
要  約 

本プロジェクトは、経済産業省の補助事業「地球環境国際研究推進事業」の一つで

平成１９年度から実施しているものである。本プロジェクトの目標は、（１）エネルギ

ーセキュリティやエネルギーアクセスなどの持続的発展政策の温暖化緩和策効果を定

量的に評価し、持続的発展を目指した経済社会の今後 100 年にわたる定量的な世界の

温室効果ガス排出シナリオを提示する、（２）この排出シナリオを基準に温室効果ガス

を各種濃度安定化レベルに抑制する方策を示す、（３）各排出シナリオにおける水資源

や健康、生物多様性等に関連する各種持続的発展指標を定量的に提示する、そして、

（４）これらの定量的な評価を基に、各種持続的発展政策が温暖化緩和と適応に及ぼす

影響を、定性的な分析を加えつつ明らかにすること、である。  

プロジェクト３年目にあたる本年度は、昨年度に続き、持続可能な発展と温暖化対

策に関する評価や関連情報について調査した。また、本プロジェクト研究の基盤とな

る叙述的シナリオについて、今年度はより深い検討を基に、 2030 年頃までの短中期シ

ナリオと 2100 年頃までの長期期シナリオを策定した。さらに、それらのシナリオに関

し、人口、GDP、CO2 排出量など主要な要素の定量的シナリオを策定した。また、農

業土地利用、水需給、環境調和型都市、健康等の定量的モデルを昨年度に続き開発し

た。この他、 SD 指標の検討を行い、シナリオの SD 評価を試行した。  

なお、本プロジェクトは、オーストリアの国際応用システム分析研究所（ IIASA）と

の研究協力により実施した。  

 

以下に、各章毎の概要を記す。  

 

第１章  はじめに  

本章では、本プロジェクトの背景として、世界の気候変動政策や経済発展、貧困を

巡る情勢と、 IPCC 第５次評価報告書に向けた新排出シナリオの策定動向を概説し、次

いで、本プロジェクトの目的と、本年度の研究目的を記述した。  

 

第２章  持続可能な発展と温暖化対策に関する評価例の調査  

本章では、持続可能な発展と温暖化対策に関する評価事例として、オランダ環境評

価機関で開発された GISMO モデルと、モデルを用いた SD の定量的評価について調査

した内容を記した。また、気候変動対策の評価でこれまでもしばしば用いられてきた

費用便益分析について、大規模なカタストロフィック影響を適切に評価できないとい

う M. Weitzman の主張と、それに対する W. Nordhaus の反論を整理した。さらに、脱地

球温暖化と持続的発展可能なシナリオ作成に関連し、経済成長や産業構造変化、出生

率、CO2 排出量等の過去のトレンドを統計データ解析により整理した内容を記述した。 

 

第３章  叙述的シナリオの策定  



本章では、まず、地球温暖化問題と持続可能な発展に関連した叙述的シナリオの策

定に先立って、地球温暖化問題と持続可能な発展に関する論点を整理した。その上で、

2030 年頃を念頭においた短中期のシナリオとして、社会において優先される事項が異

なると想定した３つの叙述的シナリオを策定した。また、 2100 年頃までの長期のシナ

リオとして異なる２つの経済社会を表現した２つのシナリオを策定した。そして、そ

れ ら 短 中 期 と 長 期 の シ ナ リ オ の 関 係 、 お よ び 、 IPCC 新 シ ナ リ オ の Representat ive 

Concentrat ion Pathways (RCP)との関係について述べた。  

 

