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あけましておめでとうございます。２０２３年（令和５年）

の年頭にあたり、新年のご挨拶を申し上げます。 

 

「50 年後、あなたの子孫たちはどんな地球に暮らし

ているのでしょう？ 理想の未来から、私たちが今からで

きることを考えてみましょう。」これは、東京のお台場にあ

る日本科学未来館の常設展示の一つである「未来逆

算思考」というコンピューターゲームの呼びかけメッセー

ジです。50 年後に暮らす子孫たちに、どんな地球を贈

ることができるのか、ゲーム形式でアクティブに学習す

る展示です。理想の未来を描き、そこから逆算（バックキ

ャスト）することで、私たちが今からすべきことを学ぶわ

けです。選んだ「地球」を５０年後の未来に無事に届け

ることができれば成功です。未来に贈るべき「地球」は、

ゲーム上８つの「地球」で表現されています。すなわち、

『地球温暖化がストップした地球』、『いつまでもきれい

な水が飲める地球』、『エネルギーで豊かな暮らしがで

きる地球』、『芸術文化に満ちあふれた地球』、『ことば

の多様性が守られている地球』、『いつまでも魚を食べ

つづけられる地球』、『誰もが健康でいられる地球』、

『不平等や貧困のない地球』です。ただし、ゲームの中

では５０年間の途中で「地球」を壊す災害などの「妨害」

も起きます。 

実は、この展示の総合監修と水に関する監修を私が

担いました。その監修にあたり、８つの各「地球」それぞ

れの分野の専門家に協力をいただきました。監修の議

論の中で専門家のひとりから「５０年後から逆算すると

いう企画であるが、たとえば芸術は千年単位ですから５

０年は短すぎますよ」との指摘を受けました。子孫に贈る

という概念となじみやすい５０年という時間が選ばれて

いる面もありますが、確かに、客観的な物事の道理とし

て５０年では短くてバックキャストになじまないものも多く

あります。 

わかりやすい例をとると、源氏物語は今から千年以

上前に世界で初めて女性により書かれた小説です。そ

れが今でも読まれ、楽しまれています。地質や生態系な

どは１０００年、１万年のスケールの事象が多々あります。

さらに社会インフラも長い時間スケールのなかにありま

す。例えば、中国の四川省にある都江堰（巨大な古代

水利・灌漑施設）は２３００年前に建設されたと言われて

いますが、現在も使われています。現地で目の前の堰を

見てその技術力に驚きました。一方、「妨害」のほうも地

震や火山噴火などのように時間軸の長いものがありま

す。 

物事はそれぞれさまざまな時間軸の上に乗っていま

す。あるものは人の一生をはるかに超え何世代にもわた

るような長い時間が関わりますし、また、あるものは短い

時間でたちまち自然界と社会に変化を及ぼします。将

来に贈る８つの「地球」をゲーム上ではなく現実の世界

の中に作り上げるためには、長い時間が必要です。基

礎研究、独創的な技術開発、継続的な科学データの蓄

積などです。社会への実装のための総合的な研究、不

確実な事象の研究なども重要です。実世界には未来へ

向けて研究すべきものが山積しています。 

当協会は本年も環境研究や環境技術開発にかかわ

る業務を確実に進めていく所存です。 

本年も当協会に対する変わらぬご支援とご協力をお

願い申し上げます。 
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新年あけましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いいたします。 

