
ニユース・ダイジェス卜

.~砂 509001改訂版の委員会原案 (CO) ウエプストアで販売
1S<コ 9001改正版の委員会原案 (CD) 加SOのウエプストアで購入できるo CDの内容はこれから検討、

修正はされていくが、今回の1S09001の開発には多くの関心が寄せられている。すでにユーザーに提案さ

れ議論の始まった変更点を見る乙とができるようにとの1SOの計らいがされた。たとえば、 CDはすべて
のマネジメントシステム規格に共通の新しい構造が採用されているが、乙のととにより複数のマネジメン

トシステム規格を使用する組織には構築及び運用に今まで以上に効果的な便益がもたらされる。
CDは1SOの審議プロセスの最初、 1段階目である。乙の段階においては、規格の開発に参加するために

選出された各国の臥コエキスパート委員がCD文書について意見を述べ、次の段階である国際規格原案(DIS)

を開発し、パブリックコメントを募ることになる。 D1Sは2014年前半には作成される予定であり、順調に

完成、承認されていけば、 2015年の終わりまでに新しい国際規格が発行されることになる。
ht句.://www主泊。培/鼠o/home/news_ind低/news_arcìùve/nevv油田l?refid=Ref1765 

•• 150労働安全衛生(OH&5)に関する国際規格の開発を承認
1SOは労働安全衛生 (OH&S) に関する国際規格を開発するための新しいプロジェクト委員会の設立を

承認した。世界中の多くの国々において、政府機闘、産業界及び他の影響を受ける利害関係者に労働者の
安全性を改善するための効果的で有効な規格が長いこと待たれてきた。この規格の開発を1SOプロジェク

ト委員会PC283 (労働安全衛生マネジメントシステムー要求事項)が担当することになる。

国際労働機関(ILO) の統計によると、毎日6300人が労働災害または職業病で亡くなり、 1年では23万

人以上が亡くなっていることになる。毎年3億1700万件の労働事故が発生するが、このような事故の多く

は防ぐことが可能であるので、 1SOが初めて労働安全衛生のベストプラクティスに対する園際的枠組みを
提供することで、業務上の事故及び傷病を誠らすことが期待される。

I鉛よPC 283の事務局は英国規格協会(BSI)が担当し、第 1 国会議は2013年10月 21 日から25日までロ
ンドンで開催される予定である。 ISO プロジェクト委員会は、 OHSAS 18001 (労働安全衛生マネジメン

トシステムの要求事項)を1SO規格に変える任務を任される。国際労働機関 (ILO) によると、質の悪い

労働安全のプラクティスの経済的負担は毎年全世界の国内総生産の4%と推定される。労働者は、労働災

害や職業病のために犠牲の大きい早期退職、熟練したスタッフを失い、常習的欠勤及び高い保険料などに

直面している。

この130規格は世界レベルでの労働安全衛生マネジメントシステムを改善する可能性がある。 130プロ

ジェクト委員会は、 OH&Sマネジメントの専門家と利害関係者をまとめるつもりでいる。陀283の仕事は、

1S09001:2008 (品質マネジメント)または1S014001:2004 (環境マネジメント)といった規格により先

導されたマネジメントシステムアを包括的に規定する規格を開発することである.

【ニュース】ニュース・ダイジェス卜、テクノファ量斬ニュース ・・・ 1-3

【インタビュー】『地球温暖化リスク管理J

園立薗境研究所気候変動リスク評価研究所室長江守正多氏・・・ 4-8
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安全な労働環境を作ることはどの企業の成功にも決定的に重要であり、社員を引き付け、定着させ、生

産性を最大限に引き出すための最善の方法である.まだ初期段階であるが、将来乙のISO規格は、世界中

の企業に長期的な成功を収めるための強固な基礎を提供するであろう.
hはrtI/wwwj叙湖区/i釦/hameInews_恒也x/news_ar出ve/news.htm?reftd=RefI766

回コ厄C 27001の改訂版が10月に発行予定

I鉛庖C 27001情報セキュリティマネジメントシステム規格は現在改訂中であり、改訂版は今年の10
月に発行される予定である.新規格は、ぉO/IEC 27001:2005の認証の経験を考慮に入れ、リスクマネジ
メントをさらに動呆的にするための、今よりも柔軟性のある効率化したアプローチになる予定である.ま

