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概  要 

本プロジェクトは、地球温暖化の影響を考慮した２１世紀半ばまでの世界地域別温

暖化対応戦略を提示することを目的としている。対応戦略の分析評価において、各種

のエネルギー供給側技術や CO2 の排出削減技術を明示的に取り扱うほか、国際産業経

済の構造変化も考慮することとしている。温暖化影響については、不確定な項目も多

く、温暖化の影響と対策をどのように総合的に評価していくか、その方式の開発も大

きな課題となる。  

本プロジェクトは、平成１４年より、経済産業省の補助事業「地球環境国際研究推

進事業」の一プロジェクトとして開始され、平成１８年までの５年間を実施期間とし

て予定している。本年度は、初年度として、総合評価を実現するための、基礎的な調

査・研究を実施した。本年度の調査・研究テーマは以下の通りである。  

(1) 温暖化要因分析  

(2) 温暖化影響評価  

(3) 温暖化の影響と対策の総合評価方式検討  

なお、研究の実施にあたっては、温暖化問題等で世界的に名高い国際応用システム

分析研究所（ IIASA）をパートナーに選び研究を進める。  

 

本報告書の構成は次の通りである。  

 

第１章 プロジェクトの概要  

本プロジェクトを行った背景、目的、本年度調査内容を概説した。  

 

第 2 章 地球温暖化要因の分析  

本章では、世界各地における中長期的な経済発展に伴う産業構造や社会構造などの

変化に影響を与える要因に関する各種経済社会指標のデータを収集し、温暖化要因に

関する分析検討を行った。収集データは、農業、工業およびサービス産業の付加価値

生産高、自動車等の代表的な工業製品生産量といった産業部門に関する経済的指標の

ほか、民生・運輸部門のエネルギー消費量、労働力、さらには情報化、研究開発、教

育に関する社会的指標などの多岐に亘る。そして、収集したデータについて主要国・

地域における経年変化を概観するとともに、GDP の実質値および購買力平価（ PPP）換

算値との相関を図示して、経済発展に伴う構造変化についてのトレンドを観察した。  

その結果、民生部門での電力消費と GDP（ PPP）との間において比較的高い正の相関

が見出すことができたほか、運輸部門でのエネルギー消費についても同様に高い正の

相関があることが確認できた。また、農業関連指標については、負の相関が比較的明

確に示された。工業に関する指標は、全体として見ると明確な発展パスの傾向は見ら

れなかったが、自動車生産などの高度な技術を必要とする産業に着目すると経済発展

との比較的高い相関が見られた。  
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第 3 章 地球温暖化影響の分析  

まず、IPCC 第三次レポート（Climate Change 2001:  Impacts ,  Adaptat ion & Vulnerabi l ity）

を中心に、 IPCC における地球温暖化影響の評価について整理を行った。同レポートで

は、水文・水資源、生態系、沿岸域・海洋生態系、人間居住・エネルギー・産業、保

険・その他金融サービス、健康に関して、個別の評価を行った。しかし、いずれの項

目においても、影響の定量的評価やその算出方法については記述されていないものが

殆どである。また、 IPCC に対する意見の例として、Dr. Lomborg の地球温暖化影響に

関する主張をまとめた。  

次に、既存の統合評価モデルの環境影響の取り扱い調査を行った。調査対象は、ア

ジア太平洋統合モデル（Asian Pacif ic Integrated Model,  AIM）、IMAGE（ Integrated Model  

to  Assess the Global Environment）モデル、IIASA モデルである。これらのモデルの環境

影響の取り扱いも参考にして、本プロジェクトの来年度以降のモデル開発を行う。  

次に、地球温暖化により顕在化すると考えられる種々の影響（気温、降水量、農産

物収穫量、植生、土地利用等）について、各国、地域の関連機関がまとめたデータベ

ースを入手・整理し、次年度以降のモデル構築検討の際に利用可能なようにした。  

最後に、本プロジェクトの地球温暖化影響評価ワーキンググループで実施した、温

暖化影響研究の最新の動向と問題点のヒアリング調査、の概要を記述した。  

 

第 4 章 モデル検討  

一般均衡モデル GTAP(GTAP-E)の構造を分析した。そして、GTAP を用いたシミュレ

ーション例として、炭素税の影響シミュレーションの結果を紹介した。同じ国内であ

っても政策導入の負担・恩恵は産業によっても異なり、特に先進国においては製造業

とサービス業の動向はシナリオごとに大きく異なる。  

このほかに、簡易気候モデル（MAGICC や Bern）に関する知見の整理、水資源に着

目した GIS による地球温暖化と食糧需給評価例、および、統合モデルに必要なデータ

のデータベース化の概念を説明した。  

  

第 5 章 総合評価の方式  

地球環境問題の総合評価においては、以下の 3 点を取り扱いうる方式の確立が重要

であるという結論を得た。  

1.  健康影響、生態圏への影響、水資源への影響はいずれも人間生活の基本的要因へ

のとなるものであるが、地域的にも時間的にもなお不確実性が大きい。温暖化影響に

関してはなお定性的にしか得られていない知見が多い。  

2.  影響の大きさは、自然現象の挙動に関する不確実性が残るためだけではなく、人

間活動や人為的な対策によって損害のレベルそのものが大きく変化しうる。このこと

は、温暖化においては予防策と適応策の評価が重要であることを示す。  

3.  温暖化の影響の大きさは、地域的要因によっても大きく左右される。  

本プロジェクトでは次年度以降に向けて、次のような総合評価の方式を検討した。  
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a.  温暖化影響の範囲の広さを考え、文献調査、専門家へのヒアリング等の調査を継