世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長が、昨

年末、世界人口の少なくとも 90％は感染やワクチン

接種により新型コロナウイルスに対してある程度の免

疫を獲得していると言っていました。ゼロコロナ政策

に終止符を打った中国で感染者数が急増しているよ

うで強力な変異種が出ないか心配ですが、今年こそ

は気兼ねなくマスクなしで街中を歩ける状態になるこ

とを期待しています。 

昨年末に 27 回目の気候変動枠組条約締約国会

議（COP27）が開催されましたが、1 回目が開かれ

た 1995年の人口57億人が現在は4割増えて80

億人となっています。この間、二酸化炭素排出量は 5

割以上増加していて、人口増も要因の一つと言えま

す。 

人口減少が続いている我が国では、世界人口の

増加問題は我が事として捉えにくいところもあります

が、国連の予測によれば、今後アフリカの人口が急

速に増え、世界人口が 100億人近くに達する 2050

年にはその 4分の 1 を占めることになるようです。人

類発祥の地でもあるアフリカが、今後は人口面、経済

面のみならず環境面でも一層重要な位置を占め、世

界の構図は大きく変わっていくと思われます。 

サッカーワールドカップで惜しくもベスト8入りを逃

した森保監督は、世界で戦えるという新しい景色を見

せてくれたと選手を称えていました。今年生まれる人

の多くは、世界人口がピークに達すると予測されてい

る 22 世紀初頭まで生きることになると思われますが、

その時彼らが見る世界の景色はどうなっているので

しょうか。 

さて、協会の主要業務に関しては、CO2 削減のた

めの「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラ

ル技術開発実証事業」では、昨年末に、再生可能エ

ネルギー、建築、交通、バイオ、社会システムの各専門

委員会と企画委員会が開催され、継続中課題の中

間評価等が行われました。以前に終了した課題のフ

ォローアップ調査の解析も実施中です。各種会合は、

コロナ第8波の影響を受け、オンライン会合主体に逆

戻りです。 

環境研究総合推進費関係では、追跡評価に係る

書面調査、個別ヒアリング調査の結果のとりまとめを

行っています。 

学術誌については、和文誌については、まもなく

「日本の 2050 年脱炭素シナリオ」をお届けし、続い

て「地方環境研究所特集」、「総合的な気候変動適

応研究への取り組み」、「災害・事故に起因する化学

物質リスクの評価・管理手法の体系的構築」を

2023 年度末までに刊行予定です。英文誌は、

「Role of Asia in the world towards net-zero; 

from global perspective」をホームページ上で公

開 す べ く 準 備 を 進 め て い ま す が 、 そ の 後

「 Sustainable Mountain Development and 

Conservation 」 、 「 Air pollution from 

vegetation fire and its health effects in 

Asia」、「Development of waste management 

in Asia towards the resilient society to the 

climate, pandemic and natural disasters」を順

次刊行予定です 

昨年 12 月 6 日、協会会長として 2016 年 6 月

から 2022 年 6 月にかけてご尽力いただいた大塚

柳太郎先生が永眠されました。温厚なお人柄ととも

に、大所高所からのご指導、要所要所での的確なご

助言をいただいたことが想い起されます。心より哀悼

の意を表します。 
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3. 地球温暖化と IPCCのシナリオ 

IPCC は最もシナリオを重視し、活用している国際

機関でもある。地球温暖化問題は過去から現在に至

る歴史的事実を延長することでは将来の社会・経

済・環境の状況を確実に見通すことができないので、

複数のシナリオを有効に活用して、将来のあり得る姿

を想定する必要がある。IPCCの創設時期(1988年

頃）には、地球温暖化を科学的にどう扱うべきか論

争があったようである。過去の気候（古気候）を再現

し、温暖期に発生した事象の痕跡をもとに地球温暖

化時の状況を見通す方法（古気候学的手段に基づ

く将来気候の推定）と、そのころはやり始めていた気

候モデルを開発・利用して将来気候の状況をコンピ

ュータ上で再現し、将来気温や降水量を見通す方法

である。結局気候モデルが地球温暖化研究の中心

的な課題となった。気候モデルの入力条件となるの

が排出シナリオ（将来のＧＨＧ排出量の推移）や世界

の社会・経済・環境の動向（社会経済シナリオ）であ

る。図1は地球温暖化に係る項目をシナリオと対比さ

せて描いた図である。 

●地球環境問題へのシナリオ適用の歴史（松岡ら、

2001など） 

シナリオは時代を通じて利用されてきたが、その時

代の状況に応じて使われ方が変化してきた。以下で

はシナリオ適用の変遷を整理してみた。 

 

1970年代： ローマクラブの要請をうけて 1970年

代初期、デニス・メドウズらによって行われた地球環

境問題研究では、経済発展、資源・環境問題、人口

問題をシステムダイナミックス手法で地球規模モデ

ルを作成し、今後 100 年程度の期間を外挿し、シナ

リオ如何によっては多様な将来像があることを提示し

た。成果は「成長の限界」としてまとめられローマクラ

ブに報告された。 

またシェルのシナリオも石油ショックを見通し、対策

を講じたことにより影響を免れた例として有名である。

1973 年に石油危機（オイルショック）が起きるが、オ

イルショックの発生前に、石油メジャーであるシェルは

起こりうる未来シナリオとしてオイルショックを想定し、

戦略的に対応できたことで、難を免れた事例である。

シェルの場合は、比較的近未来の事例

であり、地球温暖化のように 50 年～

100 年の中長期が対象であり、時間ス

ケールに拘らずシナリオが用いられると

いう事例でもある。 

1990年代： 地球環境問題（オゾン層

破壊、地球温暖化など）、地域環境問

題（酸性雨問題など）が顕在化し、対

応するには社会全般に関わるシナリオ、

問題固有の事柄を特定することが必要

となった。社会構造、経済発展などの社

会フレームと個別問題の技術的、政策

的な対応を考慮した、シナリオ・アプロ

ーチが必要となった時期である。 

原澤 英夫 (地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル 

技術開発・実証事業 プログラムディレクター) 