た今日のモバイル機器に関連したりスクや他のオンラインの脆弱性を特定することが確実にできるように

するために、附属書Aのセキュリティ管理の部分はかなり改善された.すべてのマネジメントシステム規

格に用いられている附属書SLの構造に適合されるために、他のマネジメントシステムとも容易に統合する

とともできるようにしたo lSO/IEC 27001を新しい構造に整合するととで、組織は一度に複数のマネジメ

ントシステムの実行を推進しやすくなる.規格閣で構造が同ーのものになることで、組織は統合された方
針及び手順を適用することができ、時間と費用を節約できる。
lSO/IEC 27001:2005の改訂は現在最終原案の国際規格(FDIS)の段階にあるo 9月初めには原案は完成

し、 10月の発行に向けて印刷の編集の串備がなされるo 10月にはISCコ/IEC 27001の新版が購入でき、

2005年版は回収される. 2005年版の認証を受けた組織は、組織の情報セキュリティマネジメントシステ
ムを新版の要求事項を調たすように改善する必要がある.移行期聞はまだ訣められていないが、新版が発
存されてから2年になる見込みである。回O月EC 27001の新版にアップグレードすることは、特に問題で
はないと分かるに違いない.アップグレードに必要な努力は段階的な作業計画に含めることができ、継続
的改善のための活動及び計画されたサーベイランス審査に組み入れるととができる。

httD:/ /wwwjso，or芭1m.β'lODle/news 加.dex/news一町出ive/new油国行efid=Ref1767

創立201周年記念年次7方ーラム開催について
当社では今年度劃立20周年を迎えるにあたり、目頃

ご量顧いただいております皆厳に感謝の意味を込め
まして12月20日(金)大田区塵業プラザにおいて
隼次フ方ーラムを13時-17時の予定で開催いたし

ます.皆様には無科にてと車内差し上げます.
メインテーマといたし志しでは今最も話題の『各分

野ISO/MSSにお付るAnnexSL噂入による影響J と
させていただきました.

・第一部の語漬では、奥野廓衣子氏『園瞭橿準仮定

渉 (ISO汀C207/釦1園連日本代表工キスパート)J

より H信称)共通テキスト仰官官泊uの最新動向l 、
次に中傭武志氏 n8o.汀C176 (品質マ永ジメント
及び品質保iE)圏内書輔委員会委員長』より「侮称)
白æ001の量新動向J についてと暗潰いただきます.

・第二部といたしまして弊社平林良人円SO，汀C176

/鉛2IWG24のエキスパート」の司会進行により、
ご講演いただいたお奥野氏、中健氏の他に野口調彦

氏 rl SOリスクマネジメン卜関連調格日射窃種員J、

育回敬史民 nsoバ'C207/SC1圏内接員会委員長J、

高取観夫氏「一般財団法人日本情報経清祉会推進協

会 (J I PDEC)J という限沼001、陪014∞1、
情報セキュリティ、労働安全衛生各分野で国際会謹

へと多加の皆様による“夢の共演・ということでパ

ネルディスカッションを予定しております.また、
ライブE信で大阪・名古屋でもご覧いただけるよう
計画中です.詳しくは、ホームベー?をど覧下さい
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1509001/14001規格破正最新情報
特別セミナーを開催しました

次期2015年改正予定の1809001/18014001規格

について、 CD版をペースとした改正の背景・経緯か
ら組織，~要な取り組みをお伝えする特脅'J-t!ミナーを、

午前は18014001 、 午後は1809001 という2部制で

東京7/31、名古屋8氾2、大阪:9/3に開催しました.
(1809001のみ植岡9/12、川崎10/1に開催)
18014001 の郁では、 ISOITC207/8C 1 日本代表
委員の吉田敬史氏が、 IS09001 は界社平林氏人が爾
師を務め、受講された皆様より、 「講師が喪臓に規

格開発に揖わっているので、細かいニュアンスが伝

わったJ rCD版とはいえ、どう変わるのかの全体の
イメージや方向性が確認できた」と大変ご好評をい
ただきました.テクノファでは今置も、改正の段階
が進むにつれ、最新情報をご提供する特別セミナー

を計画レてまいります.



