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付録 B 国際動向 

 
気候変動問題は、国境を越えて大きな社会的・

経済的な影響をもたらすものであることから、国

際的な連携が不可欠である。このため「気候変動

に関する国際連合枠組み条約（UNFCCC）」で温

室効果ガスの排出削減に向けた国際的取り組みが

進められている。「気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）評価報告書」において取りまとめられ

た科学的知見は、このような取り組みの中で国際

的な対策を検討する上で重要な基礎となっている。

また、気候変動の実態把握と将来の予測には、地

球全体にわたる気候システムの観測・監視と、気

候に関わる機構の解明や気候の予測に向けた研究

を推進することが不可欠であり、観測体制の構築

や研究推進体制の確立が国際的に取り組まれてい

る。これら国際的な取り組みを支える国際計画が

WMO をはじめ各機関の協力・連携により実施さ

れている（図 B.1）。ここでは、こうした国際社会

における気候変動に関わる主な機関や関連活動の

概要について述べる。 
 

B.1 世界気象機関（WMO）などが推進する計画 

世界気象機関（WMO）は、国際連合の専門機

関の一つとして 1950 年に設立され、191 の国及

び領域（2014 年 9 月現在）が加盟している。WMO
は世界の気象事業の調和的発展を目標とした国際

計画の推進・調整を行っている。WMO が単独で

行っている計画のほか、国連環境計画（UNEP）
や国連教育科学文化機関（ユネスコ）政府間海洋

学委員会（IOC/UNESCO）など、他の機関と共

同で行っているものもある。 
ここでは、WMO などが推進する地球環境に関

連する国際社会の取り組みについて述べる。 
 
(1) 世界気候計画（WCP） 

1979 年に開催された第 1 回世界気候会議

（FWCC）での提言を受け世界気候計画（WCP）
が策定され、この計画の中で気候変動の観測・監

視、気候情報サービス、気候変動の影響評価及び

研究が推進されてきた。1980 年代後半になると、

地球温暖化やオゾン層破壊などの人為的要因によ

 
図B.1 地球環境問題に関わる主な国際機関及び関連計画 
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る地球規模の気候及び環境問題が顕在化し、国際

