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【地球温暖化特集】2006年～掲載記事レビュー  
 

地球温暖化問題の現況および各国の取り組み状況(世界) 
「NEDO 海外レポート」2006 -2007年掲載記事のレビュー 

 
NEDO 技術開発機構 情報・システム部 

 
地球規模の温暖化対策に資するため、日本国内では、2005 年（平成 17 年）2 月に

発効した京都議定書において定められた、CDM（クリーン開発メカニズム）／JI（共
同実施）／排出権取引の京都メカニズム事業の総合的推進による開発途上国等への技

術移転の拡大および、日本への京都メカニズムクレジット供給量の拡大を図ることに

より、1990年比 6％の温室効果ガスの排出削減となる京都議定書上の目標達成に向け
た総合的な取り組みを推進している。 

NEDO 海外レポートでは、平成 17 年度以降、四度に渡る地球温暖化特集、および
一般記事として興味深い記事を 40件以上掲載してきた。本稿では、それらの記事の概
略を改めて紹介することにより、地球温暖化問題の現況および各国の取り組み状況を

概観する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 各国・地域における地球温暖化対策技術、政策の推進状況 

2005年2月の京都議定書の発効後、2005年11月にモントリオールで気候変動枠組条 
約第11回締約国会議(COP11)、及び京都議定書第1回締約国会合(COP/MOP1)が開催さ
れ、NEDO海外レポートでは､これらの動きと歩調を合わせた、地球温暖化に係る各国
の、1) 温暖化対策技術、及び2) 温暖化政策について紹介してきた。今回改めて各国
の動向について概説する。 
 
(1) 国際全般 
●気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は2007年11月の「第4次評価報告」の正式発表に
向けて作業を行っているが、同年2月にIPCCの第一作業部会が作成した「物理科学的根拠」
の部分を公表した。この報告書では、地球温暖化の原因が人間の活動である、90%確信度
(very high confidence)、80%確信度(high confidence)と、これまでで最も強い表現を用い

目次： 
1. 各国・地域における地球温暖化対策技術、政策の推進状況 

(1) 国際全般 (2) 米国 (3) カナダ (4) EU (5) 英国 (6) イタリア (7) ドイツ (8) 中国  
(9) 韓国 (10) インド (11) インドネシア (12) フィリピン 

 
2. 地球温暖化の現況 
  (1) 地球温暖化現象 

－近年観測された温暖化現象／－地球温暖化が及ぼす影響 
  (2) 温室効果ガス排出に係る調査・分析 
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て表現している。また、この報告書は、米国を含めた113ヵ国の代表が作成・合意した内
容であり、ホワイトハウス科学技術政策局(OSTP)の科学担当副局長で米国IPCC代表団長
であるSharon Hays博士はこれを政策策定者にとっての貴重な情報源になると評価する
発言を行っている。一方で、ブッシュ政権からは、Bodmanエネルギー長官の「報告書に
満足であり、合意しているものの、これがブッシュ政権による化石燃料排出への上限設定

の提案を意味することにならない(USA Today、2007年2月2日)」などといった発言も見
られる。IPCC第二作業部会による気候変動の環境・社会面への影響に関する報告書は
2007年4月に、第三作業部会による温室効果ガス排出制限オプションおよび地球温暖化緩
和オプションに関する報告書は2007年5月に発表予定となっている1。 
 
●2006 年11月にケニアのナイロビで開催された気候変動枠組条約第12回締約国会議
（COP12）、及び京都議定書第2回締約国会合（COP/MOP2）で、NEDOが今年度よ
り開始した京都メカニズムクレジット取得事業に関連し、各国関係者との本事業に関

する協議のため、各種会合・サイドイベント等へ参加した際のレポートを報告した。

今次会合は、大きな節目は想定されていなかった会合であり、2013年以降の将来枠組
みに関する議論については、2年後のCOP/MOP4で京都議定書の2回目の見直しを行う
決定など、各種テーマについて「つなぎ」に徹したものであったが、CDM、JIに関し
て、省エネ、その他プロジェクトの小規模プロジェクトの範囲がCDM理事会の勧告に
沿って4倍に拡大された2。 

 COP12の会場(ナイロビ市ギギリ) 