テクノファ量新ニユース
[新規コースのと紹介】
・日本の担量轟に頑彊つでもらいたい!それに陰、安全でやりがいの畠る鴫掴・境を構鏑言る乙とが'Ii)損H

u機械股針のリスクアセスメジトと保護方法"解説コース(SE40)
〈日程>11月6日依) 9: ∞--17: 犯 〈開催地>JII崎 〈定員>24名
〈受講料〉テクノファ会員17.殴O円(説泌 ※定価19.伺O円徹也

マ講師紹介 :大場直之(おおばなおゆき〉文場労・安全コンザルタシト事積所所.・前才ムO~限式会社
(セーフティー事難部}所周
有質事司{あるがげんじ) 有間金祉有賀コシサルタント代理E師積

vコースの特徴と寓要:労働安全衛生の分野においても、 ISO/IECを軸にしてクロー，J\JVftが進んでさており、 JISや
書国の安全規格を始め、労働安全規則の改定や楓揖の包括安全膏生指針についてもISO/IECに追随レてきました.
このよう怠中、リスクアセスメツトはかなD浸透してきましたが、 υスクアセスメントによるりスク低減方策につ
いての圏内の現状は、一部の大企禦を除き、まだ欧米や国際規格に比べ、大きく遅れ廷とってωる技館に面白ま言.
本コースで肱、リスク低諸方策の3スデヅブメν')1 ドを、具体的に潤曹を交えて学ぶとともに、本質安全麓計の考え
方、安全肪置における安全泊テゴリーや停止のカテゴリーの考え方、具体的にどんなセジサを使いどん怠電露園筒、
システムにしたら量成できるがを、経民豊かな揖師によりわかりや宮く解読ωたしま雪。 また、量新の安全防置の
規格のPL(ltフォーマンスレベル)の考え方につUても鱒艶じます。
vこんな方におすすめします;①労働安全衛生管理者、推進担当者の方②副造機楊をもっ製造業の指働安全衛生闘
担当者の方 @OH&SMS審査員、コYサJレタジトの方
調高と希望の方にlêtIRCA'のCPDログシート (8.5時間}を発行レます.

.，5MS審査員および組飽の隠MS・g局・推進者の方必須!

ISO/IEC FDIS 27001 :2013概要コース(SE39)
直町蝿27∞1鋼縄の橿璽:au直訂のポイジト在学ぶ特別セミナー

〈日程>No.2 : 10月17日{木)/No.3 : 11月19日 ωo 13: 30-16: 30 <開催地〉川崎〈定員>24名
く費調科〉テクノコァ会員乱位。円幡随J ※定価9.8∞円(税込)

V侶011民間S'27OO1 :却13が興行されまいた. この斑]脂綿剛志、 ISO綿植を帯宣する聞に笹うJlr-Jレで苗る.陪011民
Directives" のゆの附属.suζ基づいており、 2∞日科臨から文きく改訂に怠ったと考えられます。
本コースで隊、 ・ 150/lEC 21∞1規格改訂の背景・ ISO/IEC FOIS 21∞1 :2013視格の概要・規格政釘のポイント
に闘~る解闘を週じて、改訂版の規格iζ対~る理解毒E漂めていただきま雪。

.畠買..鋪'査員.・コシサルタジトおよび組舗の晶買・現構マネジメントシステム責任者・担当者。方必須!

附属・SL対応マニュアJI"改町準備コース(TM51)
次細胞09∞1/14∞t鍋椅に剖廊曹るためのマニュアル改訂陣どうレたSlt1仙の?