第４章  モデル開発と定量的評価  

多様な要素が複雑に絡み合ったシナリオや政策を評価するためには、一定のロジッ

クに沿った定量的モデルが必要である。本章では、地球温暖化対策と持続的発展の評

価に関わる中核モデルとしてこれまで開発してきた農業土地利用モデルについて、今

年度重点的に取り組んだ、食料需要推計方法の改善、現況土地利用データとの整合性

改善に関する内容、及び、改善モデルによる定量的評価例を述べた。その他、水需給

評価モデル、環境調和型都市と交通システム評価モデル、健康影響評価モデルについ

ても、今年度新たに開発した要素と、モデルによる定量評価の例を示した。さらに、

国際産業連関を考慮した世界多地域多部門モデル DEARS を用い、排出削減が産業構造

や炭素リーケージに及ぼす影響について評価した例を示した。  

 

第５章  叙述的シナリオに沿った定量的シナリオの策定  

本章では第３章の叙述的シナリオに沿って策定した定量的シナリオについて記述し

た。本章前半では、長期叙述的シナリオに対応し、シナリオジェネレータで作成した

人口、 GDP、年齢構成、貧困人口シナリオを提示した。本章後半では、短中期叙述的

シナリオに沿って、世界エネルギーシステムモデル DNE21+を用いて策定したエネルギ

ー供給構成、 CO2 排出等のシナリオを記述した。  

 

第６章  ALPS-SD 指標の開発  

本章では、シナリオや温暖化対策を持続的発展という文脈の中で評価するための、

SD 指標開発について記述した。最初に、昨年度に引き続き検討した SD 項目と変数に

ついてまとめ、続いて、ALPS の長期シナリオを例に、7 つの項目について 2050 年の世

界 18 地域別 SD 度を算定し、シナリオの SD 評価を試行した。  

 

第７章  本年度研究のまとめと今後の課題  

本章では本年度に得られた主要知見と、今後の課題についてまとめた。  

 

付録   

付録１に、研究連携を行った国際応用システム分析研究所（ IIASA）の研究レポート

を、付録２には、本研究に関わる研究の情報交換と本研究成果の情報発信を目的に開

催した IIASA-RITE 国際シンポジウムの概要を掲載した。  

 



 

Summary 

 

This project sponsored by METI is an ongoing project  s ince FY 2007 as a part of the  

“Internat ional  Research Promotion Program for Global Environment".  This  project  a ims at  

1)  showing quanti ta t ive scenarios of global greenhouse gas (GHG) emissions in an 

economic society over  the next  100 years  in  the context  of sustainable  development  

by making a quanti ta t ive assessment of effects  of  sustainable development polic ies  

including energy securi ty and energy access,   

2)  presenting measures to stabi l ize  GHGs emissions  based on these emission scenarios,  

3)  set ting up sustainable  development indicators  quanti ta t ively for  water  resources,  

public heal th  and biodiversi ty,  and  

4)  clar ifying effects of  each sustainable development policy on mit igation and 

adaptat ion with  qualitat i ve analysis for  the scenarios ,  based on the series  o f  

quanti ta t ive assessment.  

This year is the third year of the ent ire program . Following last year ’s project ,  we assess ed 

sustainable development and cl imate change policy,  and surve ied on related issues  this  year.  

As for quali ta t ive scenarios ,  a basis of this project,  we developed near and midterm scenarios  

up unti l  2030 and long term scenarios toward 2100 with fur ther e laborat ion.  Moreover we 

developed quanti ta t ive scenarios for major drivers,  such as pop ulat ion growth , GDP growth 

and CO2 emissions,  in associat ion with the scenarios above  mentioned. Other global models 

of agricul ture and land use,  of water demand and supply,  for eco -friendly ci ty,  and of  public  

heal th  have been buil t  up s ince last  year.  Th e SD assessment for these scenarios was 

conducted on a  t r ia l  basis ,  examining possible  SD indicators .  

This project  was conducted in  research cooperation with  the Internat ional  Inst i tute  of  

Applied Systems Analysis (IIASA) in  Austr ia .  

The outl ine of  this  report  is as fol lows.  

 

Chapter1  Introduction  

As a background of  this project,  this chapter  describes ongoing global chal lenges,  

including cl imate  change policy,  economic development and poverty,  and outl ine s  recent  

developments of new emission scenarios tow ards the IPCC fif th assessment report .  Then,  

overal l  object ives  of this  program, and research purpose for  the FY2009 project were s ta ted.  