 
●世界銀行の「3ヵ国エネルギー効率化プロジェクト(3CEE)」は、インド、中国およ
びブラジルの既存の建物やインフラのエネルギー効率を高めることにより、3ヵ国のエ
ネルギー消費量を25%以上削減し、数百万トンの温室効果ガス削減と数億ドルのエネ
ルギー節減に相当する効果を目指す計画である。インド政府のエネルギー効率局

(BEE)、中国での世界銀行と地球環境ファシリティ、ブラジルの国立ESCO協会
(ABESCO)など、現在3ヵ国で各機関が取り組んでいる、ESCO事業者(Energy Service 
Companies)産業育成に向けた金融支援プログラムなどの政策動向について概説した3。 

                                                  
1 IPCC第一作業部会報告(NEDOワシントン事務所) http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/994-12.pdf 
2 COP12及びCOP/MOP2報告（NEDO京都メカニズム事業推進部） 
  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/991/991-09.pdf 
3 中国、インド、ブラジルのエネルギー効率化プロジェクト－資金調達を円滑化して地球温暖化を未然に防ぐ。 
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(2) 米国 
ブッシュ政権は京都議定書への参加は見送ったものの、気候変動科学研究や優遇税

制推進に対して290億ドルの投資を行うなど、地球温暖化が対応しなければならない問
題であることを認識している。NEDO海外レポートでは､米国連邦政府・各州について、
政策動向・技術開発について、下記の通り紹介してきた。 
   
●2005年12月、米国北東部7州の州知事が、米国初の義務的な温室効果ガス排出削減
の地域協定「地域温暖化ガス防止イニシアティブ(RGGI)」の覚書（合意書）に署名し
た。同協定は直接には25MW以上の火力発電所を対象としているが、キャップ・アン
ド・トレード方式の排出権取引プログラムの実施が含まれている。同プログラムの開

始は2009年1月で、排出削減目標を達成できない州は排出権の売買によって、排出削
減義務を満たすことが可能となる4。 
 
●エネルギー省のフューチャージェン・イニシアチブなどのプログラム及びSRIインタ
ーナショナルなどのCO2 関連分野への取り組みについてのレポートを紹介5。 
 
●2006 年9 月に気候変動技術プログラム(CCTP)が、CCTP戦略計画の最終版「米国
気候変動技術プログラム戦略プラン」を発表。内容への批判に対し、エネルギー省の

Bodman長官は、この戦略プランは100年間の計画期間やグローバルな視野および多角
的研究協力といった前代未聞の目的と規模を持つ計画であると反論6。 
 
●2006 年10月、エネルギー省はアジア太平洋パートナーシップの会合にて、炭素隔離
技術の開発を目的とする7件の実証試験に対し、今後10年間で4億5千万ドルを拠出する
と発表。これらのプロジェクトは、CO2 の大規模な隔離、輸送、注入および長期貯留を

安全で恒久的かつ経済的に行うことが可能かどうかを実証することを目的としている7。 
 
●マサチューセッツ工科大学のJuanes教授らは、発電所から排出される二酸化炭素を回収
して地中に注入する仕組みに関する新しい分析を行い、結果として、二酸化炭素が地中

で小さな気泡となり、塩水を含んだ多孔質の岩石中に安全に貯留され、研究者の多くが

懸念する、注入したCO2 が再び地表に上がってきて大気中に漏れ出してしまう可能性は低い

と主張する。このことは、適切な場所に発電所を建設し、発電所が寿命を終えるまでに

排出される二酸化炭素の全てを回収して地中に注入できる可能性があることを意味し

                                                                                                                                                       
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/982-09.pdf 

4 米国北東部７州のCO2排出権取引－７州間合意文書（米国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-05.pdf 
米国北東部７州排出権取引－実施に向けた模範規定案に各州が合意（米国）   
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-04.pdf 

5 米国の主要な二酸化炭素固定化技術の研究開発（米国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-06.pdf 
6 米国エネルギー省が気候変動技術プログラム戦略計画を発表(NEDOワシントン事務所)  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/986/986-15.pdf 
7 DOEが炭素隔離技術の商業化に4億5千万ドルを拠出（米国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/989-15.pdf 
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ており、数世紀あるいは千年の長きにわたって安全に貯留できる可能性もある8。 
  