〈日程>11月11 日(月) <開催地〉大阪
12月 4日{増。<開催地>111崎
10:∞-16:30 <定員>24名

〈吏講料〉テクノファ会員11，820円(税込〉 減定価19j8∞円(税込)
マ今回は、次期首正1509001規格、 IS014∞1規格の矧?に先立ち両親椅の共通部分となる附肩書SlIζ対応するマニユ
アル改訂につωて具体的にお伝え~る。
食剣50夜間1/14∞1と附属書Sl*食
ISO規格制度言る隈に従うJlr-Jl1のひとつである、・150/lEG Dlr凶1糊僧門業務用指針)補毘指針'の附属
書5Uこおいて、今後制定・改正される茸べての150マネジメントシステム規格(150 M5S) について、 そ@構造分
野共通の要求事項及び用語・定義を共割問るζとが定め5れていま~o
そして、このルールに躍し、、現在、 1509001と15014001の改正が進め5れ、 両煩楕ともに現在委員会原案 (CO)
の瞳暗にきており、 2015年には説E版が発行される予定です.
2015年に向け、 両編格のい雪れか、また町商方の認証を取
得Lir\λる組剛ζとって、 もコとも気:lctÞるのが・マ=ユアル"
の政訂だと思いま~o

食会コースの特祖食合
本コースは、 2015:俸には現実的な課題とじて直面苛るマニュ
アル改訂について、 1509001 と1$014Ó01にとって共通な
要京事項となる附属・Sl部分に関ねるマニュア)IJ改訂の方
法論についてS伝えしまVo
・附肩書Sしと怯・ 、 附属曹SLによる “新たな要求事項・ と
・謝ラ規格との相違官、そして・マニュアJ(j改訂の方法前・
の理解を通じ、自社のマこユアJI，，2k訂方針を検討できるよう
になDます.
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地球温暖化リスク
国立環獅究臓候瑚リスク評価研究所室長江守 正多氏

本稿は本年7月に弊社平林良人が茨城県つくば市にある国立環境研究所に江守先生をお

訪ねし、『地球温脹化に関するリスク」についてインタビューしました.以下ご紹介します.

. - -._. - -._. - -._. - -._. - -,_. 
、・h・1_-、~・h・♂r__、~・・;.，_-、~・":.，_-‘・c・":.，_-、~・":.，_-、~・":11-・‘・c・":11_-、~・':'11... ・r:_、~・h・1.. ・r:.、.... ,-.- ----.-.-----.-.-----.-.-----,-.- ----. 

平林:先日の〈一社)環境プラニング学会春季学

術講演会でのご講演有難うございました。出席

者一同大変興味深く聞かせていただきました.

先生のご専門に関してですが、ご経歴の中に地

球フロンティア研究システムへ出向という時期

がありますが、どんな研究をされていたのでし

ょうか?

江守 : 日本では比較的早くから「気候モデル」、す

なわち気候変動のコンビュータシミュレーショ

ンの研究が行われていました. r地球フロンティ

ア研究システムJ カ可宇られたのは1997年です由工

私は2001年からの 2年半、国立環境研究所から

出向して、コンビュータを使って地球の大気と

海洋のエネルギー、水などの循環を予測する研

究を仔っていました。世界で最高速のコンピュ

ータ『地球シミュレータ」が2002年に日本で開

発され、それを将来の二酸化炭素排出に対する

応答としての気候変動の予測に利用したのです.

当時のシミュレーションの水平解像度は 1 マス

500キロ四方程度でしたが、地球シミュレ←タ

の登場により 100キロ四方の高解像度計算が可

能になりましたので、これは大変な貢献でした.

しかし2004年以降には他の国のコンビュータに

追い抜かれてしまいましたo 3年前の事業仕分け

で「世界で2番目ではだめですか」で有名になっ

た『京コンビュータJ で日本はまた世界 1 位を

実現しましたが、わずか半年で l 位を譲ってし

まっています.そのくらいとの世界の競争は撮

しいものです.

ター(現・海洋研究開発機構) JAMSTECの共

同で設立された組純でした。文部科学省、特に

その中の旧科学技術庁の管棺でした.現在は

JAMSτ"ECの一部に吸収されています.

平林: IPCC (Intergoverrunental Panel on 

ClJma民 Change) に事参加している他国には同

じようなシミュレーションモデルがあるの?す治、

江守:現在は世界の30--40程の樋闘に気候モデル

があります.日本でも我々は東大・ JAMSTEC

と一緒にやっていますが、気象研究所は別のモ

デルでシミュレーションを行っています。しかし、

世界中で実験設定や計算結果のプロトコルを共

通化して、研究成果が比較可能で総合的なもの

になるような工夫をしています.