的な取り組みが強化されてきた。これらに対応す

るため、1990 年に開催された第 2 回世界気候会

議（SWCC）では、WCP の強化策が提言され、

全球気候観測システム（GCOS）の設立など取り

組みが強化された。2009 年に開催された第 3 回

世界気候会議（WCC-3）では、気候サービスの提

供者と利用者間の連携強化を通じて、利用者が意

思決定に活用しやすい気候情報の提供を推進する

「気候サービスのための世界的枠組み（GFCS）」
を構築することが決定された。これを受けて、

WCP の構造も GFCS と密接に連携するよう見直

され、後述の 4 つのプログラムに再編された。現

在の WCP の目標は以下のとおりである。 
① 気候に関わる諸過程の理解を深めることによ

り、気候の変動や変化の予測可能性を明確に

し、また、気候に与える人為的影響の程度を

認識し、さらに気候の予測や予報の能力を高

めること。 
② 全球的な気候システムの包括的な観測の推進

と、気候データの効果的な収集・管理、全球

規模から地域規模にわたる気候変動の検出・

評価を含む監視を促進すること。 
③ 国際的な枠組の提供や、気候サービスの情報

作成・伝達システムの運用要素の確立を通じ

て、特に予報について、ユーザを対象とした

気候サービスの可用性と入手手段を強化及び

促進すること。 
④ 気候変動のより良いリスク管理の計画・政策

立案・実践のための気候の知識と気候情報の

効果的な応用や、求められる気候サービスの

提供を助長すること。 
⑤ 特に開発途上国や後発開発途上国が、GFCS

の運用に貢献すると同時に、GFCS による利

益を受けることができるように、能力開発を

促進すること。 
 
1） 全球気候観測システム（GCOS） 

第 2 回世界気候会議（SWCC, 1990 年）での提

言を受け、気候システムの監視、気候変動の検出

と原因特定、気候変動の影響の評価と適応の支援、

各国の経済の持続的発展への応用、気候システム

の理解・モデル・予測の改善のための研究などに

求められる、気候システムの観測に関する包括的

な情報を提供することを目的に、WMO を中心に

IOC、UNEP 及び ICSU によって 1992 年に全球

気候観測システム（GCOS）が設立された（図 B.2）。
GCOS は、WMO の GAW 計画（本項（4）参照）

など、大気や海洋の既存の観測システムを基盤と

しつつ発展させることを目指している。GCOS 運

営委員会（GCOS SC）がGCOS 全体の概念や活

動範囲を定めており、参加機関に対する科学的・

技術的指導を行っている。GCOS には、大気、海

洋及び陸面の観測に関する 3 つの科学パネル

（AOPC、OOPC、TOPC）が設置されており、

それぞれの領域での必要な観測を明確にし、実施

のための提言を行っている。 
GCOS はその実施計画において、UNFCCC・

WCRP・IPCC において求められる、実現可能な

全球規模の観測において必須となる気候要素

（ECVs; Essential Climate Variables）を定義し、

各国にこれらの要素の継続的な観測実施を促して

いる。GCOS では、実施計画のレビューを 2015
年までに行い、新たな実施計画を 2016 年夏に策

定することとなっている。 
また、 GCOS 協力メカニズム（ GCOS 

Cooperation Mechanism）を通じて途上国におけ

る全球規模の気候観測システムの強化を支援して

いる。 
 

 
図B.2 GCOS組織図 
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2） 世界気候研究計画（WCRP） 