(3) カナダ 
●オタワのリソーシーズ・コンサルタント社などは、カナダガス協会、カナダ電力協会、

並びに天然資源省の要請により、エネルギー需要量節減・CO２排出抑制に関する広範な調
査報告書「Demand Side Management (DSM) Potential in Canada: Energy Efficiency 
Study」を発表。同報告書では、連邦政府と各州が積極的に資源保護とエネルギー効率向
上政策を実施することで、カナダは2025 年までにエネルギー需要の伸びを現在の半分以
上も抑えることが出来ると結論。この目標達成はかなり挑戦的なものであり、将来エネル

ギー需要の半分は新エネルギー源からの供給に頼る必要があるとも言及9。 
 
(4) EU 
●ゼロエミッション化石燃料発電所(ZEP)の実現と、研究開発、実証、展開に関わる活
動の効率的な推進を目指して発足した「欧州テクノロジー・プラットフォーム構想」

について紹介。ZEP欧州テクノロジー・プラットフォームはヨーロッパのエネルギー
業界、研究機関、非政府組織、加盟各国および欧州委員会から構成（下図参照）10。 

（出所：ZEPのwebサイト） 

ZEP欧州テクノロジー・プラットフォームの機構図 

 
●EU15ヵ国（2004年以前の加盟国）は、2008年から2012年までに地域全体の排出量
を基準年（大部分1990年）の水準から8%削減する目標を掲げているが、欧州委員会の
年間進捗報告書は、EU15ヵ国が京都議定書の温室効果ガス削減目標を辛うじて達成す
る見通しとの最新の予測を明らかにした。EU15ヵ国と異なり、EU25ヵ国には京都議
定書の全体目標が設けられていないが、個別目標を掲げる全ての国が目標を達成する

と予測している。各国の目標値と予測値について紹介11。 
 

                                                  
8 二酸化炭素の地中隔離に関する新しい分析 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/996-16.pdf 
9 CO2排出抑制・エネルギー需要量削減に関する報告書（カナダ）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-07.pdf 
10 化石燃料を用いるゼロエミッション発電所構想（EU） http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-05.pdf 
11 EUは京都議定書の目標達成に向けた取り組み強化が必要。   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/989-14.pdf 
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(5) 英国 
●英国政府は2005年12月、中国政府と石炭火力発電所における二酸化炭素固定・貯蔵
(CCS)事業について正式に合意した。このプロジェクトの目的は、CCS技術を伴う新
たな石炭火力発電所が、中国国内で新たに建設される時期を早めようというものであ

り、段階的アプローチが想定されている。第1期は3年間のフィージビリティ調査で、
発電所から排出されるCO2 を回収し、更に可能であれば地中に保存するにあたっての

諸技術の実行可能性を検証する。それを受けて、2010年から2015年にかけては可能と
みなされたプロジェクトの実証が行われる12。 
 
(6) イタリア 
●2005年11月に環境省は、各企業の工場の排出レベルデータを新たに見直し、各企業
の放出しても良い排気ガスの最大数値（割当枠）のリストを公表した。イタリアは2005 
年5月にEU委員会から排出権取引のベースとなる「温室効果ガス排出量割当枠」を承
認されていたが、排出権取引に関与せねばならない企業は、電力、鉄鋼、製紙、セメ

ント、陶器、レンガ製造企業等の約1,100社であり、「排出量割当枠」システムは特に
イタリアの産業に多大な「ペナルティー」をかけているとしてイタリアの関係企業か

ら繰り返し抗議されている13。 
 
(7) ドイツ 
●ドイツ第三の電力会社であるヴァッテンファル・ヨーロッパ社が、2008 年の運転開
始を目指して、東部ドイツ・ブランデンブルク州の南東部ラウジッツ地方に位置する

シュヴァルツェ・プンペで建設予定の、二酸化炭素を排出しない、褐炭を燃料とする

熱出力30MWの小型石炭ガス複合発電プラントについて紹介14。 
 
●ドイツは、京都議定書第1約束期間である2008年から2012年までの間に、温室効果
ガスの年平均排出量を21%削減することが規定されている。EUは2012年までの制限付
きで、排出権取引を2005年1月から開始した。EUの排出権取引においては、その期間
は分割されており、2005年～2007年(第1取引期間)と、2008年～2012年(第2取引期間)
との2つの期間がある。第1取引期間は、第2取引期間の本格導入に向けた試験的な期間
と位置付けられており、その進捗状況を確認しながら第2取引期間の実施詳細を2006 
年中に具体化することになっている。ドイツ連邦環境省の発表によると、ドイツにお