平林: 1陀Cは1992年のリオの環境サミットを契

平林:地球フロンティア研究システムは公的機関 樋に生まれたと聞いておりますが、どのような

だったのですか。 組織なのでしょうか.

江守:そうです.航空宇宙研究開発機構JAXAの 紅守: 1陀Cの設立は1988年で、リオサミットの

前身の一部であるNASDAと海洋科学技術セン 少し前です。気候変動の分野でのいろいろな知
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見を集めて、現剖硝tどれ〈らいわかっている恥

アセスメントをした輯果を定期的に報告するこ

とが目的になっております。 IPCC は

Intergove口四回凶と言われるように、各国政

府がメンパーであるととが特置です，阻縄田オ

ーナーシップ、リーダーシップは政府にありま

すので、いろいろな訣定事項は政府が決めます，

日本は外商省が宮口となり、気畠庁、環境省、

文科書、軽揖産業省などが主要な省庁ですが、

E吃Cの韓舎にはこのような省庁の担人の方が害

集します。我々のような研究者は、 IPCCから指

名されると、報告書の執筆に参画しますQ 5 ....... 

6 年に一度出血される主要な報告書は 3 つのワ

ーキンググループ、 WG1....... WG3に分かれており、

それぞれ異なる分野田専門車が重量加しています，

IPCCはその時点で出艦されている学楠論文等に

基づいてアセスメントをするのであって、担自

に研究を行う己とはありません.

組踊としては、 IPCCはUNEP (国連環境計画

とWMO (世界葺畠櫨駒の下に成立しています.

平林.政府の関与はどのようなものでしょうか.

江守:まずどんな範囲で報告をするのかという

Sc叩ingは政府聞で意見調整がされます。その

桂専門家たち均噌告書の執筆をするわけですが、

執筆に重量加していない専門家と政府がところど

ころで原稿のReviewをします.最笹1;:、最棋

庫輔の要約が韓会で政府によってυne by une 
で樟討されて、意露が行われます.

平林:今年から来年にかけて第5攻レポートが尭行

される予定であると聞いておりますが、第 5攻

レポート白特種を教えて〈ださい.

江守 :IPCCは先陪ど言ったようにWG1.......WG3に

分かれていますQ WG1は科学、 WG2は畢曹と

適応、 WG3は腫和(排出削描)対置という区分

ですが、 WG1の科学については2013年9月に報

告書が尭表される予定です，また、 WG2は

2014年3月に横眠で行われる韓会で承認されて

尭表される予定ですし、 WG3は4月に尭表され

る予定です。

報告書は各Chap加を10.......20人位で執筆してい

ますQ WG1の報告書Outlineで、第4攻と比べ

ていくつか宜わったの}主今回「璽とエアロゾJレ」

とか、 「員素晴車J といった科学的に不確かな

5 

要棄の評価について担立した章在韓けている点

です。まだ尭行前ですので内容については言え

ませんが、近未来予醐についても触れています.

これまでは2100年までの予副が中心でしたが、

20年〈らい先の予醐を詳し〈知りたいというニ

ーズがあるということで、 2035年くらいまでの

予割について新たに章を置けています.

平林:ローマクラブから(正し〈は1972年にアメ

リカのデニス・メドウズと共に「成長の阻界」

を執筆したノルウェイのヨルゲン・ランダース

韓置から) r2052J が出服されましたが，

江守:ローマクラブの「成長の限界」には学生白

ときにすごく軍曹を受けました。いろいろな要

因の聞揮をつなげて、コンビュータを檀って将

来を予甜するというやり方闘志盛艶を受けました。

平梓: C02増大と太陽情動の平靖男化の温睡化へ

の畢曹について誼えてください.