世界気候研究計画（WCRP）は、WMO と国際

学術連合会議（ICSU; 1998 年に国際科学会議と

改称）との共同研究計画として1980年に発足し、 
1993 年からはユネスコ政府間海洋学委員会

（IOC/UNESCO）の後援も受けている。その全

体にわたる目的は、①気候の予測可能性を究明す

ることと、②人間活動の気候へ影響の程度を評価

することである。 
WCRP は、2005 年に「地球システムの統合的

観測及び予測（COPES）」という戦略的枠組を立

ち上げ、その中でコア・プロジェクト及びプロジ

ェクト横断型活動を通じて研究を推進している。

現在のコア・プロジェクトには、全球エネルギー・

水循環実験計画（GEWEX）、気候と海洋－その予

測可能性、変動性及び変化－（CLIVAR）33、成

層圏過程とその気候への影響に関する研究計画

（SPARC）、気候と雪氷圏計画（CLiC）があり、

また、結合モデル開発作業部会（WGCM）、数値

実験作業部会（WGNE）、季節から年々規模予報

に関する作業部会（WGSIP）、地域気候作業部会

（WGRC）が設置されている。WGRC は、GFCS
を含む気候サービスを提供する様々な機関や調整

組織と WCRP との双方向の調整を図るものとし

て、2011 年に設置されたものである。IPCC の評

価活動にとって重要なモデルの比較結果は、

WGCM のもとで実施された結合モデル相互比較

計画（CMIP）によって得られている。 
 

3） 世界気候サービス計画（WCSP） 

世界気候サービス計画（WCSP）は、従来の世

界気候データ・監視計画（WCDMP）と世界気候

利用・サービス計画（WCASP）を統合したもの

で、気候データとその解析、気候の観測・監視・

予測、気候監視システムの運用とインフラ、気候

への適応とリスク管理の 4つの分野を対象として

い。このため、気候サービス情報システム及び

                                                   
33 1998～2013 年は気候の変動性と予測可能性に関する

研究計画という名称だった。 

GFCSのユーザインターフェース部分も提供して

いる。 
 
4） 気候変動に対する脆弱性、影響、適応に関す

る研究計画（PROVIA） 

気候変動に対する脆弱性、影響、適応に関する

研究の国際的なレベルでの方向性や一貫性を提供

することを目的に2010年より開始された計画で、

国連環境計画（UNEP）を中心に推進されている。 
 

(2) 全球海洋観測システム（GOOS） 

全球海洋観測システム（GOOS）は、全世界の

海洋の環境や変動を監視してその予測を可能にす

るための長期的で系統的な海洋観測システムを構

築する国際的な計画で、ユネスコ政府間海洋学委

員会（IOC）、WMO、UNEP 及び ICSU の協力

のもとで 1991 年より推進されている。 
GOOS は既存の業務的及び調査研究目的の海

洋観測網、データ・プロダクトの作成・提供シス

テムをベースとしており、WMO と IOC が共同し

て設置した WMO/IOC 合同海洋･海上気象専門

委員会（JCOMM）の下で実施されている業務的

な観測・データ管理・サービスシステムや、各種

海洋研究計画で実施される海洋観測に関する活動

は、すべて GOOS の一部に位置づけることがで

きる。具体的な観測として、気象観測船による海

上気象・海洋観測業務の実施、篤志観測船による

観測、潮位観測、漂流ブイ、アルゴフロート、熱

帯係留ブイ、継続的な衛星海洋観測等がこれにあ

たる。 
なお、近隣国が共同して地域の視点から観測シ

ステムを構築する地域 GOOS（GOOS Regional 
Alliance）が世界のいくつかの地域で実施されて

いる。日本、中国、韓国、ロシアからなる北東ア

ジア地域海洋観測システム（NEAR-GOOS）はそ

のひとつであり、気象庁は対象領域の海洋／海上

気象データのリアルタイムデータベースの管理運

営を実施している。 
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(3) 地球観測システム（GEOSS） 

2002 年の持続可能な開発に関する世界首脳会

議や 2003 年の G8 エビアンサミットなどにおけ

る全球的な地球観測の重要性に対する認識の高ま

りを受け、2005 年に開催された地球サミットにお

いて地球観測システム（GEOSS）の 10 年実施計

画が策定されるとともに、「地球観測に関する政府

間グループ（GEO）」が設置された。GEOSS は

様々な観測システムを相互につなぐとともに、現

在の空白部分を埋めるような新規システムの開発

を支援するものであり、GCOS 及び GOOS も

GEOSS の一部を構成している。GEOSS は、社

会に対して非常に重要な 9 つの分野（「災害」「健

康」「エネルギー」「気候」「水」「気象」「生態系」

「農業」「生物多様性」）を社会利益分野（SBAs: 
Societal Benefit Areas）として定め、GEOSS10
年実施計画において達成すべき目標を設定してい

る。 
2014 年 1 月の GEO 閣僚級会合において、

GEOSS 構築のための取り組みを 2025 年まで延

長することが承認された。これを受け、新しい 10
年実施計画（2016-2025）の検討が行われている。 
 
(4) 全球大気監視（GAW）計画 

地球温暖化や酸性雨、オゾン層破壊などの地球

環境問題の顕在化にともない、地球環境の実態を

正確に把握するため、温室効果ガス、オゾン層破

壊物質及びエーロゾルなどの大気微量成分を地球

規模で高精度に観測し、データの収集・管理・提

供を行う体制が必要となった。このため WMO は、

1989 年に既存の観測網をもとに発展させた全球

大気監視(GAW: Global Atmosphere Watch)計画

を発足させた。GAW 計画の目的は、大気の化学

組成や物理的特性の状況の精密な観測データやそ

のほかの科学的情報を提供して、地球大気の変化

を早期に検知するとともに、将来の地球環境の予

測にも役立てることである。各国の気象機関や研

究機関がこの計画に参加し、二酸化炭素やメタン

などの温室効果ガス、成層圏オゾン、日射、エー

ロゾルや降水に含まれる化学物質などについての

世界的な観測網を分担している。 
GAW 計画の実施体制は図 B.3 のように構成さ

れ、必要な技術を有する各国の気象機関などが自

主的にそれぞれの役割を担って運営されている。

この中で気象庁は、国際的な貢献として、WMO
温室効果ガス世界資料センター（WDCGG: World 
Data Centre for Greenhouse Gases）、アジア・

