6℃)上
昇するとみられている。 
 
 自然な気候変動の多くは、何千年、場合によっては何百万年という期間で起きている。

しかし、何百年、場合によっては何十年という短期間で、急激な気候変動現象が起こった

こともある。これは、地球の 近の自然な温暖化の期間で、ベーリング・アレレード期

(Bolling-Allerod)注 2といわれる期間に発生した。 
およそ 1 万 9 千年前に北米大陸とユーラシア大陸で氷床注 3が融解し始め、1 万 7 千年前

までに融解した氷河注 4から北大西洋に大量の淡水が流れ込み、海流の循環が停まった。停

止の原因は、淡水の流入と表面熱による密度勾配である。そして海流循環の停止により、

「ハインリッヒ(Heinrich)イベント 1 注 5」と呼ばれるグリーンランドの寒冷化が引き起こ

された。この淡水の流入は、実質的に淡水流入が止まった 1 万 4,500 年前まで、断続的に

続いた。その後、グリーンランドの気温は数百年間で華氏 27 度(15℃)上がり、海面は約

                                                 
注 1 Science2009 年 7 月 17 日号：「Transient Simulation of Last Deglaciation with a New Mechanism for 

Bølling-Allerød Warming」 
注 2 1 万 4,600 年～1 万 2,700 年前に出現した急速な温暖化の時期。 
注 3氷床：広大な地域を氷で覆う大規模な氷河。現在は、南極とグリーンランドのみにある。 
注 4氷河：降雪からできた氷の塊で、山岳地の斜面や窪地を覆ったり埋めたりしている。 
注 5 終氷期以降、北大西洋周辺で、千年スケールの突然かつ急激な気候変動が起き、北大西洋に大量の氷山群

が流出した。 
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16 フィート(5m)上昇した。ベーリング・アレレード期のこの急激な温暖化の原因はこれま

で謎とされ、大きな議論を呼んできた。 
 
 「私達はこれらの一時的事象を初めてシミュレートすることができた」と、ウィスコンシ

ン大学で、大気・海洋科学および環境の研究を行う Zhengyu Liu 教授は話す。同教授の研

究チームは ORNL で DOE のスーパーコンピュータを使用して、急激な気候変動をシミュ

レートした。ORNL の NLCF 注 6は、DOE の INCITE 注 7プログラム（コンピュータ多用型

研究助成事業注 8）により、スーパーコンピュータの使用時間枠を決めた。「これは、大規模

で急激な気候変動をシミュレーションする私達のモデルの能力に対する妥当性確認試験の

中でも、これまでで も本格的なものである。将来の急激な気候変動に関するモデルの予測

精度を私達が評価するためには、この妥当性評価が必要不可欠である」と Liu は話す。 
 
 ORNL の NLCF は、DOE 科学局の先進的科学コンピュータ研究部(ASCR)から資金提

供を受けている。 
 
 ウィスコンシン大学の気候研究センター長である Liu と、その共同研究者 Bette 
Otto-Bliesner（NCAR の大気科学者／気候モデラー）は、多施設の研究者から成る学際的

研究グループを主導している。同研究グループは 新の気候モデルを使用し、 終氷期極

大期(last glacial maximum)～現在までの 2 万 1 千年間の気候の歴史について、世界で初

めてとなる連続シミュレーションに挑戦している。さらに同グループは、気候を予測する

ために、今後 200 年間分のシミュレーションも行う予定である。今回の発見は、グリーン

ランドと南極大陸で氷河の融解が続いている点を考慮した、海洋循環の今後の見通しにつ

いての、大きな手掛かりとなる可能性がある。 
 
 
急激な気候変動の 3 つの要因 
 従来の包括的気候モデルで行われてきた気候シミュレーションの殆どは非連続であり、

およそ千年ごとに、約百年間分のスナップショットが撮られている。このようなシミュレ

ーションでは、百年～千年周期で発生する急激な遷移をシミュレーションすることができ

ない。Liu と Otto-Bliesner は、毎秒 1,000 兆回の計算が可能なペタスケールのスーパー

コンピュータを用いて、全球気候の一連のスナップショットをつなぎ合わせて一つにし、

全球気候の仮想の歴史を動画で復元した。彼らはコミュニティ気候システムモデル

(CCSM: Community Climate System Model)を使用した。CCSM は、主に国立科学財団

(NSF)と DOE から助成を受けて開発された全球気候モデルであり、大気・海洋・大陸・

海氷間を連動させた相互作用が含まれている。 

                                                 
注 6 National Leadership Computing Facility: DOE が進める次世代スーパーコンピュータ調達計画。 
注 7 INCITE: Innovative and Novel Computational Impact on Theory and Experiment 
注 8 NEDO 海外レポート 973 号関連記事：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/973/973-21.pdf 
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 Liu と共同研究者達は、この連続シミュレーションから集めた見識を基にして、グリー

ンランドの氷コアで観察されたベーリング・アレレード期の温暖化を説明する新メカニズ

ムを提示した。彼らが示した 3 つのメカニズム（以下に記載）は気候の記録とも一致して

いる。 
 
① 華氏 9 度（5℃）上昇した温暖化の原因の 1 つは、二酸化炭素の大気中濃度が 45ppm

増加したためであるとの仮説を彼らは立てている。「ただし、二酸化炭素の増加原因につ

いては、まだ様々な研究が続行されている」と、Liu は述べている。 
 
 ② 二つ目の原因は、海洋による熱輸送の回復である。融解した淡水が氷床を押し流して、

海流の循環が止まり、その後、低緯度からの表層暖流が止まっていった。これにより、北

大西洋およびその周辺の寒冷化が引き起こされた。氷床の融解による淡水が北大西洋に流

入しなくなった時、この地域の温暖化が始まった。 
 
 ③気温が上昇した原因の 後の一つは、循環している海流のオーバーシュート（限界超

過）であった。「氷河の融解が止まった時、三千年間蓄積されてきた海面下の膨大な熱が、

数十年間で火山のように湧出し上昇した」との仮説を Liu は立てている。「この非常に大

きな熱の流れが海氷を溶かし、グリーンランドの気温を上昇させた。」 
 
 Liu と Otto-Bliesner の共同研究者は以下のとおりである：Feng He（ウィスコンシン

大学マディソン校博士課程、退氷モデルの主担当者）、Esther Brady (NCAR、海洋モデ

ラー)、Robert Tomas (NCAR、大気科学者)、Peter Clark (オレゴン州立大学、氷河学者）、

Anders Carlson（ウィスコンシン大学マディソン校、氷河学者）、Jean Lynch-Stieglitz
（ジョージア技術工科大学、古海洋学者)、William Curry（ウッズホール海洋学研究所、

古海洋学者）、Edward Brook（オレゴン州立大学、地球化学者）、David Erickson（ORNL、
大気モデラー）、Robert Jacob（アルゴンヌ国立研究所、コンピュータ専門家）、 John 
Kutzbach（ウィスコンシン大学マディソン校、気候モデラー）および Jun Cheng（南京

信息工程大学、気候モデラー）。 
「この学際的チームは、代替データ(proxy data)注 9の解釈からスーパーコンピュータの

コーディングに至るまで、各メンバーがプロジェクトの様々な面に貢献しており、このプ

ロジェクトの成功にとって不可欠であった」と Liu は話す。 
 
 2008 年のシミュレーションは、クレイ製 X1E スーパーコンピュータ「Phoenix」（ク

レイ製 XT システム「Jaguar」よりも速い機種）で実施された。2008 年、科学者達は 100
万プロセッサ時間弱を費やして、シミュレーションの 3 分の 1－すなわち、2 万 1 千年前

                                                 
注 9気象観測時代以前の気象データの代わりに、気候の指標となるもの。気候学的に敏感な指標が使われ、例え

ば以下のようなものがある：樹木や珊瑚の年輪分析（幅や密度、同位体組成など）、花粉分析、極地や高山

の氷床・氷河の分析（酸素同位対比、塵など）、古文書の解読など。 
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（ 終氷期 大期）から、1 万 4 千年前（一番現在に近い主要な自然的地球温暖期）まで

を実施した。残りのシミュレーションは、INCITE プログラムにより Jaguar を使用して

2009 年～2011 年間に 400 万プロセッサ時間を費やして完了する予定である。ここでは、

1 万 4 千年前から現在までの気候の把握、ならびに、今後 200 年間の気候の予測が行われ

る。「今回のシミュレーションは、私達双方にとって長年の夢であった」と Otto-Bliesner
は話す。「今回は CCSM や、オークリッジのコンピュータ設備、そして INCITE プログ