ける温室効果ガスの年間排出量は、すでに2005年までに1990年比で約19%削減されて
おり、その最新動向について紹介した15。 
 

                                                  
12 英国政府は中国との温暖化対策を推進  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-09.pdf 
13 イタリア政府は「温室効果ガス排出量割当枠」を承認と公表  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-10.pdf 
14 CO2フリー火力発電の開発動向(ドイツ) http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/977/977-13.pdf 
15 ドイツにおける排出権取引の動向（ドイツ）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-02.pdf 
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(8) 中国 
●2006年1月7日、大連理工大学における「大連CDMセンター」の設立を記念して、シンポ
ジウム「中国東北振興と日中間CDMの可能性」が開催され、NEDOは中国国家発展改革委
員会とともに、本シンポジウムの後援に携わった。講演資料とともに、概要を紹介した16。 
 
●中国は京都議定書においては非付属書1国として二酸化炭素の削減義務が課されて
おらず、クリーン開発メカニズム（CDM）の対象国と位置づけされている。現在に至
る中国政府の辿った経緯及び、CDMの現状と課題、EUとのCCS（二酸化炭素の回収･
隔離）に係る協等について概説17。 
 
(9) 韓国 
●韓国政府の動きとして、2005年5月に環境部と気象庁は京都議定書の発効を契機に
「韓国気候変動協議体(KPCC)」を設け、2005年7月に、京都議定書とは別にアジア太
平洋地域内で温室効果ガスを多く排出する6ヵ国が気候変動に対応するため、技術開発
及び技術移転に関する協力強化を目指して米国、中国、インド、オーストラリア、日

本の6カ国で発足した「クリーン開発と気候に関する新たなアジア太平洋地域パートナ
ーシップ(APP)」に参加した18。    
 
●韓国も米国、日本、欧州連合(EU)などの動きと歩調を合わせ、二酸化炭素処理及び
貯蔵技術の研究開発に力を入れており、既に2002年12月には「韓国エネルギー技術研
究所(KIER)」の研究者を中心に「二酸化炭素の低減及び処理技術開発事業団(CDRS)」
を科学技術部の21世紀フロンティア研究開発事業の一つとして発足させた。現在政府
は事業団の成果を踏まえて、二酸化炭素の処理及び貯蔵技術に対する国際協力事業に

積極的に参加する計画を立てている19。 
 
●韓国政府は2004年7月に、韓国のCDM事業第1号として、蔚山化学のHFC23｢熱分解
事業｣を承認受理（2005年2月にCDM理事会登録承認）以来、5件のCDM事業を通じて
温室効果ガスの排出量で年間1,107万tのCO2 を減らすことができるものと見積もって

いる。これは、2003年における、韓国の年間全体温室効果ガス排出量5億8,220万トン
の1.9%に当たる量である20。 
 
●2005年2月の京都議定書の発効以来、韓国政府及び政府関係機関では現在これらの

                                                  
16 「中国東北振興と日中 CDMの可能性」シンポジウムの開催報告（NEDO京都メカ対策室） 
  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/972/972-10.pdf 
17 二酸化炭素削減をめぐる中国の動き（NEDO北京事務所）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-01.pdf 
18 気候変動に対する対応動向(韓国)  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/970-12.pdf 
19 二酸化炭素の削減および処理技術の開発戦略（韓国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-11.pdf 
20 気候変動対策および新・再生可能エネルギーの最新動向(韓国）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-15.pdf 
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動きと歩調を合わせた、気候変動対策・関連プロジェクト等、気候変動に対する強化

策が進められており、政府が2006年5月に立案した｢気候変動枠組条約に対応するため
の研究開発に関する総合対策(2006年～2010年)｣について紹介した。｢気候変動枠組条
約に対応するための研究開発に関する総合対策｣は、2006年から2010年までの計画と
して、2005年から科学技術部を中心に関係省庁と専門家の論議を通じて作られた、新
エネルギー技術の研究開発に関して画期的と言える新体制である21。 
 