南西太平洋地区の品質保証科学センター

(QA/SAC: Quality Assurance / Science Activity 
Centre）及び同地区の大気中メタン観測、アジア

地区のドブソン分光光度計に関する世界較正セン

ター（WCC: World Calibration Centre）を運営

している。また、GAW 計画の各種の専門委員な

どにも気象庁の職員が人的貢献をしている。 
WDCGG では、世界中から温室効果ガスや反応

性ガスの観測データを収集し、品質のチェックを

行った後でデータベース化し、データ集などの印

刷物、DVD やウェブサイトを通じて利用者に提

供している。QA/SAC は GAW 計画にもとづく観

測網の観測データの品質向上を図る目的で、日本

（気象庁）、米国、ドイツ、スイスに設置され、観

測データの品質評価をもとに各観測所に適切な助

言や支援を行う。また、WCC は観測項目ごとに

定められた世界基準に沿って、GAW 観測所での

観測に使用されている観測基準を統一するための

業務を行っている。具体的には、アジア・南西太

平洋地区におけるメタン観測、及びアジア地区に

おけるドブソンオゾン分光光度計によるオゾン全

量観測の基準を保つ較正センターを担当している。 

 
 

 
図B.3 全球大気監視(GAW)計画の実施体制 
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成層圏オゾン層に関連した活動としては、

WMO は、毎年 8～11 月にかけて南極地域でオゾ

ン観測を行っている国（日本を含む）の協力を得

て、定期的にオゾンホールなどの南極地域のオゾ

ン層に関する情報を発表している。また、GAW
計画では、2007 年から砂塵嵐についての気象機関

及び研究コミュニティにおける予測・観測・知識

の共有を促進することを目的として、GAW と世

界 天 気 研 究 計 画 (WWRP: World Weather 
Research Programme)が共同して、砂塵嵐の警戒

及び影響評価のためのシステム（SDS-WAS：
Sand and Dust Storm Warning Advisory and 
Assessment System）計画を推進している。 
 
B.2 気候変動に関する政府間パネル（IPCC） 

(1) 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の概

要 

気候変動に関する政府間パネル（ IPCC: 
Intergovenmental Panel on Climate Change）は、

人為起源による気候の変化、影響、適応及び緩和

策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地

から包括的な評価を行うことを目的に、1988 年
に世界気象機関（WMO）と国連環境計画（UNEP）
により設立された。2014 年 4 月現在で 195 か国

が参加しており、事務局はWMO に設置されてい

る。IPCC は総会、執行委員会、三つの作業部会

及び温室効果ガス目録に関するタスクフォースに

より構成されており（図 B.4）、各国政府代表から

なる IPCC 総会が決定権を持つ。第 1 作業部会は

気候システム及び気候変動の自然科学的根拠につ

いての評価を、第 2 作業部会は気候変動に対する

社会経済及び自然システムの脆弱性、気候変動が

もたらす好影響・悪影響、並びに気候変動への適

応のオプションについての評価を、第 3 作業部会

は温室効果ガスの排出制限など気候変動の緩和の

オプションについての評価を行う。また、温室効

果ガス目録に関するタスクフォースは、温室効果

ガスの国別排出目録作成手法の策定、普及及び改

定を行っている。執行委員会は、後述の組織の見

直しにより総会間に IPCCとして迅速に意志決定

できるようにするため 2011 年に新たに設置され

たもので、IPCC 議長及び副議長、各作業部会及

びタスクフォースの共同議長の 13 名により構成

されている。 
 
(2) IPCCの報告書 

IPCC は、2007 年までに 5～6 年ごとに 4 回評

価報告書を作成し、2013～2014 年に第 5 次評価

報告書をとりまとめた。これらの評価報告書は、

各国政府等から推薦された専門家が既存の科学論

文や公的機関の報告書などの文献を包括的に評価

してまともめたものであり、世界中の専門家や政

 
図B.4 IPCCの組織 

各作業部会及びタスクフォースには、2 名（第 5 次評価報告書期間のみ、第 3 作業部会は 3 名）の共同議長が選出される。 
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府の査読を受けたのち、IPCC 総会において承