ラムの公募を上手く活用した。」包括的気候モデルでこのような長期間のシミュレーショ 
ンの実施に成功した研究グループは他にない。 
 
 
科学的基礎に基づいた予測 
 過去の気候をより正確に描くことは、気候の今後の見通しをより明確にとらえることを

意味する。「現在の予測によると、海流の循環は今後弱まる可能性が高いものの、来世紀

以降も停止することはないとみられる」と Liu は話す。「しかし、今後 100 年間で急激な

気候変動が起こるかどうかについては、依然として大変不透明である。その理由は、急激

な気候変動をシミュレートする気候モデルの能力の信頼度が低いためである。私達のシミ

ュレーションは、将来起きる可能性が高い急激な気候変動の予測を評価する上で、重要な

一歩である。その理由は、今回のシミュレーションによって、 近観察された主要な急激

な気候変動に関して、私達のモデルが厳しくテストされたためである。」 
 
 2004 年と 2005 年に DOE のスーパーコンピュータで行われた気候シミュレーションの

データは、世界の科学者のためのリポジトリ（データ格納庫）に提供され、約 300 件の学

術論文で利用された。このデータを利用した論文は IPCC の第四次報告書に引用されてお

り、地球が温暖化しているのは明白であることと、20 世紀半ば以降の温暖化の主原因が人

間であることが結論付けられた。 
 
 Liu と Otto-Bliesner のシミュレーションは、IPCC のデータ・リポジトリに入れられる

可能性がある。また、彼らのシミュレーションは、結果が再現できることを実証している。

このため、今回のシミュレーションは、古環境全体の情報資源となる可能性がある。 
一方で、地球の気候は絶えず変化していることが立証されている。私達人類が気候の変

動にどれくらいの影響を与えているかを理解することは、私達の世代の大きな課題である。

ペタスケールコンピューティングは、政策への情報提供や、気候変動の取組みの指針とな

る回答へと、私達を迅速に導いてくれるかもしれない。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 大釜 みどり） 
出典：http://www.ornl.gov/info/press_releases/get_press_release.cfm?ReleaseNumber=
mr20090716-00 
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【地球温暖化特集】 CO2回収 イオン溶媒    
 

よりクリーンで効率的な新 CO2回収方法（米国） 
 
 近い将来、よりクリーンかつより効率的に二酸化炭素（CO2）をその汚染源（たとえば

石炭火力発電所で排出される燃料排ガスなど）から分離できるようになる可能性がある。 
 
 ローレンスリバモア国立研究所(Lawrence Livermore National Laboratory: LLNL)の
研究者たちは、イオン液体（水の沸点(100℃)以下で液化する特殊なタイプの溶融塩）注1を

利用して CO2を元のガスから分離するスクリーニング（選別）法を確立した。この方法は

現在利用可能な方法に比べ、よりクリーンで、より実行可能性が高くて安定的な CO2分離

法になるとみられる。 
 
 化石燃料の燃焼時に排出される CO2 の量を削減するために大変な努力が続けられてい

るが、CO2を隔離するには、まず元のガスから CO2を分離しなければならない（これを「回

収」という）。この新技術は CO2回収プロセスの効率を飛躍的に高める可能性がある。 
 
 現在、少数だが商業規模の CO2回収能力をもつ石炭火力発電所は、皆モノエタノールア

ミン(monoethanolamine)を利用した化学吸収に基づくプロセスを採用している。モノエ

タノールアミンは、75 年ほど前に化学者によって開発された汎用の溶媒である。問題は、

これが非選択的で、腐食性があり、大型の設備を必要とすることである。また、CO2の低

分圧注2～中分圧という条件下でしか効果を発揮しない。 
 
 しかし新システムはこうした弱点の多くを克服している。 近科学者たちはイオン液体

に興味を示すようになった。なぜなら、イオン液体はほとんど蒸気圧注3のない溶媒で、高

温条件下でも蒸発しないからである。 
 
分離溶媒としてイオン液体を使用することは従来の溶媒に比べユニークな利点がある、

                                                 
注1 欧米では 100℃以下の融点を持つ塩をイオン液体（ionic liquid）と定義するのに対し、日本で

は室温程度でも液体になる塩をイオン液体と呼ぶ。また、イオン液体は主に有機材料で構成さ
れているため、その組み合わせは無限ともいえる。従って、優れた性能を引き出すことが可能
である反面、イオン液体の作成は煩雑で、構造と諸物性（融点、粘度、及びイオン伝導度など）
との間の明確な相関については解明すべき部分が多い。（参照：大野弘、「イオン液体の面白
さ」 (http://www.banyu-zaidan.or.jp/symp/about/symposium_2006/soyaku/ohno.pdf)；およ
び東京農工大学工学部生命科学科 大野・中村研究室、「新世紀のスーパーマテリアル『イオン
液体』」(http://www.tuat.ac.jp/~ohno/lab/ionic_liquid/IL.html)） 

注2 分圧とは、混合気体を構成する多成分のうちの一つが、混合気体と同じ体積を単独で占めたと
きの圧力を指す。（参照：「分圧」、ウィキペディア
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%9C%A7)） 

注3  ある温度で、ある物質の気体が液体状態あるいは固体状態と平衡になるような圧を（その物質
のその温度での）蒸気圧という。（参照：「蒸気圧とは」、ウィキペディア
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B8%E6%B0%97%E5%9C%A7)） 
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と LLNL の科学者 Amitesh Maiti 氏は言う。同氏の研究は、化学と持続可能性に焦点を

当てた新しい雑誌である ChemSusChem 誌の 新号で特集記事として取り上げられた注4。 
 
 この方法の利点としては、①化学的な安定性が高い、②腐食性が低い、③ほとんど蒸気

圧がない、④分離膜上での支持が可能、⑤無数にあるイオンの組み合わせの中から CO2

の溶解度を 適にするイオンを選択できる、などである。 
 
 Maiti 研究員の任務は、CO2 回収の効率を高めるために、いかなる溶媒（イオン液体を

含む）でも信頼性高くスクリーニングできるよう計算戦略を考案することである。 
 
 「特に石炭火力発電所のように様々な圧力や温度が存在する条件下で、すべての溶媒に

ついて迅速かつ正確に CO2 の溶解度を計算できる方法を確立することは[イオン液体を利

用したCO2回収法の]大きな利点である。イオン液体が溶媒として使用できるのであれば、

CO2回収プロセスは今日行われているプロセスよりずっとクリーンで、より利用し易いも

のとなるだろう。」と Maiti 研究員は語った。 
 
 過去数年、いくつかのイオン液体が CO2にとって効率的な溶媒かどうか確かめるべく実

験が行われ、CO2回収に 適なイオン液体の選択に役立つデータが集められた。 
 
 「しかし新たな実験を行うたびに時間と費用がかかる。また、特定のイオン液体が簡単

に入手できないことから、往々にして実験が遅れる。どのイオン液体が CO2を分離するの

に 適か予め解読できる計算ツールを創れば、実地試験を行う時にはずっと効率的なプロ

セスになっている可能性がある。」Maiti 研究員はこう言った。 
 
 同氏は量子化学ベースの熱力学的アプローチを構築して、希釈率を問わず、全ての溶媒

中の溶質（この場合は CO2）の化学的可能性を計算した。そして、この計算結果と実験上

適合した CO2の状態方程式注5のデータを統合すれば、膨大な数の溶媒（イオン液体を含む）

の正確な溶解度値を求めることができることを見出した。また、計算上の溶解度と、過去

数年着実に蓄積してきた実験上の溶解度値を直接比較することによって、このことを確認

した。 
  
次に、Maiti 研究員はこの方法を用いて、実験で も効率的であると実証された溶媒と

比べて約２倍の CO2溶解度をもつ新たな溶媒の種類を予測した。 
 

                                                 
注4 Theoretical Screening of Ionic Liquid Solvents for Carbon CaptureChemSusChem, July 

2009 (http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/122464978/HTMLSTART) 
注5 物質の状態を温度・圧力・体積などの変数として表す式。（引用：状態方程式、デジタル大辞泉  

(http://kotobank.jp/word/%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8
F)） 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1052,  2009.10.7 
 

28 

 「イオンの数は膨大にあるので、やらなければならないことはまだたくさんある。」同研

究員はこう付け加えた。 
 
 Maiti 研究員は、科学者が正確な計算方法を利用して有益なトレンドを見つけ、ひいて

は非常に大きな CO2回収効率をもつ実用的な溶媒の発見につながることを期待している。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：A new method to cleaner and more efficient CO2 capture 