●韓国のCDM事業は、2005年11月に、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の執行理事
会から指定運営機関（DOE）に指定された、韓国エネルギー管理公団(KEMCO)を中
心に進められている。KEMCOは2006年2月にCDM認証を専門とする「CDM認証院」
を開設し、温室効果ガスの検証事業を本格的に開始した。韓国政府は、特に途上国が

自前で技術も資金も調達し、単独で行う「ユニラテラル」型CDM事業に力を入れてお
り、これまで承認したCDM事業9件のうち5件が、中国、インド、ブラジルなどの資本
と技術を有している発展途上国でのユニラテラルCDM事業となっている22。 
 
●2006年10月、韓国産業資源部は、エネルギー消費量の多い7大エネルギー機器に対
し、今後5年間で1,500億ウォンを投入して世界最高水準の高効率機器を開発する「7
大技術基盤高効率エネルギー機器開発事業」計画を発表。これらの機器全体で、韓国

内のエネルギー消費量の41.2%を占める23。 
 
(10) インド 
●インドは 2002年 8月に京都議定書に加盟し、「 National Action Plan to 
Operationalise CDM in India」を作成後、2003年12月に指定国家担当機関(DNA)と
して「The National CDM Authority」を設立した。インドは、2006年2月現在、延べ
232プロジェクトを承認済みで、このうち91プロジェクトについては、ホスト国承認
を得、25プロジェクトについてCDM理事会への登録済みである。2006年2月現在、CDM
理事会は合計100プロジェクトを登録しており、インドはこのうち最多の25％を占め、
2位ブラジル14％、3位メキシコ9％を大きく引き離している。 
インドで実施されるCDMプロジェクトは、他国に比べ新規性の高いプロジェクトを

承認している点に特徴があり、また持続可能な発展に寄与するものであるとともに、

環境面からも“quality of life”を向上させるものでなくてはならないとされる。 
国内承認体制及び、国内承認プロジェクト一覧について紹介した24。 
 
(11) インドネシア 

                                                  
21 気候変動枠組条約への対応に向けた研究開発総合対策（韓国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-03.pdf 
22 韓国におけるCDM事業の動向 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/993-15.pdf 
23 気候変動・二酸化炭素排出削減への取り組み（韓国) http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/995/995-13.pdf 
24 インドにおけるCDM（クリーン開発メカニズム）への取り組み（NEDOバンコク事務所） 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-01.pdf 
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●2005年7月に「CDM国家委員会に関する環境大臣令（DNA法）」が成立・施行された
のを受け、インドネシアCDM国家委員会がDNA（指定国家担当機関）として国連に登録
されるとともに審査業務を開始した。NEDO海外レポートでは、2006年7月以降のインド
ネシアにおける京都議定書とCDM（クリーン開発メカニズム）をめぐる動向を概観し、
今後の展望およびインドネシアCDMが現時点で抱える、審査体制および制度運用上の課
題および欧州各国のCER(CDMにおけるクレジット)買い取りに係る二国間協定締結の動
きや、世界銀行、アジア開発銀行など関連国際機関の支援動向について考察した25。 
 
●DNA(指定国家担当機関)の承認案件が増え、低調であったインドネシアCDMプロジ
ェクトのポートフォリオが改善し、急速かつ具体的な展開を背景に、2006年9月に、
NEDOがインドネシア環境省、同エネルギー・鉱物資源省および世界銀行とともに計
画、開催した、代エネ・省エネ・CDMワークショップの概要について紹介26。 

 代エネ・省エネ・CDMワークショップ会場(ジャカルタ) 

 
(12) フィリピン 
●フィリピンは石油に大きく依存するため、再生可能エネルギーの開発・利用を積極

的に推し進め、さらに、京都議定書、オゾン破壊物質の抑制を目指して制定されたモ

ントリオール議定書の締約国として、温暖化問題にも積極的に取り組んでいる。 
モントリオール議定書および京都議定書の批准にあたり、重要な役割を果たす政府

組織である下記の各機関の活動状況を紹介した他、再生可能エネルギー及び温暖化に

関するフィリピン政府の政策、取組状況について報告した27。 
①環境資源省（DENR）－クロロフルオロカーボン段階的廃止計画（NCPP）を発表し、

DENR傘下の環境管理局（EMB）にフィリピン・オゾン・デスクを開設。また、CDM
に関連し、大統領は2004年にDENRをクリーン開発メカニズムの担当機関に任命。 