 

Chapter2  Study on sustainable development and assessment of c limate change measures  

As a case s tudy of the assessmen t for sustainable  development and cl imate change 

measures,  the Global  Integrated Sustainabil ity Model  (GISMO) model  developed under the 

authority of the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) is focused on and 

quanti ta t ive assessment of  SD by th e model is  reviewed in  this  chapter.  Discussion between 

M. Weitzman and Dr.  W. Nordhaus over  cost -benefi t  analysis  in the context of  c l imate  change 



impact  assessment to deal with catastrophic events  is covered as well .  For low carbon and 

sustainable development scenarios,  h is torical t rends of  economic growth, change in  

industr ia l s tructure  and CO2 emissions,  are examined.  

 

Chapter 3   Development of  narrat ive scenarios  

Prior to the scenario development on cl imate  change and sustainable development,  general 

discuss points on these matters are la id  out.  As for near and middium term scenarios  in a  

2030 t ime perspect ive,  three narrative scenarios  with  the difference in their  social  pr ior i ties  

are developed. Two long term scenarios in  a 2100 t ime horizon are developed too, ref lect ing 

two different s i tuations in the social economy.  The relat ion between near and middle term 

scienarios and longer term scinaros,  and between our scenarios and new IPCC scenarios ,  

Representat ive Concentrat ion Pathways (RCP),  are also il lustrated.   

 

Chapter4  Model development and quanti ta t ive assessment  

Quanti tat ive modeling exercises  in  accordance with the specif ied argument are necessary 

to evaluate scenarios and polic ies that  are entangled with complex elements .  This  year we 

elaborated the agricul ture and land -use model as a key model to evaluate c limate change 

measures and sustainable  development,  which include s improvement in  est imation of  food 

demand, improvement in consis tency with  the data  of present  land use,  and some quantita tive 

evaluat ion examples with the improved model .  In  addit ion models  of  water demand and 

supply,  for  eco -friendly city,  and of public  heal th have been upgraded since last  year.  We also 

analyzed the impact of  emission reduction on the industr ial s tructure and carbon leakage,  

using our DEARS model,  a dynamic multi -sectoral and mult i -regional  model in which global  

inter-industry relations a re taken into account .  

 

Chapter 5   Development of  quanti ta t ive scenarios  according to  narrat ive scenarios  

In this chapter quanti ta t ive scenarios  are worked out  according to  the narrative scenario s  

as shown in  Chapter3.  The f irs t half  of this chapter cover s scenarios  for  populat ion  grwoth,  

GDP growth, age s tructure,  and poverty population . They were created by our scenario 

generator corresponding to long term narrat ive scenarios .  The lat ter half of this chapter  

describes  scenarios for  energy supply s tructure  and CO2 emission, which were developed by 

our DNE21+, a global  energy system model,  in l ine with  near and middle term narrat ive 

scenarios .  

 

Chapter 6   Development of  ALPS-SD indicators  

In  order  to  evaluate  scenarios  and cl imate  change measures  in the cont ext  of sustainable  

development,  SD indicators were developed. Following updated SD i tems and variables since 

last year,  we experimental ly evaluated the scenarios from the SD perspect ive by the 

est imation of the SD level for the seven items of  the 18 regions across  the world in 2050 , 

taking the our  long term scenarios  as examples .  



 

Chapter 7   Conclusion and next step  

This chapter summarizes major insights gained through this year ’s project and suggeste s  

the next s tep to be taken in the fol lowing years.  

 

Appendix  

Appendix 1 is a research report by the Internat ional Inst i tute of  Applied Systems Analysis 

(IIASA),  and Appendix 2  outl ines the IIASA -RITE symposium, held in  February 20 10 to 

exchange views on ths project and to send information about our  research res ul ts.  

 

 

 