(https://publicaffairs.llnl.gov/news/news_releases/2009/NR-09-07-04.html) 
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【地球温暖化特集】 CO2回収・貯留 
 

CO2回収・貯留の研究開発促進に新たに 6,200 万ドル助成（米国） 
 
 米国エネルギー省(DOE)のスティーブン・チュー長官は 9 月 16 日、二酸化炭素(CO2)回
収・貯留の研究開発を促進するために次年度以降 6,200 万ドル以上の資金提供をすること

を発表した。この米国再生・再投資法に基づく投資は、新しい仕事を創出し、米国を気候

変動のリーダーの位置につけ、温室効果ガスの排出を削減するというオバマ政権の公約を

反映したものである。 
 

「米国、中国その他の国々においては、エネルギーの未来にとって石炭が重要であるこ

とを考慮するならば、CO2を回収して貯留するための方法を開発することは極めて重要な

問題である」とチュー長官は語る。「こうした技術は、この地球をもっと健康的にするば

かりでなく、我々の経済を強化し、新世代のクリーンエネルギー関連の雇用の基礎を築く

ものである。」 
 
立地（地層）特性評価 

排出されたCO2を貯留する技術開発というオバマ政権の公約の一環として、DOEはCO2

貯留のための有望な地層の立地特性研究に 4,975 万ドルを提供する。発表された 11 のプ

ロジェクトは CO2を安全かつ永久に貯留するためのこうした地層の可能性について理解

を増進させるであろう。 
 
選ばれたプロジェクトは、可能性のある貯留層の実用性を判定する役割を果たす。また、

公共のデータベースとの連携および技術ワーキンググループへの参加を通じて、用地評価

の成功事例と立地選定承認に関する既存のデータを補完する。これらのプロジェクトから

得られた情報は、国内の地層の CO2貯留量査定能力を育成するという DOE の取り組みを

進めるものである。 
 
選ばれたプロジェクト全体のリストは以下のサイトを参照のこと。 

http://www.energy.gov/news2009/documents2009/Site_Characterization__Awards_75.
pdf 
 
地中隔離の訓練と研究 
 今回の発表の中には、地中隔離技術訓練と研究に対する資金 1,270 万ドルが含まれてい

る。全部で 43 あるこうしたプロジェクトは、大学院生および学部学生に、CO2回収・貯

留技術の実施と展開に必要な技能を育成するための訓練の機会を提供する。これらのプロ

ジェクトは次の先端研究領域に、国内の大学の研究資源を提供する。 
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・シミュレーションとリスク評価 
・監視、検査および評価 
・地質学に関係した分析ツール 
・地球物理学モデルの解釈手法 
・二酸化炭素回収 
 
資金獲得者とプロジェクトに関する情報のリストは下記を参照のこと。 
http://www.energy.gov/news2009/documents2009/Training_Awards_12.pdf 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 清水太郎） 
 

出典：http://www.energy.gov/news2009/8016.htm 
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【地球温暖化特集】 排出量取引 

 
EU 加盟国は「カーボン・リーケージ」危機部門リストを承認 

 
EU（欧州連合）の加盟各国は 2009 年 9 月、「カーボン・リーケージ」の危機にさらさ

れるとみなされる 164 の産業部門及び小部門を列挙した決議案を承認した。2013 年から

適用されるEU排出量取引システム(EU Emissions Trading System ：EU ETS)の下では、

こうした部門の施設は、他の産業部門よりも無償の温室効果ガス排出枠を高い割合で受け

取ることになる。 終案は欧州議会と理事会で精査されたのち、欧州委員会により今年末

までに採択される。 
 
カーボン・リーケージ（CO2漏出問題）とは、強い国際競争下にある産業部門の企業が、

EU から脱出して、温室効果ガスの排出規制が EU よりも厳しくない第三国に移転してし

まうかもしれないというリスクのことである。 

 

欧州委員会の気候変動委員会の会議において、カーボン・リーケージの重大な危機に直

面していると欧州委員会が判定した 164 の産業部門および小部門（下位セクター）につい

て、加盟国が賛成の意見を述べた。このリストは、CO2 のコストに関する詳細な基準と、

2008 年 12 月に気候とエネルギーのパッケージ政策注1の一部として合意された改正 EU 
ETS 指令で提示された通商障害(trade exposure)をもとに起案されたものである。 
 

12 月にコペンハーゲンで行われる国連気候会議において、国際的な気候変動に関する合

意ができれば、CO2漏出の危機は縮小する可能性があるかもしれない。そうであれば欧州

委員会はコペンハーゲン合意に照らしてリストを見直し、修正案を提案するであろう。 
 
リストが見直されることがなければ、これは 2014 年まで 5 年間適用される。ただしこの

期間中にもリストに部門が追加されることはありうる。新しいリストは 2015～2019 年に

適用される。 
 

CO2漏出の危機にあると判定された産業部門及び小部門（下位セクター）は、EU ETS
でカバーされる総排出量のおよそ 1/4、EU ETS の製造業部門からの総排出量の約 77%と

予測される。ETS でカバーされる排出量で大きな割合を占める電力部門は、2013 年から

は無償の排出枠は受けられない注2。例外は、いくつかの加盟国で電力部門の近代化を支援

する場合のみである。 
 
                                                 
注1 Commission welcomes adoption of climate and energy package 参照。

（http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/628&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en） 

注2 オークション（入札）で各国政府から排出枠を買い取ることになる。 
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産業施設が受け取る無償排出枠の実際の数量は 2011 年に決定される。これは 2010 年末

までに決定されることになっている共通の実績基準（ベンチマーク）をもとに行われる。

指令の規定によれば、産業部門は 2013 年には基準排出枠の 80%を無償で受け取ることに

なる。この無償比率は年々減少して 2020 年には 30%となる。カーボン・リーケージの危

機にあるとみなされた部門については基準排出枠の 100%を無償で受け取る。この基準（ベ

ンチマーク）は EU の各産業部門または小部門（下位セクター）において、温室効果ガス

排出の観点で2007～2008年で も効率の良かったトップ10％の平均実績を反映したもの

である。したがってこれらのベンチマークは ETS 対象施設に、CO2 排出量を削減し、エ

ネルギー効率を改善しようという新たなインセンティブを創出するものである。ベンチマ

ークが厳しいものであることから考えると、排出枠のすべてを無償で獲得することができ

るのは、 も効率的な施設のみであろう。 
 
この原案を準備するために、欧州委員会は数回の広範なステークホルダー（利害関係者）

との協議会を開催し、また産業界、NGO、学界および加盟国との二者間会談を数多く行っ

てきた。策定作業は欧州委員会の環境総局および企業産業総局間の緊密な協力のもとに実

施された。 
 
欧州委員会による提案された産業部門および小部門のリストについての原案は下記の欧州

委員会の CO2漏出のサイトを参照のこと。 

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm 
 
改訂 ETS 司令および問答集は以下のサイトを参照のこと。 
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 清水太郎） 
出典：

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1338&format=HTML&
aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
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【地球温暖化特集】 途上国向け国際金融支援   

 
気候変動対策費の途上国向け支援計画案を提出(EU) 