②関税局（BOC）－CFCを含むオゾン破壊物質のフィリピン国内への持ち込み・輸入
を監視。 

③陸運局（LTO）－DENRとカーエアコンシステム分野における「クロロフルオロカ
ーボン段階的廃止計画（NCPP）」を実施。 

                                                  
25 インドネシアのCDMをめぐる動き（NEDOジャカルタ事務所）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-11.pdf 
26 世銀-NEDO共催代エネ・省エネCDMワークショップ開催報告（インドネシア）（NEDOジャカルタ事務所）  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-10.pdf 
27 フィリピンにおける再生可能エネルギー、温暖化対策への取組状況（フィリピン）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-02.pdf 
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2. 地球温暖化の現況 
NEDO海外レポートでは､地球温暖化全般について、(1) 地球温暖化現象、及び(2) 

温室効果ガス排出に係る調査・分析について、下記の通り紹介してきた。 
 
(1) 地球温暖化現象 
－近年観測された温暖化現象： 

●米国NASAゴダード宇宙研究所では、2005年の地球表面の年間平均温度が過去1世紀
以上で最高を記録したと発表した(1800年代後半以降で最も暖かい年で、1998年、2002 
年、2003年、2004年がこれに続く)28。 

 
 
 
 
 
 
 
NASAゴダード宇宙研究所のwebサイトより 

 
●米国国立大気研究センター(NCAR)がコミュニティ気象システムモデル(CCCSM)を
使って新たに行ったシミュレーションでは、北極地域の永久凍土層の最上層に覆われ

ている区域の半分以上が2050年までに、約90%が2100年までに解けると予想している。
また、永久凍土層の融解が北極海への流水を増加し、莫大な量の炭酸ガスを大気中に

放出すると予想している。 
このシミュレーションによれば、次世紀、北極地域で土壌の深さ 11フィート以内に永

久凍土層がある地域は約 90%減少する。次頁の図は CCSM の模擬実験で 1980 年から
1999 年（水色）および 2080 年から 2099 年
（青色）にかけて地表近くに永久凍土層がある

地域を示している。後者の予測は、「気候変動

に関する政府間パネル（IPCC）」が作成した、
将来の世界が経済重視で国際化が進むと仮定

したシナリオ「A1B」に基づいている29。 
 
 
永久凍土層がある地域の予測シミュレーション 

(提供：NCARデヴィッド・ロレンス) 

                                                  
28 2005年が過去 1世紀で最も暖かい年に（世界）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-02.pdf 
29 2100年まで北極地域の永久凍土層が殆ど融解（米国）：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-03.pdf 
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－地球温暖化が及ぼす影響： 
●米国ローレンス・リバモア国立研究所およびカーネギー研究所の地球生態学科の研

究者は、気候モデルを用いて、地球の中緯度地域－米国およびヨーロッパで、化石燃

料の燃焼から排出される二酸化炭素の一部吸収のために植林された森林は長期的には

地球を温暖化させる傾向があることを発見した。 

 これは、森林が気象に与える影響が、1）温室効果ガスである二酸化炭素を吸収し、
地球の温度を低くする、2）森林は大気中に水分を蒸発させるので、これも同様に地球
の温度を低くする、3）森は自身の暗さにより大量の太陽光を吸収し、地球を温暖化さ
せる傾向があるという三種類に分類されることによるもので、結果的に二酸化炭素抑

制効果がないだけでなく温暖化を進めてしまうかもしれないと指摘している30。 

 
●コロラド大学ボルダー校が行った新しい研究により、熱帯雨林の土壌に含まれる主

要な養分が必要以上に増えると、大気中に放出される二酸化炭素が大幅に増加するこ

とが明らかとなった。燐または窒素（いずれも熱帯雨林の土壌に自然に存在する）を

コスタリカにある森林地の土壌に与えた結果、土壌微生物が大気中に放出する二酸化

炭素量が一年あたり20%増加することが示された。この結果は、世界の気候変動を調
査する研究者達にとっては懸念となるものである31。 
 

●オスロ大学他のEU研究者らによる研究の結果、僅かな気温上昇でペストの発生が大
幅に増加することが分かった。「春に気温が1℃上昇するとペスト菌が50%増える可能
性がある。気候変動によって中世のペストが再来することはないが、僅かな気温上昇