認・受諾されたものである。 
IPCC は政策的に中立であり、評価報告書は、

気候変動に関して政策決定者等が科学的根拠に基

づく判断が可能となるよう、科学的な評価を提供

することを目的としている。このため、気候変動

に関する国際連合枠組み条約（UNFCCC）をは

じめ、地球温暖化に対する国際的な取り組みを推

進する上で非常に重要な役割を果たしている。 
IPCC 報告書中における不確実性の表現につい

て、IAC（後述）のレビューにおいて全ての作業

部会が共通のガイダンスを用いるべきと指摘され

たことから、第 5 次評価報告書では「不確実性の

一貫した扱いに関する IPCC第 5次評価報告書代

表 執 筆 者 の た め の ガ イ ダ ン ス ノ ー ト 」

（Mastrandrea et al., 2010）に基づいて、知見の

妥当性の確信度と知見の不確実性（可能性）の定

量的尺度の 2 種類の指標が用いられている（本付

録末尾表 B.1 及び表 B.2 参照）。 
これまでに IPCCが取りまとめた評価報告書は

以下のとおり。なお、評価報告書は報告書本体の

ほか、政策決定者向け要約（Summary for 
Policymakers; SPM）、技術要約（Technical 
Summary）から構成され、政策決定者向け要約

は各作業部会会合（統合報告書については IPCC
総会）において一文ずつ検討・承認される。 
1990 年 第 1 次評価報告書 
1992 年 第 1 次評価報告書補遺 
1995 年 第 2 次評価報告書 
2001 年 第 3 次評価報告書 
2007 年 第 4 次評価報告書 
2013～2014 年 第 5 次評価報告書 