 
 欧州委員会は、途上国が気候変動問題に取り組むのを支援するため、国際金融支援の規

模の拡大にむけた計画案を提出した。このイニシアティブは、12 月にコペンハーゲンで開

催される気候変動枠組み条約締約国会議で、世界規模での野心的な気候変動対策を合意し

やすくすることを目指している。2020 年までに、途上国は温室効果ガス排出を削減し、

気候変動による影響に適応するために年間 1,000 億ユーロを支出する必要に迫られるとみ

られる。必要な資金の多くは国内および拡大した国際炭素市場（排出量取引市場）で調達

されることになろうが、年間約 220 億～500 億ユーロの国際的な公的資金援助も必要にな

ると考えられる。欧州委員会は、先進国および新興国（経済的に比較的発展している途上

国）も、排出に対する責任（排出量）や支払い能力に応じて公的資金を拠出すべきである

と提案している。このことは、もしコペンハーゲンで野心的な合意が達成された場合、欧

州連合（European Union: EU）の負担が 2020 年までにおよそ 20 億～150 億ユーロに上

る可能性があることを意味している。 
 
 欧州委員会のバローゾ委員長は、次のように述べた。「コペンハーゲンの会議まで 90 日

を切ったが、この[国際資金援助の]交渉を真剣に進展させる必要がある。そのため欧州委

員会は、気候変動との闘いに対する資金援助方法に関して、初の意義深い提案を交渉のテ

ーブルに乗せようとしている。支援する額は非常に大きくなる可能性があるが、野心的か

つ公正なものである。欧州が率先して資金を拠出すると決めているが、他の先進国や新興

国も貢献しなければならない。」 
 
 欧州委員会のスタブロス・ディマス環境担当委員は、さらに付け加えた。「EU は、これ

まで率先して野心的な温室効果ガス排出削減目標に取り組み、目標を達成するための措置

に合意してきた。その結果、我々は京都議定書の削減目標を順調に達成できる見通しであ

る。次は、 [2013 年以降の国際的な枠組み作りのための]交渉の行き詰まりをコペンハー

ゲンの会議で打破しなければならない。そのために欧州委員会は、途上国が温室効果ガス

排出の増加を抑制し、気候変動に適応するのに必要な行動を取る際にかかる費用を支援す

るための、バランスの取れた計画案を提出した。我々のイニシアティブは、コペンハーゲ

ンで強固な合意に達するという、我々の戦略的な優先順位を反映している。」 
 
国際交渉 

 12 月 7 日～18 日のコペンハーゲン気候変動会議では、京都議定書に代わる[次期枠組み

の構築を目指し、]気候変動に対する世界規模の合意に到達するための交渉をまとめる計画

である。EU は、地球温暖化が危険なレベル（科学者たちの提唱によれば産業革命前の気

温から 2℃以上）に到達するのを防ぐ野心的かつ包括的な取り決めを推進している。 
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資金需要 
 世界規模で野心的な合意に達することを前提とした欧州委員会の 善の推計に基づく場

合でも、途上国は温室効果ガス排出の削減と気候変動の影響への適応の費用として、2020
年までに年間およそ 1,000 億ユーロの資金が必要になる。 
 
 この額は主として三つの資金源で賄われる―①途上国国内の公的および民間の資金が

20～40%、②国際炭素市場が約 40%、③残りが国際的な公的支援になるとみられる。 
 
1. 国内調達 

先進国同様に途上国でも、温室効果ガス排出の削減に必要な投資の相当部分を国内の民

間部門からの資金調達で賄うことが必要になると考えられる。 
 
2. 拡大した炭素市場（排出量取引市場） 

欧州委員会は、巧みに設計された、拡大した国際炭素市場により、2020 年までに年間

約 380 億ユーロの資金が途上国へ流れる可能性があると推定している。しかし、EU が提

唱するように、これは先進国が全体として 30％の削減目標を受け入れること、また新興国

では、プロジェクトごとのクリーン開発メカニズム注1に代わって部門別のクレジット割り

当てメカニズムが導入されることが前提になっている。 
 
3. 国際的な公的支援 
 炭素市場が活況を呈すれば呈するほど、公的部門からの国際資金援助の必要性が低くな

る。公的国際資金援助は、先進国だけでなく、新興国からも提供されなければならない。

各国の負担は、排出責任（排出量）と支払い能力に応じて合意された規模に基づく必要が

ある。この基準の相対評価に基づけば、EU の拠出は全世界の拠出分の 10%～30%の間に

なろう。 
 
 欧州委員会は、途上国では公的国際資金援助が 2013 年には 90 億～130 億ユーロ、2020
年までには年間 220 億～500 億ユーロ必要になると推定している（附表）。これは、EU の

拠出が 2013 年には 9 億～39 億ユーロ、2020 年までには年間 20 億～150 億ユーロになる

ことを示唆している。 
 
「早期開始分」資金援助 

 コペンハーゲンでの取り決めが成功することを前提として、途上国に対する公的国際資

                                                 
注1 Clean Development Mechanism：CDM。温室効果ガス排出を削減するための京都メカニズム（クリーン

開発、共同実施、および排出量取引）の一手法で、先進国が資金的技術的支援を行って、途上国で温室効果

ガス削減事業または二酸化炭素吸収促進事業を実施した場合に、排出削減量の一部をその先進国の排出削減

量としてカウントできる制度。CDM を通じて発行されるクレジット（排出枠）を Certified Emission 
Reduction(CER)といい、クレジット 1 単位は CO2削減量 1 トンに相当し、1 トン単位で取引される。 
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金援助の早期開始が求められる。2010 年～2012 年には年間約 50 億～70 億ユーロの支援

が必要になるとみられる。 
 
 提案で示された通常規模[EU が全世界の支援の 10~30 ％を拠出]で計算すれば、EU の

拠出は年間 5 億～21 億ユーロになると見込まれる。しかし欧州委員会は、EU はこの推定

額以上に拠出額を増加させるべきであると提案している。 
 
次のステップ 

 欧州議会と欧州理事会は、提案に示された主要な項目について検討することが求められ

る。 
 
 
詳細： 

・提案に関する Q&A（MEMO/09/384 参照） 
→本号の別稿「気候変動対策費の途上国向け国際支援計画案に対する Q&A(EU)」を参照

されたい 
・国際交渉に関する環境理事会のページ 
→  http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm  
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附表 

 
2010 年～2020 年に必要な途上国向けの国際公的支援の年間拠出額*の推計（2005 年基準価格） 

(単位：10 億ユーロ) 

 
2010 年～2012 年
(「早期開始」分)

2013 年 2020 年 
 

排出削減 
1 3~7 10~20 

エネルギーおよび産業 
       (3~ 6) 

農業および REDD** 
       (7~14) 

温暖化への適応 
2~3 3 10~24 

能力の構築 
1~2 2 1~ 3 

研究および技術の普及 
1 1 1~ 3 

合計 
5~7 9~13 22~50 

*コペンハーゲンの取り決めが、地球温暖化を産業革命前の気温より 2℃以内の上昇に抑制するとい
う提案に合致していることを前提とする。 

* *REDD: Reducing emissions from deforestation and forest degradation （森林伐採および森林
劣化からの排出量を削減すること） 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 吉野晴美） 
 
 
出典：Climate change: Commission sets out global finance blueprint for ambitious 

action by developing nations 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1297&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) 
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【地球温暖化特集】 途上国向け国際資金援助   

 
気候変動対策費の途上国向け国際支援計画案に対する Q&A(EU) 

 
欧州委員会提案の目的は何か？ 

 提案は、途上国が気候変動と闘うのを支援するために国際的な資金援助枠を拡大する計

画案（ブループリント）を示したものである。 
 
 提案は、地球温暖化が危険なレベルに達するのを防止するための道筋をつけるために、

2009 年 12 月にコペンハーゲンで開催される気候変動枠組み条約締約国会議（以下、国連

気候変動会議）で公正かつ効果的な合意に達するのを促進することを目指したものである。

この会議では、2012 年に終了する京都議定書の第一約束期間に続くものとして、国際社会

がさらなる気候変動対策をとるための国際的な枠組みを構築することになっている。 
 
 コペンハーゲンの会議で 2013 年以降の野心的な合意に達するためには、財政問題が中

心になるとみられる。途上国は、交渉進展の条件として、財政問題に関する先進国の明確

な立場の表明を求めている。 
 
 欧州委員会の提案は、この膠着状態の打破を模索するものである。特に途上国の気候変

動対策費を支援するための資金援助の問題に焦点を当て、そのために必要な資金援助の種

類と規模に関する計画案を提示している。これは、欧州委員会の前回の提案「コペンハー

ゲンでの気候変動に対する包括的合意に向けて」（2009 年 1 月）を補完するものである。

この 2009 年 1 月の提案は、コペンハーゲンの会議で議論されるべきあらゆる種類の基本

的要素（温室効果ガス排出削減目標とそのための行動、気候変動への適応、資金提供およ

び技術援助を含む）に関する具体的な提案を示している。 
 
 それ以降、国際レベルで進展が見られた。特に、7 月のラクイラ・サミット（イタリア）

で主要経済国フォーラム(Major Economies Forum: MEF)に属する先進国および途上国の

指導者たちが、産業革命前の全球平均温度から 2℃以上上昇させるべきではないという科

学的見解を支持したことは注目に値する。コペンハーゲン会議での課題は、温室効果ガス

排出削減目標と目標達成のために共同で取り組む対策について合意することである。 
 
提案中の主要な項目は何か？ 

 主要な点は以下のように要約できる。 
 
・コペンハーゲン会議で 2013 年以降の野心的合意に達すると仮定した場合、途上国が温

室効果ガス排出を削減し気候変動に適応するのに必要な資金援助の規模は 2020 年まで

に年間およそ 1,000 億ユーロに達すると推定されている。 
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・この資金援助は主として 3 つの財源からの拠出が必要になろう：①途上国の国内資金調