AIRIES随筆（130） 

 

図 1：地球温暖化における気候モデルとシナリオ 
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例えば、米国環境保護庁の大気安定化フレーワー

ク（ASF)で展開されたいくつかの将来シナリオ群、

IPCC が作成した GHG 排出シナリオ群(IS92 シナ

リオ)が代表的である。当時のシナリオの特徴は、将

来パラダイム変化のストーリーラインと自然科学的、

社会学的な整合性やメカニズムを考慮した数理モデ

ルとの相互連携であり、数理モデルとしては統合評

価モデルなどが開発され、適用された。 

とくに IPCCのシナリオプロジェクト（IPCC、2000）

で開発された SRES シナリオ1は、ストーリーライン、4

つの世界像、統合評価モデルによる将来推計を通し

て開発されたシナリオで気候変動、地球温暖化研究

の基礎的情報として活用された。IPCC の役割は気

候変動に関する科学論文などを収集・分析し、最新

の科学的知見を評価(Scientific Assessment)す

ることを目的としており、自ら調査・研究を実施する国

際機関ではない。しかし、シナリオに関しては地球温

暖化の現象解明や予測、影響評価や対策など問題

解決のための基礎情報として不可欠なことから

IPCC が主導してシナリオを作成したわけである。

SRES シナリオづくりには世界の 6 つの統合評価モ

デルグループが参画し、国際協力によって開発され

た経緯がある。そのうちの 2 つのグループは日本の

グループ（国立環境研究所と理科大のモデルグルー

プ）であり、IPCC のシナリオ作りに日本が国際貢献

した事例となっている（森田・増井、2000)。 

2000年代： 地球温暖化研究や対策に SRESシナ

リオが多用されるに及び、SRES への批判もあり、

IPCC は、新たなシナリオを企画、開発している。RCP

シナリオ2、続いて SSP シナリオ3が作成され、気候予

測モデルの入力として利用され、得られた成果は論

文として発表された。 IPCC の第 4 次報告書

（2007)、第5次報告書(2013-14)はこれらのシナ

リオを利用した研究論文などがとりあげられている。

ただしシナリオの更新は開発に時間を要することもあ

                                                   

1 SRESシナリオ：IPCC特別報告書(Special Report 

on Emission Scenario)の頭文字をとってSRESと呼ば

れる。 

2 RCPシナリオ：代表的濃度経路(Representative 

Concentration Pathways)の頭文字をとってRCPと呼

ばれる。 

り、研究あるいは対策で利用するシナリオは必ずしも

最新のものでない場合もあることもシナリオ利用の特

徴となっている。 

2010年代： 2015年COP21において2℃目標、

1.5℃努力目標を含むパリ協定が合意された。従来

の 2℃に温暖化を抑制するシナリオに加えて、1.5℃

に抑制するシナリオが必要になってきた。最新の

IPCCの第 6次報告書(AR6)では、RCP-SSPのシ

ナリオのうち SSP3-1.6 がそれに相当する(IPCC、

2021)。 

一方、産業界では、2015年 9月に金融安定理事

会(FSB)のマーク・カーニー議長がスピーチで気候

変動リスクは金融システムの安定を損なう恐れがあ

り、金融機関の脅威となりうると述べ、地球温暖化が

企業のもたらす物理リスク、移行リスクなどに言及し

た。それを受けて、TCFD（気候関連財務情報開示タ

スクフォース）が設立され、いくつかの報告書が公表

されると、それ以降世界中の企業が気候変動リスク

へ対応すべく気候シナリオを利用した調査・分析（シ

ナリオ分析）が実施されるようになった。日本に特4化

したシナリオ作成は行われているが、多くが IPCC や

IEA などの国際機関が開発した地球規模のシナリオ

を日本に当てはめて企業活動などのリスク評価を行

っている。 

●IPCCのシナリオの種類と説明 

IPCC の進展と呼応する形で、次々と新しいシナリ

オが開発されてきた。図２に IPCC とシナリオの変遷

の概略を示した。 

 