によって腺ペストが今よりも増える可能性がある。32」 
 
●現在世界全体で20億人以上の人々が薪や作物残渣を燃料とする約4億台のストーブを
調理や暖房に日常的に使用している可能性があるとのことであるが、イリノイ大学の

                                                  
30 温帯地域の森林が温暖化の原因に(米国) http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-04.pdf 
31 熱帯雨林の二酸化炭素排出と養分増加の密接な関係（米国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/981-18.pdf 
32 温暖化による気温上昇が伝染病を増加させる可能性(EU) http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-08.pdf 

右写真：アラスカ州フェアバンク近くのこ

の陥没穴は、気温の上昇に伴い徐々に解けた

永久凍土層の巨大な氷の氷解により出来たも

のである。 

（写真提供：ウラジミル・ロマノフスキー、ア

ラスカフェアバンク大学地球物理化学研究所）
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Tami Bond 博士らのチームがホンジュラスでフィールドテストを行い、これらストー
ブから出る煤を測定した結果、実験室での研究に基づく予測の2倍の有害な煙粒子を排
出し、地球温暖化に予想以上に大きな影響を及ぼす可能性があることが明らかになった。 
チームの以前の研究で、発展途上国で使われている調理用ストーブの主要燃料である

薪の燃焼により、世界全体で年間80万トンの煤が排出されていると推計している。一方、
ディーゼル車とトラックは年間89万トンの煤を排出しており、世界の大気に一年間に排
出される煤のうちこの二つの排出源がそれぞれ約10%を占めているとされる33。 
    
●米国ローレンス・リバモア国立研究所等の研究チームは、20種類以上の気候モデル
を用いて、予測される気温の変化（2～4℃上昇）と降水量の変化に対する作物の反応
を評価した結果、カリフォルニアの主要な多年生作物である、ワイン用ブドウ、アー

モンド、食用ブドウ、オレンジ、クルミおよびアボカドの6種類の作物の中には今世紀
半ばまでに生産量が40%も減少するものが出てくることが分かった34。 
 
●気温は引き続き上昇し、気候変動に伴う異常事態は更に頻繁に発生することが予想

されるが、2006年1月30日に英国環境・食糧・農村地域省(Defra)から発刊された書籍｢危
険な気候変動を避けるには｣では、2005年2月にイギリスが先進8ヵ国首脳会議の開始
にあたり、エクスターの英国気象庁で開催した｢危険な気候変動を避ける｣シンポジウ

ムで発表された科学的研究成果に基づき、ごく最近の気象変動科学の進歩状況につい

て説明しており、どの程度の気象変動が過剰とされるか、それを防止するにはどうす

れば良いかについてまとめており、世界全体だけではなく、異なる産業分野および地

域が受ける影響の観点から、気候変動の大きさによりどの程度の影響が生じるかを検

討している。また、世界が低炭素経済へ移行するにあたり、気候変動の程度をあるレ

ベルに抑えるために利用できる技術的選択肢についても考察している35。 
 
●米国カリフォルニア大学スクリップス海洋研究所の研究チームが海面温度を始めと

するインド洋海域の一連のデータを分析した結果、熱帯インド洋が温室効果ガスによ

って暖められる一方、人口密度の高い地域に接するインド洋北部の海域では、温度が

通常よりも低いことが、この地域の自然な気候循環およびモンスーンをもたらす条件

を妨げており、結果としてインドの降雨量減少とアフリカのサハラ砂漠南に位置する

サヘル地域の降雨量増加につながり、南アジアでは干ばつが増加する状況がもたらさ

れ、南アジアで暮らす20億人以上の人々が影響を被る恐れがあるとのことである36。 
 

                                                  
33 ストーブの煤が地球温暖化に及ぼす影響（米国）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/989-16.pdf 
34 カリフォルニアの気温上昇は果実の収穫を減少させる学術雑誌「農業・林業気象学：

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/991/991-15.pdf 
35 気候変動をどこまで受け入れるか－Defraの新刊書（英国）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-12.pdf 
36 南アジアの気候に影響を及ぼす大気汚染と温室効果ガス 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/979-09.pdf 
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●米国エネルギー情報局(EIA)は2007年1月11日、「Cap-and-Trade 型制度による温
室効果ガス原単位削減提案がエネルギー市場および経済に与える影響」という報告書