達（公的および民間）、②国際炭素市場（国際排出量取引市場）、③国際公的資金提供。

温室効果ガス排出削減という点で全体として合意内容が野心的であればあるほど、先進

国から途上国への資金援助の額が増加する。同時に、より野心的で広範に普及したキャ

ップ・アンド・トレードシステム(cap and trade system)注1も民間部門の資金の流れを産

み出し、途上国での温室効果ガス排出削減に寄与すると考えられる。 
 
・もし適切に設計されれば、国際炭素市場（国際排出量取引市場）は途上国への資金の流

れを増加させ、2020 年には年間約 380 億ユーロに達するとみられる。資金の流れがこ

の規模になるよう、後発開発途上国(Least Developed Countries: LDC)に対するクリー

ン開発メカニズム注2に焦点を当てつつも、コペンハーゲン会議では部門別クレジット注3

割り当てメカニズムを新設する必要がある。欧州連合（European Union: EU）は EU
排出量取引制度（Emission Trading System: ETS）のもとで、新たなメカニズムへ移行

するインセンティブを創設すべきである。 
 
・ 2020年までに必要とされる約 1,000億ユーロの資金の流れに貢献するものとして、2020

年には年間 220 億～500 億ユーロの国際的な公的資金援助が準備できていなければなら

ない。先進国のみならず、経済的により発展した途上国（新興国）も拠出を求められる。

2013 年から、公的資金援助は支払い能力と排出責任（排出量）に基づき分担されなけ

ればならない。この条件を当てはめると、国際公的資金援助に対するEUの拠出額は 10%
～30%程度になるとみられる。 

 
・気候変動適応策への支援は、 も脆弱で貧困な途上国に優先順位を与えなければならな

い。 
 
・国際航空部門および海上輸送部門は、世界規模の市場ベースの手段を導入してこれらの

部門からの排出に対処した場合、革新的な資金援助制度の重要な一翼を担う可能性があ

る。この問題については後述する。 
 

                                                 
注1 温室効果ガスの排出削減義務が課された施設に排出量の上限(Cap)を設定するシステムのこと。 
注2 Clean Development Mechanism：CDM。温室効果ガス排出を削減するための京都メカニズム（クリーン

開発、共同実施、および排出量取引）の一手法で、先進国が資金的技術的支援を行って、途上国で温室効

果ガス削減事業または二酸化炭素吸収促進事業を実施した場合に、排出削減量の一部をその先進国の排出

削減量としてカウントできる制度。CDM を通じて発行されるクレジット（排出枠）を Certified Emission 
Reduction(CER)といい、クレジット 1 単位は CO2削減量 1 トンに相当し、1 トン単位で取引される。 

注3 京都メカニズムに基づいて発生した排出権をクレジットといい、以下の 4 種類がある－①各国に割り当て

られる排出量（Assigned Amount Unit：AAU）、②吸収源活動による吸収量（Removal Unit：RMU）、

③共同実施で発行されるクレジット（Emission Reduction Unit：ERU）、④クリーン開発メカニズム（Clean 
Development Mechanism: CDM）で発行されるクレジット（Certified Emission Reduction：CER）。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1052,  2009.10.7 
 

39 

・将来の国際資金援助体制の管理は、分権的かつボトムアップ型であるべきである。また、

透明で、効果的なモニタリングが保証され、効果的な支援を確保するための合意に基づ

く基準を尊重するものでなければならない。新設される国際気候変動資金援助支援に関

するハイレベル・フォーラムが、定期的に温室効果ガス排出削減対策や適応対策におけ

るずれやバランスの崩れを監視し、見直すべきである。 
 
・LDC を除き、全ての国が 2011 年までに低炭素型成長計画（実効性のある中長期の目標

を含む）と、温室効果ガス排出・削減の実績に関する年次報告を準備しなければならな

い。EU は 2011 年までに、EU 自身の 2050 年までの低炭素型成長計画を提示しなけれ

ばならない。 
 
・コペンハーゲン会議で合意に達すると仮定した場合、途上国の気候変動への適応、温室

効果ガス排出削減、研究および能力開発に必要な早期開始（2010 年～2012 年）分の資

金援助は、年間 50 億～70 億ユーロ程度になる可能性がある。EU は、2010 年から、年

間 低 5 億～21 億ユーロを早急に支援する方向で検討しなければならない。 
 
・2013 年以降の期間について、欧州委員会は単一の、全 EU 規模の資金提供を提案する

予定である。これには、EU の予算から資金を拠出すべきか、独立の気候変動基金を創

設すべきか、あるいはこれらを組み合わせるか、といった問題が含まれる。加盟国から

の個別の直接援助も、EU 全体の取り組みの一環として重要な財源になると考えられる。 
 

気温の上昇を 2℃以内に抑えるために、途上国への資金の流れをどのように増加させるの

か？ 
コペンハーゲン会議の合意で EU の提案が支持されると仮定とした場合、欧州委員会は、

途上国の温室効果ガス排出削減および温暖化への適応に必要な資金の純追加分が 2020 年

までに年間 1,040 億～1,180 億ユーロ（2005 年基準価格）になると推定している。 
 
温室効果ガス排出削減のための追加費用は、940 億ユーロになるとみられる。エネルギ

ー業界および産業界が 710 億ユーロと、 大の比率を占める。林業および農業部門の追加

費用は 230 億ユーロになるとみられる。 
 
 気候変動への適応対策費は 2020年までに 100億~240億ユーロになると見積もられてい

る。 
 
この資金は誰が負担するのか？ 

 欧州委員会は以下の三つの財源を想定している。 
① 途上国自身の国内資金（公的および民間） 
②拡大した国際炭素市場（排出量取引市場） 
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③公的部門による国際資金援助 
 
 調達しなければならない資金の総額に占める各財源の内訳は、国内資金が 20～40％、国

際炭素市場が 40％、残りが国際的公的資金援助になるとみられる。炭素市場が活況を呈す

れば呈するほど公的部門による国際資金援助が減少する。 
 
国内資金（公的および民間）の役割は何か？ 

 必要な投資の 大の部分は、途上国自身の国内の民間資金調達で賄われる必要があろう。

必要な投資（特にエネルギー効率の向上への投資）の主要な部分は、投資額はエネルギー

費用の低減を通じて回収できるため、既に商業的に実現可能である。 
 
 たとえば、エネルギー部門による排出削減の 2/3 は低費用のエネルギー効率措置で達成

できる可能性がある。エネルギー部門の民間投資は、適切な政策枠組みの構築を通じて刺

激することができる。これには、主要な排出部門を対象に含む排出量取引システム、国レ

ベルの規制、経済的なインセンティブなどが考えられる。多くの途上国ですでに導入して

いるエネルギー効率基準は、旧式の炭素集約型（二酸化炭素大量発生型）技術を越えてい

る。他にも革新的な措置が途上国の民間投資を促進させる可能性がある。たとえば、再生

可能エネルギーに関する EU 指令により、北アフリカにおける再生可能エネルギー用の新

インフラへの新たな投資が可能になる。 
 
 さらに発展段階に応じて、多くの途上国、特に新興国は必要な国内投資を実施するため

の十分な財源を保有している。たとえばブラジルは、森林伐採からの排出量を削減するた

めの費用の相当部分を負担すると表明した。 
 
 気候変動への適応対策向けの資金援助の大部分は、民間の家計部門や民間企業自身の経

済的利益に合致することから、彼ら自身が負担する。危険にさらされる可能性を 小限に

することにより、建物などの個人資産が次第に「気候変動に強い（climate proof）」もの

になることを、彼らは納得する。 
 
 しかし、 貧国（特に LDC）および途上国の 貧困層に属する人々は、気候変動の悪影

響に適応するための気候変動対策に投資する十分な手段を持たないとみられる。こうした

国や人々は、主として国内外の公的資金援助に依存することになろう。 
 
必要な資金の流れを産み出すための国際炭素市場の有望な役割は何か？ 

 国際炭素市場は、途上国で民間部門の投資を促進する一方で、先進国がより費用効果的

に（低コストで）自己の排出量削減目標を達成するのに効果的なツールであることを証明

した。しかし、現在の市場メカニズムは純粋なオフセット（相殺）に基づくものであるた

め、たとえば、途上国で 1 トン温室効果ガス排出が削減される裏で、新たに 1 トンが途上
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国で排出される可能性がある。従って、現行の様式のメカニズムは世界規模の排出削減努