続し、温暖化影響の体系的な把握を行う。  

b.  定性的要因の整理と全体的に整合的なシナリオ策定する。このためには、技術予

測手法の一つである X-I 法をシミュレーションモデルと結び付けた研究例を参考とす

る。  

c .  定量性の高い温暖化影響要因は、温暖化やエネルギー消費などと結合して定式化

することで GTAP、DNE-21、GLUE などと連係して、総合的な対策評価を可能にする。 

 

第 6 章 IIASA との連携  

IIASA との連携の概要を説明した。  

 

第 7 章 次年度以降の課題  

本プロジェクトの概要と、プロジェクトによって得られた主要知見をまとめた。ま

た、今後の研究、調査課題についてもまとめた。  
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Summary 

 

This project aims at showing global and regional environmentally compatible strategies considering the 
impacts of global warming until the middle of the 21st century. Various kinds of energy supply technologies 
and CO2 emission reduction technologies as well as structural changes of international industry and economy 
are taken into consideration. It is the challenge to develop the method of the integrated assessment of impacts 
and measures about global warming considering the uncertainty of global warming impacts. 

This project sponsored by METI is five years project started this year in FY 2002. 
 In this year in the project, basic research and investigation are conducted. 
The themes of research and investigation in this year are as follows. 
(1) Analysis of global warming factors. 
(2) Analysis of global warming impacts. 
(3) Assessment of the methods of integrated analysis to evaluate impacts and measures of global 

environment. 
In order to conduct the research effectively, we form the partnership with International Institute of 

Applied Systems Analysis (IIASA) that is famous for global warming analysis. The outlines of this report are 
as follows. 

 
Chapter 1: Outline of this project. 
The background, the purposes, and the research contents in this year in the project are outlined. 
 
Chapter 2: Analysis of Global Warming Factors 
In this chapter, we collect the data of the various economic social indices followed by industrial structural 

changes and economic development in the world in the near-and-long future and analyze the global warming 
factors. 

Collected data covers the economic indices such as the amount of value added of sectors of agriculture, 
industry, and service, and major industrial outputs such as car production as well as the amount of energy 
consumption of a household sector and a transportation sector, and social indices of information 
technologies, research and development, and education. 

Then, we conduct a time series analysis on the collected data, and we show the relations between the 
collected data and GDPs in market exchange rate (mer) and in purchase power parity (ppp) and observe the 
trend of the industrial structural changes. 

Consequently, it is observed that there is positive correlation between the electricity consumption in 
household sector and GDPppp and positive correlation between energy consumption in transportation sector 
and GDPppp. In addition, it is shown that there is the negative correlation between agricultural indices and 
GDPppp. The correlation between industrial indices and GDP is not shown obviously, but it is shown that 
there is the correlation between high-technology industries such as car production and economic 
development. 
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Chapter 3: Analysis of Global Warming Impacts 
First, we summarize the impacts of global warming in the third IPCC report (Climate Change2001: 

Impacts, Adaptation & Vulnerability). In the IPCC report they analyzed water, ecological systems, coastal 
and off-shore ecology, human settlement, energy industry, insurance and other financial services, human 
health, and so on. However, they did not mention quantitative results of the global warming impacts on the 
most items. In addition, we summarize the opinion about IPCC and the global warming impacts proposed by 
Dr. Lomborg. 

Next, we investigate how the existing integrated assessment models evaluate global warming impacts. 
The models we investigated are Asia-Pacific Integrated model (AIM), IMAGE (Integrated Model to Assess 
the Global Environment), and IIASA model. Considering the models and their structures, we plan to develop 
the model in the following years in the project. 

Next, we obtain the database made by international organizations and each country concerning global 
warming impacts such as temperature, precipitation, agriculture, vegetation, and land uses.  We make the 
contents of the data in order to prepare for the model building in the following years in the project. Finally, 
we outline the results of the hearing on the latest results and the remaining problems about the impacts of the 
global warming explained at the working group of the global warming impacts in this project. 

 
Chapter 4: Model Examination 
In the chapter we examine the structure of the general equilibrium model of GTAP (GTAP-E).  Then we 

introduce an example of the simulation results analyzing carbon taxes using GTAP. In the results, the impacts 
on economic sectors depending on the carbon taxes are various even in the same country; especially the 
impacts on a manufacturing industry and a service sector are very various depending on the tax scenarios. In 
addition, we explain the summary of the simplified climate models (such as MAGICC and BERN), examples 
of evaluation of water resources, global warming and food supply and demand using a GIS technique, and 
the concept of the database to support development of the integrated model. 

 
Chapter 5: Method of integrated assessment. 
It is important that the method of the integrated assessment of the global warming problems handles the 

following three issues. 
(1) Large uncertainty about human health, impacts on human settlement, and impacts on water resources 

remains in time and space. The knowledge about the impacts of the global warming is still limited. 
(2) The damage from the global warming will be uncertain because the knowledge of the impact 

mechanism is limited and the measures of adaptation affect the amount of the damage. This shows that it is 
important that we evaluate measures of mitigation and adaptation of the global warming. 

(3) The impacts of global warming depend on spatial conditions. This project evaluates the integrated 
assessment methods as follows. 

(a) To research the impacts of the global warming systematically by studying literatures and hearing 
experts in the global warming. 
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(b) To summarize the qualitative factors of the global warming and to make consistent scenarios. In order 
to do that, we evaluate the new methods such as the combination of an X-I method and simulation models. 

(c) To analyze quantitative data of the impact of the global warming by the method of integrated 
assessment by developing the new model including GTAP, DNE21 and GLUE. 

 
Chapter 6: Cooperation with IIASA 
The outline of cooperation with IIASA is explained. 
 
Chapter 7: Conclusions and Subjects in the Following Years 
The outline of this project and the main results acquired by this project are explained. In addition, the 

subjects in the following years are summarized. 
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