４． おわりに 

地球温暖化の科学的アセスメントを実施してきた

IPCC が設立当初からシナリオを開発、利用してきた

経緯や最近の動向を紹介した。最近では、TCFD に

賛同する企業が増加し、IPCC シナリオなどを用いて

積極的に脱炭素に貢献しようという動きも活発になっ

3 SSPシナリオ：共有社会経済経路(Shared Social-

economic Pathways)の頭文字をとってSSPと呼ばれ

る。 
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ている。地球温暖化を抑止するためには、革新的な

技術開発・実証、事業化・社会実装を進めながら、脱

温暖化社会の早期に構築が急がれる。このため国内

外でシナリオ作りが盛んに行われており、日本では、

2050 年カーボンニュートラル宣言前後から、種々の

シナリオや特に技術分野において技術ロードマップ

が作成されている。 

 

 

図 2：IPCCのシナリオの変遷 
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「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発 

・実証事業」のパンフレット（2022年度版）が完成しました。 

下記、ホームページからもご覧いただけます。 

 

 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cpttv_funds/pamphlet/ 

 

 

地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 

２０２2年度 パンフレットのご紹介 
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和文誌『地球環境』Vol.27No.2 日本の２０５０年脱炭素シナリオ（責任編集

委員 亀山康子（国立環境研究所 社会システム領域上級主席研究員)・増井利

彦（国立環境研究所 社会システム領域長）・高橋 潔(国立環境研究所 社会シ

ステム副領域長) ）を刊行いたしました。 

日本が 2050 年までにネットゼロを達成するための技術的・政策的課題、社

会経済的な状況などが議論されています。是非ご高覧ください 
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・気候変動の社会的費用 …………………………………………………………………………………山口 臨太郎  

・気候変動影響からみた日本の脱炭素社会構築：相互作用に注目して …………………………………… 高橋 潔 
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12/1(木)：推進費制度 追跡評価個別ヒアリング（Web会議） 

CO2対策事業 中間評価ヒアリング（建築分野）を開催 

（AP東京丸の内）（Web会議）  

5(月)：推進費制度 追跡評価個別ヒアリング（Web会議） 

CO2対策事業 中間評価ヒアリング（交通分野）を開催 

（AP東京丸の内）（Web会議） 

6(火)：推進費制度 追跡評価個別ヒアリング（Web会議） 

CO2対策事業 中間評価ヒアリング（バイオ分野）を開催 

（AP東京丸の内）（Web会議） 

7(水)：推進費制度 環境省打合せ（協会） 

12(月)：CO2対策事業 応募相談会を開催（Web会議） 

   CO2 対策事業 フォローアップ(F-up)ヒアリングに出席

（Web会議） 

   CO2対策事業 知財打合せWeb会議） 

   CO2対策事業 検討会に出席（Web会議） 

13(火)：CO2対策事業 応募相談会を開催（Web会議） 

CO2対策事業 打合せ（Web会議） 

14(水)：CO2 対策事業 企画委員会を開催（AP 東京丸の内）

（Web会議）  

15(木)：推進費制度 追跡評価個別ヒアリング（Web会議） 

    CO2対策事業 検討会および実証検分に出席（帯広） 

    CO2対策事業 F-up ヒアリングに出席（Web会議） 

16(金)：推進費制度 追跡評価個別ヒアリング（Web会議） 

CO2対策事業 打合せ（環境省） 

19(月)：CO2対策事業 環境省打合せ（Web会議） 

CO2対策事業 知財打合せ（Web会議）  

20(火)：CO2対策事業 応募相談会を開催（Web会議） 

21(水)：CO2対策事業 第２回 PD,PA,PO意見交換会を開

催（AP東京丸の内） 

CO2対策事業 検討会に出席（Web会議） 

CO2対策事業 検討会に出席（月島） 

22(木)：CO2対策事業 F-up ヒアリングに出席（Web会議） 

23(金)：CO2対策事業 検討会に出席（Web会議） 

CO2対策事業 知財打合せ（Web会議） 

27(火)：CO2対策事業 F-up ヒアリングに出席（Web会議） 

28（水）：仕事納め  

 

＊推進費制度：環境研究総合推進費制度運営・検討業務 

  CO2 対策事業：地域共創・セクター横断型カーボンニュート

ラル技術開発・実証事業 

 

 

 

 

 

 

 

〒110-0005東京都台東区上野 1-4-4 

 TEL：03-5812-2105 
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