力に寄与するものになっていない。巧みに設計された、拡大した国際炭素市場は、炭素ク

レジットの販売を通じて途上国への資金の流れを増加させる一方で、途上国に世界規模で

の削減努力に自ら貢献するインセンティブを与える可能性がある。 
 
 欧州委員会は、国際炭素市場からの途上国への潜在的な資金の流れは 2020 年に年間 380
億ユーロに上る可能性があると推定している。実際の資金流入の規模は、コペンハーゲン

会議で合意される主要な項目の数によるとみられる。市場がその能力を全面的に発揮する

ためには、先進国は排出削減目標を高い野心的なレベルに設定する必要がある。また、京

都議定書第一約束期間の国別削減目標以上に削減できた場合（いわゆる hot air 注4）に、

その余剰分を炭素市場で売買してはならない。EU は、2015 年までに EU ETS と米国、

オーストラリア等の先進諸国で計画されている EU ETS に匹敵する国内のキャップ・ア

ンド・トレードシステムをリンクさせることにより、OECD 全域を対象とする活気のある

炭素市場の構築を模索している。 
 
 必要な規模の資金の流れを産み出すために、コペンハーゲン会議では、新興国が自国の

国際的競争力のある部門を対象とした部門別のクレジット割り当てメカニズムを新設する

ことに合意する必要がある。CDMは改革が必要であり、LDC に焦点を当てるべきである。

EU は、EU ETS の下でこのシステムへの移行を促進するインセンティブを創出しなけれ

ばならない。 
 
公的部門からの国際資金援助はいくら必要か？ 

 野心的なコペンハーゲン合意が成立した場合には、国内の財源や国際炭素市場からの資

金調達を補完するものとして、途上国は公的部門からの多額の国際資金援助が必要になる

とみられる。 
 
 炭素市場での資金調達額が大きければ大きいほど、公的部門からの国際資金援助の額は

少なくなる。EU の立場に沿った世界的規模での野心的な合意が達成された場合、欧州委

員会は、途上国が 2013 年に 90 億～130 億ユーロ、2020 年までに年間 220 億～500 億ユ

ーロの国際公的資金援助を必要とすると推定している。 
 
 これらの推定額は、以下の仮定に基づいている―①先進国全体で排出削減目標を 30％に

設定する、②途上国が 2020 年までに、何も対策を講じなかった場合と比較して排出の伸

                                                 
注4 京都議定書で定められた温室効果ガスの削減目標に対し、経済活動の低迷などにより二酸化炭素（CO2）の

排出量が大幅に減少していて、相当の余裕をもって目標が達成されることが見込まれる国々（旧ソ連や東

欧諸国）の達成余剰分のこと。 
この余剰分の排出枠が先進国に「排出権取引」を通じて売却され、先進国の実質的な排出削減を阻害す

ることが懸念されている。（出典：ホットエア、EIC ネット 
(http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2451)） 
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びを約 15～30％抑制する。しかし、これまでの先進国の削減目標が消極的であることを考

慮すると、国際公的資金援助は 2020 年に年間 1,200 億ユーロに増加する可能性がある。 
 
国際公的資金援助の拠出額は世界でどのように分担されるのか？ 

今日の世界規模での温室効果ガス排出の責任が先進国にも途上国にもあることを考慮

すれば、LDC を除く全ての国による国際公的資金援助への拠出が必要である。 
 
 2013 年からの各国の拠出額を決定する「規模」あるいは主要項目が、現在国際的なレベ

ルで議論されている。欧州理事会は、二つの基準、すなわち「排出責任(排出量) 」および

「支払い能力」に基づく拠出への支持を表明した。 
 
EU の拠出額はどのくらいか？ 
 上記の二つの基準に基づけば、それぞれの基準に対する相対的なウェート付けにもよる

が、EU の 2013 年からの国際公的資金援助への拠出は 10％（世界規模での排出量に対す

る EU の排出量シェア）と 30％（全世界の GDP に対する EU の GDP シェア）の間にな

るとみられる。 
 
 この推定値から計算すると、EU の拠出額は 2013 年に 9 億～39 億ユーロ（全世界で拠

出する 90 億～130 億ユーロの 10～30％）、2020 年までに年間 20 億～150 億ユーロ（全

世界で拠出する 220 億～500 億ユーロの 10～30％）に達することが示唆される。 
 
 EU の拠出額の相当部分は、EU ETS のアローワンス注5のオークションによる収入から

賄われるとみられる。なぜなら、同システムの第三期間[2013～2020 年]ではオークション

で得られた収入の少なくとも 50％を、気候変動との闘いのための域内外の活動に充てるこ

とが合意されているからである。 
 
EU の国際公的資金援助は EU の予算から拠出されるのか？ 
 2013 年以降の EU の財政枠組みのための提案パッケージの一環として、2013 年以降の

期間について、欧州委員会は国際公的資金援助に関する単一の、EU 規模の資金提供を提

案する予定である。この提案は、2013 年からの資金提供が EU の予算内で執行されるべ

きか、あるいは EU の予算とは別に独立した気候変動基金を設けるべきか、あるいはこの

二者の組み合わせにするか、といった問題に取り組むことになろう。 
 
 欧州委員会は、欧州議会が全面的に関与できる EU の予算内での執行を強く望んでいる。

EU の予算を使用する場合には、現行の財政枠組みの対象期間になっている 2013 年のた

                                                 
注5 EU ETS の下で登録された対象施設に交付される「キャップ・アンド・トレード」型の排出枠をアローワ

ンスという。現在はこのアローワンスは全て対象施設に無償で割り当てられているが、2013 年からはオー

クション（入札）により対象施設が各国政府から買い上げる部分が順次増やされていくことになっている。 
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めに暫定予算が必要とされる。加盟国による個別の貢献も、EU 全体の取り組みの一環と

して EU の資金提供の財源として重要な一翼を担うものである。 
 
 もし EU の予算を使用しない場合には、加盟国の特殊な事情を考慮しつつ、国際レベル

の拠出に適用される基準に従って EU 域内からのメンバーによる組織が拠出を準備する。 
 
途上国はいつから国際公的資金援助を受け取るのか？ 
 コペンハーゲン会議で野心的な合意に達すると仮定した場合、途上国を支援するための

国際公的資金援助は 2010 年に早期開始分を拠出しなければならない。途上国の気候変動

への適応、温室効果ガス排出削減、研究、能力形成に必要な国際公的資金援助の額は、2010
年～2012 年に 50 億～70 億ユーロになると推定されている。 
 
 前述のように EU の拠出割り当てが 10～30％になった場合、EU は 2010 年から年間 5
億～21 億ユーロを早急に支出する方向で検討に入らなければならない。さらに、途上国に

よる早急な能力形成および気候変動への適応の重要性を考慮すれば、EU は「早期開始」

分の割り当て(10～30％)以上に支援することを検討しなければならない。この資金拠出の

ために、EU も加盟国も予算を準備しておくべきである。 
 
こうした資金の流れは、現在および未来の実施を約束している ODA（政府開発援助）な

どとは別枠で行われるのか？ 
途上国の気候変動への適応や温室効果ガス排出削減対策への過去の国際公的無償援助

の大半は、ODA の定義（合意済み）に合致するものであった。従って、2015 年までに

ODA を対 GNP 比 0.7％に増加するという OECD（経済協力開発機構）諸国の目標に、実

施分としてカウントされてきた。 
 
 短期的には、特に LDC や小島嶼開発途上国の気候変動への適応対策に対する公的資金

援助の中で、ODA として含めることがふさわしい無償援助と超優遇金利融資が引き続き

中心的な役割を果たすと考えられる。同様に、EU の予算内で実施される、あるいは加盟

国による現在進行中あるいは計画中の多数のイニシアティブは、今回提案した 2010 年～

2012 年の早期開始基金と類似した目的を持っている。従って、このような活動は早期開始

基金への拠出と捉えるべきである。 
 
 気候変動問題に取り組むためにすでに供与されている相当額の EU 開発援助への資金提

供に加え、コペンハーゲン会議での交渉の土台となっているバリ行動計画注6に沿って、EU
は気候変動との闘いのために 2013 年以降に追加支援を行う必要に迫られるとみられる。 

                                                 
注6 バリ行動計画は、2013 年以降の温室効果ガス排出削減の枠組み設定を協議するための行程表のことで、

2007 年 12 月にバリ（インドネシア）で開催された「国連気候変動枠組条約第 13 回締約国会議及び京都議

定書第 3 回締約国会合（COP13／MOP3）」で採択された。 
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 ODA の GNP 比 0.7%という目標を達成するということは、世界の開発援助を現行の 2
倍以上にすることである。というのは、OECD/DAC 諸国注7の現在の平均値は 0.3%（EU
の OECD/DAC 諸国は 0.42％）だからである。実質の絶対額でいうと、2008 年の 1,200
億ドルから 2015 年までに約 2,800 億ドルにするということである。この期間に、EU の