IPCC は政策担当者や UNFCCC 等からの要請

に応えるため、特定の事項について取りまとめた

特別報告書（Special Report）や技術報告書

（Technical Paper）も作成している。また、温室

効果ガス目録に関するタスクフォースは、目録作

成を支援するための方法論報告書（ガイダンス及

びソフトウェア）を作成している。IPCC が 2005

年以降に取りまとめた特別報告書及び技術報告書

は以下のとおり。 
2005 年 特別報告書「オゾン層保護と全球気候シ

ステム：ハイドロフルオロカーボン及

びパーフルオロカーボンに関する事項」

（SROC） 
2005 年 二酸化炭素回収・貯留に関する特別報告

書（SRCCS） 
2008 年 気候変動と水に関する技術報告書 
2011 年 再生可能エネルギー源と気候変動緩和 

に関する特別報告書（SRREN） 
2012 年 気候変動への適応推進に向けた極端現

象及び災害のリスク管理に関する特別

報告書（SREX） 
 
(3) 組織と運用の見直し 

IPCC が 2007 年に取りまとめた第 4 次評価報

告書は、温暖化に疑う余地が無く、その原因が人

為起源の温室効果ガスの排出にある可能性が極め

て高いと断定して、社会に大きなインパクトをも

たらした。そして、気候政策決定のための情報を

提供し、世界中で公衆の意識を喚起したことを理

由に、IPCC はゴア元米副大統領とともに 2007 
年のノーベル平和賞を受賞した。ところが、2009
年に IPCCの報告書に関連した一部の研究者の私

的なメールが盗み出され、メールの文面を根拠に

地球温暖化に対し疑惑が投げかけられる事件が発

生した（「クライメートゲート」事件と呼ばれた）。

また、同時期に第 4 次評価報告書の内容に誤りが

見つかるなど、IPCC の信憑性に疑問を投げかけ

る事象がいくつか起こった。このため、国際連合

事務総長と IPCC は 2010 年 3 月に国際科学組織

であるインターアカデミーカウンシル（IAC: 
Inter Academy Council）に、IPCC の手続きや手

順に関する独立した機関によるレビューを行うこ

とを要請し、2010 年 8 月に IAC からレビュー結

果が公表された。IPCC の評価手続きは全体的に

成功を収めてきたと判断される一方、組織の統制

と管理、報告書の作成プロセス、評価の信頼性や
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見解の一致の度合いに関する取り扱い、広報にお

ける透明性や適時性などについて改善が必要との

勧告がなされた。なお、IPCC 評価報告書の信頼

性については、オランダ環境庁や米国国立研究評

議会等により検証がなされ、内容の一部に誤りは

あったがその主要な結論は影響を受けていないこ

とが確認されている。 
IPCC は、IAC による勧告を踏まえ、IPCC 評

価報告書の作成プロセス、組織の統制と管理、利

益相反（COI: conflict of interest）ポリシー（IPCC
の重要な役職や報告書の執筆者が、IPCC 評価報

告書の作成を通じて個人的利益を得るといった疑

いを持たれないようにするためのポリシー）、広報

戦略などについて見直しや検討を行い、第 35 回

総会（2012 年 6 月）までに執行委員会の設置な

どを含む IPCC統治原則の改訂やガイダンスの制

定などの必要な作業を終え、新しいガイダンスは

第 5 次評価報告書にも適用された。 
 
B.3 気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）

と京都議定書 

(1) 気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC） 

気 候 変 動 に 関 す る 国 際 連 合 枠 組 条 約

（UNFCCC）は、大気中の温室効果ガスの濃度

を安定化させるための国際的な枠組みとして、

1992 年にブラジルのリオデジャネイロで開催さ

れた国連環境開発会議（UNCED、地球サミット）

において署名が開始され、1994 年に発効した。現

在、我が国を含む 195 カ国及び欧州共同体（EC）

が締結している（2014 年 6 月 30 日現在）。 
 
(2) 京都議定書 

1）京都議定書の採択 

京都議定書は、1997 年に京都で開催された気

候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）にお

いて採択された。京都議定書は、先進国などに対

し、温室効果ガスの排出量を 2008～2012 年（第

一約束期間）に 1990 年比で一定値（日本：6%、

米国：7%、EU：8%）削減することを義務づけた。 

2）京都議定書の発効 

2001年11月に開催されたCOP7において詳細

な京都議定書の実施ルールが策定されたことを受

け、我が国は京都議定書を 2002 年に締結した。

欧州共同体、東欧諸国も次々と京都議定書を締結

したが、米国が京都議定書を締結しない方針を表

明していたため、ロシアの締結が京都議定書の発

効のための必須条件となった。ロシアは、慎重な

態度を続けていたが、2004 年 11 月に京都議定書

を締結し、2005 年 2 月 16 日に京都議定書は発

効した。 
 
(3) 京都議定書以降の気候変動に関する国際的

な取り組みに向けて 

京都議定書には、2013 年以降の具体的な温室

効果ガスの削減については規定されていないが、

2013～2018 年の第二約束期間については 2005 
年までに当該事項につき検討を開始する旨が規定

されていた。2002 年 10～11 月に開催された

COP8 においては、各国が排出削減のための行動

に関する非公式な情報交換を開始する旨明記され

たデリー宣言が採択された。2004 年 12 月に開

催された COP10 では、すべての国の参加のもと

に効果的で適切な対策を展開していくための行動

について政府専門家による情報交換を行うことと

なった。 
2005 年 11～12 月に開催された COP11 では京

都議定書の下での附属書Ｉ国の更なる約束に関す

る特別作業部会（AWG-KP）を、2007 年 12 月に

開催された COP13 では、新たに条約の下での長

期 的 協 力 の 行 動 の た め の 特 別 作 業 部 会

（AWG-LCA）を設置し、2013 年以降の枠組み

を COP15 までに合意を得て採択すること等に合

意した。しかしながら 2009 年 12 月に開催された

COP15 では、先進諸国は、京都議定書のみでは

世界規模の温室効果ガス削減に不十分であるとし

て、京都議定書を締結していない先進国（米国）

や同議定書の下で義務を負わない主要途上国（中

国、インド等）の排出削減を含めた包括的かつ実
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効的法的枠組みを構築すべしと主張したため、両