を発表した。この分析報告は、Jeff Bingaman 上院議員他5議員の要請に応えて作成
されたもので、同上院議員が草稿中の「米国内エネルギー供給の炭素含有量を管理す

る法案」が法制化された際のコストを、2009年から2030 年までで国内総生産(GDP)
の0.1%、2,320 億ドルと推定している37。 
 
(2) 温室効果ガス排出に係る調査・分析 
●英国は京都議定書の約束を達成するために2008年から2012年にかけて温室効果ガ 
ス排出量を12.5%削減することに合意しているが、英国環境・食糧・農村地域省(Defra)
が1月23日に公表した温室効果ガス排出量の最終的な推計データにより、6種類からな
る温室効果ガスの合計排出量が基準年から2004年までに14.6%減少し、英国が京都議
定書の温室効果ガス排出量削減の目標に向けて順調に歩み続けていることが明らかに

なった。 
二酸化炭素の純排出量は1990年から2004年までに5.6%減少したが、2004年の二酸

化炭素排出量は2003年と比べて0.5%増加した。増加の主な原因はガスと石油の消費に
よる排出量の増加が石炭の消費減少に伴う若干の排出量減少を上回ったことによるも

のである38。 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（出所：Defra webサイト） 

    
英国の温室効果ガス排出量（1990年～2012年） 

 
●米国エネルギー省(DOE)は議会に宛てた報告書「水素生産のための太陽と風力技術」 
で、アルゴンヌ国立研究所(ANL)のGREETモデルによって行われた「エネルギー源か
                                                  
37 米国EIAによる地球温暖化法案の経済影響分析(NEDOワシントン事務所)  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/994-11.pdf 
38 英国が2004年の温室効果ガス排出量を発表  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-06.pdf 

2004年の持続可能な発展指標および温室効果ガス排出量（英国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-07.pdf 
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ら車輪まで」のエネルギー消費と温室効果ガス排出の解析結果と、米国学術研究会議

(NRC)による報告書「水素経済：可能性、コスト、障壁と研究開発」で引用している
解析結果との間の違いに関する根拠について解説している（下表参照）39。 
 

NRC報告書とGREETモデル報告書の間のパラメーターの差 
 NRC報告書(189ページ) ANL GREETモデル 
ケース 分散型電気分解、風力 40%・グリッド

60%使用 
分散型電気分解、風力 50%・グリッド 50%使用

電解槽の効率 72%LHV 76%LHV 
水素圧力 5,878psi 6,000psi 
圧縮エネルギー 4,268 Btu/kg = 1.25 kWh/kg 7,200 Btu/kg = 2.7 kWh/kg(GREET モデルか

ら) 
コンプレッサーの効率 指定無し 96.3%として計算 94%(GREETモデルから) 
グリッド損失 考慮せず 7.3%(これは分散型の場合; 電解槽がグリッド損

失を考慮する必要量より多くの風力エネルギー

の生成が必要) 
自動車の走行等価マイ

ル数 
65マイル/ガロン 64.4マイル/ガロン(GREETモデルから) 

プラント出口エネルギ

ー消費量 
2,484 Btu//マイル 2,689 Btu//マイル 

WTW エネルギー消費

量 
2,982 Btu//マイル、この値は報告書の中
で与えられていない; 50%の電気効率の
仮定を使用して計算された．風力発電電

力が含まれている場合 4,970． 

4,600 Btu//マイル 

上流発電所 効率 50%の天然ガス複合サイクル発電
(60 ページ ); 新しい発電所だけが水素
プラントに電気を供給すると仮定(欄外
58ページ) 

効率 56.1%のグリッドミックス(GREET) 
 

炭酸ガス排出 2.48 kg C/kg H2(CO2のみ、58ページの
注釈に基づく) 

5.5 kg C/kg H2(CO2、メタンおよび N2Oを含む)
 

 違いは下記要因による：1) 仮定されているグリッドミックス、2) 電解槽によって使用さ
れている風力対グリッドの比、3) NRC 報告書はすべての温室効果ガス排出の代りに単に
CO2排出のみを取り扱っているという事実、そして 4)システム境界の定義 

 
（NEDO情報・システム部 平野丈太郎） 

 

                                                  
39 エネルギー源から車輪までのエネルギー消費と温室効果ガス排出(米国)  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-17.pdf 
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