ODA も約 500 億ドル増加するとみられる。 
 
 引き続きミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDG) 注8を達成するこ

とに全体的な焦点を当てつつも、この増加分の範囲内で、気候変動に対応するのに必要な

追加的公的資金援助の一部を流用することも可能になると考えられる。気候変動は途上国

に更なる負荷をかけることになるため、気候変動への適応と温室効果ガス排出削減のため

に提供される資金は、従来の開発援助の枠内で行われるべきではない。 
 
 2013年以降の中長期については、気候変動との闘いに対する資金提供はODAと非ODA
を組み合わせた形態になることもあり得る。この状況の下では、ODA と対気候変動追加

支援は補完的な関係にあると考えられる。両者の資金提供の流れは、気候への弾力（適応）

性と低炭素型の開発への道を統合する国別の持続可能な発展戦略の策定、実施を支援する

ものでなければならない。 
 
なぜ欧州委員会は、国際航空と海運からの排出をコペンハーゲン会議での合意に含めるこ

とを提案しているのか 

 国際航空と海上輸送は、京都議定書の対象になっていない温室効果ガスの排出という点

で、排出規模が大きく急速に排出量を増加させている部門である。従って、コペンハーゲ

ン会議でこれらの部門からの排出に対する全体的な削減目標を課すべきである。この目標

は、両部門からの温室効果ガス排出量を 2020 年までに 2005 年の排出レベル以下に、2050
年までに 1990 年の排出レベルよりかなり低いレベルに抑えることにより、こうした部門

からの排出による気候変動の影響を軽減することにある。 
                                                 
注7 OECD/DAC：Organisation for Economic Co-operation and Development /Development Assistance 

Committee（経済協力開発機構開発援助委員会）。DAC は OECD の下部機関で、先進国の ODA 政策を

とりまとめる。DAC への参加国は以下の通り：オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デン

マーク、欧州委員会、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、ル

クセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイ

ス、英国、米国。（参照：DAC、all about 用語集 
 (http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_politics/w008002.htm)；および Development Co-operation  
Directorate (DCD-DAC) 

 (http://www.oecd.org/linklist/0,3435,en_2649_33721_1797105_1_1_1_1,00.html)） 
注8 2000 年 9 月の国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言と 1990 年代に開催された主要

な国際会議やサミットで採択された国際開発目標を統合し、一つの共通の枠組みとしてまとめたもの。ミ

レニアム宣言は、平和と安全、開発と貧困、環境、人権とグッドガバナンス（良い統治）、アフリカの特

別なニーズなどを課題として掲げ、21 世紀の国連の役割に関する明確な方向性を提示した。（参照：ミレ

ニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）、外務省 
 (http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html)） 
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 両部門は国際的な活動を展開することから、こうした部門の温室効果ガス排出問題に取

り組むためには世界規模での対策が講じられなければならない。市場ベースの措置を利用

することで、途上国の温室効果ガス排出削減対策および気候変動への適応対策を支援する

に当たり、重要な追加財源になる可能性がある。こうしたアプローチの一つがキャップ・

アンド・トレード制度である。もう一つは課税であるが、そうした世界規模の枠組み作り

は困難であると認識されている。 
 
分権的かつボトムアップ型の資金援助体制は、途上国支援のための充分かつ予測可能な資

金の流れをどのように保証するのか？ 
 あらゆる資金援助管理制度は透明で、効果的なモニタリングができ、効果的な援助を確

保するための合意に基づく基準を尊重することが重要である。分権的かつボトムアップ型

の体制においては、途上国への財政的支援が充分かつ予測可能なものであることを保証す

るために、モニタリングおよび透明性という要素はこれまで以上に重要になる。したがっ

て、欧州委員会は国際気候変動資金援助のためのハイレベル・フォーラムの新設を提案す

る。このフォーラムがモニタリングし、定期的に温室効果ガス排出削減対策や適応対策へ

の資金援助にずれやバランスの崩れがないかどうかを見直す。 
 
温室効果ガス排出削減への支援として、欧州の計画案は重要なツールとして国家主導の

低炭素型成長計画の策定を提案する。この計画では、たとえば国家レベルのすべての適切

な温室効果ガス排出削減行動を、全ての行動と財政支援を一括管理する中央レジストリに

登録し、毎年排出量・排出削減の実績を公表し、定期的にピアレビュー（専門家による評

価プロセス）を行うことで計画の進捗具合を確認する。排出削減対策に対して適切な財政

支援を行うためのプロセスは、独立した調整メカニズムにより促進される。 
 
 気候変動適応対策支援については、簡素型ボトムアップ・アプローチが考えられる。こ

れには、たとえば、気候変動適応対策を国別発展戦略あるいは貧困撲滅計画に徐々に統合

する、定期的に報告書を作成する、あるいは優良事例（グッド・プラクティス）を交換す

ることが含まれる。 
 
 この分権的かつボトムアップ型アプローチの主な利点は、現存の機関と途上国自身の構

造を活かすことができることである（必要に応じて改革、強化する）。そうすれば、同様の

構造を重複して創設することを避けられるのである。 
 
もし LDC が低炭素型成長計画を策定しなかった場合、どのように支援されるのか？ 
 欧州委員会は、低炭素型成長計画の策定を推し進めるためのいかなる約束からも LDC
を免除することを提案している。しかし、LDC が国別の適切な温暖化ガス排出削減対策の

設計と実施を望む場合には、それは（無条件に）支持されねばならない。これらの国々は
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とりわけ気候変動の影響に対して脆弱であることから、温暖化適用対策への支援は LDC
に焦点を当てる必要があろう。 

 
 
詳細はどこで得られるのか？ 
欧州委員会環境総局の気候変動に関するホームページ 
→http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm  

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 吉野晴美） 
 
 
出典：Questions and Answers on the Communication Stepping up international 

climate finance: A European blueprint for the Copenhagen deal 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/384&forma
t=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) 
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【エネルギー】再生可能エネルギー 米国再生法 
 
 再生法によるクリーンエネルギーへの投資は 10 億ドルを突破（米国） 
 

2009 年 9 月 22 日、財務省のティム・ガイトナー長官とエネルギー省のスティーブン・

チュー長官はクリーンエネルギーの開発業者や製造業者のグループをホワイトハウスに招

き、米国再生・再投資法が雇用を創出し、クリーンで再生可能な国産エネルギーの開発を

拡大するのにどれほど役立っているかについて意見を交換した。この会談の場での両長官

の発表によれば、再生法第 1603 条のプログラムを通じて 5 億 5,000 万ドルの新しい助成

が行われ、（民間負担分と合わせれば）これまでに 10 億ドルを超える資金が、国産の再

生可能エネルギー生産に投資することを約束した企業に提供された。 
 
「この再生法によるプログラムは連邦政府と民間セクターとの真の連携の一例である」

と財務長官は言う。「わが再生法資金は、技術革新を目指す企業が必要としている差し迫

った資金需要に応えているばかりでなく、国内の団体への民間部門の投資を復活させ、再

生可能エネルギー産業と共に我が国の経済にも利益をもたらしている。」 
 
チュー長官は次のように言う。「これらの投資は、アメリカが将来のクリーンエネルギ

ー雇用を目指す競争で勝利することを保証する上で極めて重要である。アメリカの労働者

とアメリカの技術革新によって、我々はクリーンエネルギー分野での新しい産業革命がや

ってくる世界をリードすることができるし、またそうしなければならない。」 
 
再生法第 1603 条の下に創設されたプログラムは、エネルギー生産者に対して税額控除

の代わりに現金による支援を提供する。この支払により、プロジェクトの実行可能性が改

善し、企業が雇用を創出したり維持したりすることを可能にする。また、こうした資金が

なければ不可能と思われるプロジェクトへの十分な財務基盤を確立し、全米での再生可能

エネルギープロジェクトの開発を画期的に拡大し加速する。このプログラムの下で連邦政

府は、プロジェクトの（資金援助）適格コスト（部分）の合計 30%を税額控除の代わりに

現金支払いで提供する。連邦政府からの支払い 1 ドルに対して、民間セクターからは 2 ド

ル以上が支出される。 
 

今回、財務省は資金援助の第 2 ラウンドを実施する。この援助資金は、その半分を応答

期間 60 日で（60 日以内に）実施することが法的に義務付けられている。総額 5 億 200 万

ドルに及ぶ資金援助第 1 ラウンドは 9月 1日に発表された。今回の発表は追加の 5 億 5,000
万ドルである。第 1603 条のプログラムは、再生可能エネルギー産業に即時の効果を与え