AWG での議論を継続することとなった。なお、

COP15 では、世界全体の気温の上昇が 2 度以内

にとどまるべきであるとの科学的見解を認識し、

長期の協力的行動を強化する「コペンハーゲン合

意」が日本、アメリカ、イギリス、オーストラリ

ア、ドイツ、フランス、中国、インド、ブラジル、

南ア、小島嶼諸国グループやアフリカ諸国グルー

プといった途上国地域代表等 30 近くの国・機関

の首脳級会合でなされた。しかし COP 全体会合

では数か国が、作成過程が不透明であったこと等

を理由に採択に反対したため、「同合意に留意する」

こととなった。 
2009 年 11～12 月に開催された COP17 では、

AWG-KP において第二約束期間設定に関する合

意がなされた。他方、すべての国が参加しない京

都議定書は公平性，実効性に問題を抱えていると

の観点から，日本はロシア，カナダと共に議定書

の第二約束期間に参加しないことを正式に表明し

た。また、AWG-LCA の議論を引き継ぐ形で、先

進国の緩和については科学上及び技術上の助言に

関する補助機関会合（SBSTA）の下で削減目標の

内容を明確にするための作業プログラム（2013〜
2014 年）が、途上国の緩和については、実施に関

する補助機関会合（SBI）の下で途上国による適

切な緩和行動の多様性に関する理解を深めるため

の作業プログラム（2013〜2014 年）が開始され

ることとなった。両 AWG ともその役目を全うし

たとして、COP18 で終了することとなった。 
また、COP17 では両 AWG とは別に、新しいプ

ロセスである「強化された行動のためのダーバ

ン・プラットフォーム特別作業部会」(ADP)を立

ち上げ、可能な限り早く、遅くとも 2015 年中に

作業を終えて、議定書、法的文書又は法的効力を

有する合意成果を 2020 年から発効させ、実施に

移すとの道筋に合意した。同作業部会は、2012
年前半に作業計画を作成し、作業の進展状況を

COP18 に報告することとなっていた。しかしな

がら COP18 までに作業計画がまとまらなかった

ことから、ADP での議論は COP19 でも行われる

こととなった。 
2013 年 11 月に開催された COP19 では、2020

年以降の枠組みについて、すべての国に対し、自

主的に決定する約束草案のための国内準備を開始

又は強化して、COP21 に十分先立ち（準備がで

きる国は 2015 年第 1 四半期までに）約束草案を

示すことを求めることを決定する等、今後の段取

りが決定した。 
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表 B.1 IPCC 評価報告書における可能性の表現 

用語（英語）  （和訳）  発生する可能性（確率）  

Virtually certain ほぼ確実 99～100% 

Extremely likely 可能性が極めて高い 95～100% 

Very likely 可能性が非常に高い 90～100% 

Likely 可能性が高い 66～100% 

More likely than not どちらかと言えば 50～100% 

About as likely as not どちらも同程度 33～66% 

Unlikely 可能性が低い 0～33% 

Very unlikely 可能性が非常に低い 0～10% 

Extremely unlikely 可能性がきわめて低い 0～5% 

Exceptionally unlikely ありえない 0～1% 

 

表 B.2 IPCC 評価報告書における確信度の表現 

確信度の尺度の高い方から、「非常に高い」、「高い」、「中程度の」、「低い」、「非常に低い」の５段階の表現を用いる。 

 
 

 