つつある。それはプロジェクト資本の利用可能性と流動性を 3 つの方法で著しく増加させ

ている。 
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• 補助金を新しいプロジェクトに還流する。プロジェクト開発業者は、彼らが受け取

る補助金からの追加資本のおかげで追加プロジェクトの建設を始めることができ

る。 
 

• 資本の流入を増加させる。自己資本投資の調達力の落ち込みを逆転することにより、

第 1603 条プログラムは多額の民間資本を引き出し、より多くの再生可能プロジェ

クトに向けることができる。 
 

• 国内プロジェクトへの投資を誘致する。大手のプロジェクト開発業者は資金を多く

の国に配分しているが、第 1603 条プログラムは何十億ドルもの追加資本を米国内

のプロジェクトのほうに誘致している。 
 
当日の会談には、このプログラムを通じて補助金を受け取っているプロジェクト開発業

者も参加した。Ameresco、First Wind、Horizon Wind および Sun Edison などである。

また、これらの開発業者に（機材などを）納入している再生可能エネルギー（設備）製造

業者も会談に参加した。Cardinal Fastener、GE Energy、Gamesa、SolyndraおよびVestas 
Americas などである。 

 
• カリフォルニア州ピッツバーグの設備で、Ameresco はパロ・アルト市に電力を供

給するためにゴミ処理場を使用している。このプロジェクトのために支払われた助

成金は、同社が 低でも年 4 つ以上の国内プロジェクトを実施することによって、

再生可能エネルギープロジェクトの開発を加速することを可能にする。 
 

• Solyndra はコロラド州デンバーの中心部のビルディングに、屋上ソーラーパネル

によるエネルギーを供給することを支援している。このプロジェクトは再生法によ

る支払いなしには不可能であっただろう。 
 

• Vestas Americas は米国内で再生可能エネルギーの開発に多額の投資をしてきた。

同社は全米での新しい製造施設のために 10 億ドルを割り当てた。第 1603 条プロ

グラムはこれらの施設が 2011 年までにフル稼働することを可能にするであろう。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 清水太郎） 
 
出典： http://www.energy.gov/news2009/8038.htm 
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【エネルギー】省エネルギー 建築物 
 
 DOE が建築物の省エネ改修に最大 4 億 5,400 万ドルを拠出（米国） 

全ての事業者と一般家庭が省エネを容易に実施できるプロジェクトを目指す 
 
 2009 年 9 月 14 日、米国エネルギー省(DOE)のスティーブン・チュー長官は、全米の省

エネ改修を進めるために、 大で 4 億 5,000 万ドルとなる新プログラムを発表した。専門

家の試算によると、このプログラムにより、一般家庭と事業者は光熱費を年間 1 億ドル節

約できる可能性がある。米国再生法の「省エネ改修(Retrofit Ramp-Up)」プログラムは、

様々なコミュニティにおける何十万もの家庭と事業者に対して、省エネを展開するための

革新的モデルの先駆けとなるだろう。DOE は、ケーブルテレビやインターネットが広く

普及した時と同様に、全米で実施される場合に備えて、消費者が光熱費を何十億ドルも節

約でき、全ての人が省エネによって多額の節約を行えるようなモデルの作成を目指す。 
 
 「省エネは、ただ成果が出やすいというだけではなく、やれば確実に成果が出る取り組

みである。私達は家庭や職場で光熱費を大幅に削減するためのツールを持っている。しか

し、それらのツールを利用するための簡易で効率的な方法がないために、省エネ技術の利

用は大変限られてしまっている」とチュー長官は話す。 
 
 「『省エネ改修』プログラムは、地域や都市、そして 終的には全ての州に、省エネの

新たな機会を開くことができるような大規模モデルを支援する」とチュー長官は話す。「米

国再生法によって、全米でも模倣できる持続可能な様々な事業モデルをコミュニティが実

証できるようになるだろう。」 
 
 本日発表された情報要求(RFI: Request for Information)は、競争で選ぶ地域レベルの省

エネプロジェクトの概要を示したものである。EECBG 注 1（エネルギー効率改善・省エネ

包括的助成）の競争的公募部門注 2は、コミュニティ規模でエネルギーの利用に重大かつ長

期的な影響を与える改修プロジェクトを目標としており、草の根的な省エネの取組みが、

全米レベルの見本となる可能性がある。DOE は米国再生法の下で行われるこの新しい資

金提供プログラムへのパブリックコメントを募集している。パブリックコメントは 2009
年 9 月 28 日まで受け付ける。 

                                                 
注 1 EECBG(Energy Efficiency and Conservation Block Grant)：米国再生法の中の「エネルギー効率改善・

省エネ包括的助成(Block Grant)」。総額 32 億ドル。この助成金は、州や市町村政府および（原住民）部族

政府による「エネルギー効率と省エネ」の戦略やプログラム開発を支援するためのものである。なお、Block 
Grant とは、政府が使途を細かく決めて地方自治体に補助金交付するのではなく、補助金の総額だけを決めて、

使途は地方自治体の裁量に任せる方式をいう。NEDO 海外レポート 1040 号「経済再生法における省エネ・新

エネプログラム（米国）」を参照されたい。(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1040/1040-10.pdf） 
注 2上記の Block Grant のうち、競争によって資金を配分する部分。NEDO 海外レポート 1043 号「オバマ政

権が地方のエネルギー効率向上に 32 億ドルを助成（米国）」参照。 
（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1043/1043-09.pdf） 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1052,  2009.10.7 
 

50 

 エネルギー省は、①地域レベルでの建築物改修（ 大 3 億 9,000 万ドルを予定）、およ

び、②2009 年初頭に発表された定率予算(formula grant)注 3の対象から外れた地方政府（

大 6,400 万ドルを予定）の双方に関して、競争で選ぶ一部の EECBG プログラムに対する

意見を募集している。EFCBG プログラムにより、地域コミュニティの戦略的投資を可能

にし、米国のエネルギー自立、および気候変動におけるリーダー的地位という長期目標の

達成を目指す。 
 
 ①助成公募の一つ目の分野は、地域全体の建築物について省エネ改修を行う革新的プロ

グラムである。これらのプロジェクトでは、特定コミュニティ内の大部分の住居／商業建

築物／公共建築物に対して、コスト効果的に省エネ改修を行うための、持続可能な事業モ

デルを実証する。可能性のある施策には、官民の革新的パートナーシップ、設備改修／監

査プログラム、資金援助、小売業のパートナーシップなどがある。DOE はこれらのプロ

ジェクトに対して、 大で 3 億 9,000 万ドルの資金提供を予定している。 
 
 ②二つ目の分野では、EECBG プログラムの下で DOE からの人口ベースの定率予算交

付の対象から外れる都市、郡、および州認可インディアン部族に対して、 大 6,400 万ド

ルの助成が予定されている。助成の目的は、地方の省エネの取組みを拡大して、商業／家

庭／交通／製造／産業の各部門で使われるエネルギー使用量の削減を支援することである。 
 
 「『省エネ改修』プログラムの目的は、産業を活性化させて、省エネによる節約を誰でも

簡単に利用できるようにすることである。地方政府と民間企業との連携を促進することによ

って、自動車のチューン・アップと同じくらいに建築物の改修が受け入れられることを私達

は期待している。これらの取組みによって、国民は何百万ドルも節約ができ、二酸化炭素が

削減され、環境関連の新たな雇用が生み出されるだろう」とチュー長官は話す。 
 
 情報要求の完全版はこちらから入手できる注 4。パブリックコメントは 2009 年 9 月 28
日まで募集される。資金提供公募(FOA: Funding Opportunity Announcement)は、パブ

リックコメント締切後の 10 月初頭に発表される。EECBG プログラムについての詳細は

ウェブサイトを参照されたい注 5。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 大釜 みどり） 
出典：http://www.energy.gov/news2009/8005.htm 
 

                                                 
注 3定率予算(formula grant): 全ての州に対して、人口や財政状況などを勘案した上で、共通の計算式(formula)
により予算配分がなされる。特定目的型補助金の一種。 

注 4 http://doe-iips.pr.doe.gov/iips/faopor.nsf/1be0f2271893ba198525644b006bc0be/daf445e5355721068525
76310046fae5?OpenDocument 

注 5 http://www.eecbg.energy.gov 
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