江守:地球は10:百年という大きな周期で輩期と間

氷期という費動在韓り返しています，乙の費動

陸地球の公転曹喧の静や自転軸の帽掛帽直軍事)

が霊化するととから〈るものです。この大きな

変動に小さな変動が重なっています。小さな費

動の原因となるものは太陽情動白量動や火山田

噴火です.このように地球には掛な〈とも 2 つ

の周期による気棋聖動があると考えられます。

すなわち、一つは10万年周期の大きな変動です.

二つ目は、量百年から量千年周期の大幅括動の

変化などによる比較的小さな変動です。大きな

変動についてい泊ま、現在、地球は間意期にあり、

今までの倒からい〈とそろそろ輩期がきてもお

かしくありません。しかし、地理由軌道要事を

将来予測した結果によると、今回目聞京闇は長〈、

攻の輩期は3万年以上先と考えられます.また、

今回ように人為的なC02が増えてい〈と、攻の

サイクJレが来ても輩期にはならない可能性もあ

ります.小宮い変動白ほうですが、その大きさ

は北半球の平均気温で0.5度からせいぜい 1 度く

らいと考えられています，現在、大腸括動が低

下していますが、これがどんどん進んだとして

もその程度目気温低下でしょう，しかし、 C02

が増えることによる世界平均気温の上昇は、今

世紀中にうbなくとも2度と考えられますから、と

ち色白方が大きい白です.



「

<A3.4.2.7本人に連絡又は接触する場合の措置>

旧規格の「本人に直接アクセスする場合の措置」

に相当する内容として記載されている。

<A3 .4 .2.8個人データの提供に関する措置、

A3.4.2.9匿名加工情報>

個人データとして記載されている。また、

A3.4.2.8.1外国にある第三者への提供の制限、

A3 .4 .2.8.2第三者提供に係る記録の作成、

A3.4.2.8.3第三者提供を受ける際の確認、並びに

A3.4.2.9匿名加工情報は、改正個人情報保護法対

応として新たに追加された。

<A3.4.3.1正確性の確保>

組織は、個人データを利用する必要がなくなっ

たときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう

努めなければならないが追加された。

<A3.4.3.2安全性の確保>

付属書C参照が追記され、 ISMSの付属書Aに相

当する管理策として追加された。

<A3.4.3.4委託先の監督>

委託を受ける者を選定する基準には、少なくとも

委託する当該業務に関しては、自社と同等以上の

個人情報保護の水準にあることを客観的に確認で

きることを含めなければならない、及び契約の要求

事項として、 h)契約終了後の措置が追加された。

個人情報保護管理者は、トップマネジメントによ

る個人情報保護マネジメントシステムの見直しに資

するため、定期的に、及び適宜にトップマネジメン

トにその状況を報告しなければならないが追加さ

れた。

5. JIS Q 15001: 2017とISMSを中心と
する他のマネジメントシステムとの関係

本規格は、個人情報保護マネジメントシステム

PMSの要求事項であり、付属書C í安全管理措置

に関する管理目的及び管理策」は、 ISMS規格の付

属書Aに相当する管理目的及び管理策の包括的な

リストになっている旨を述べた。個人情報自体が情

報として位置づけられるため、 ISMS規格の管理

策はPMSでも有効活用可能といえる。

個人情報保護対策や管理策は、 OECDのプラ

イパシーガイドライン8原則である「収集制限の原

則」、「データ内容の原則」、「目的明確化の原則」、

「利用制限の原則」、「安全保護の原則」、「責任の原

則」、下公開の原則」、「個人参加の原則」をベースとし

ているが、この中で「安全保護の原則」は情報セキ

ュリティとの接点といわれており、附属書C、「安全

管理措置に関する管理策のリスト」として位置づけ

られる所以ともいえる。

<A3.4.5認識> 個人情報保護法改正により、個人を識別できる

旧規格の教育は、箇条7.3との係わりを踏まえ、 情報としての個人情報の定義が明確化された。他

認識となった。 のマネジメントシステムを取得・運用する組織にお

くA3.5.1文書化した情報の範囲> いても、取引先や社員情報、採用予定者や、退職者

d)内部規程に定める手順上で使用する様式が追 情報等の個人情報を利・活用していることから、個

加された。 人情報の適切な管理はコンブライアンス上も欠か

<3.7パフォーマンス評価> せない。具体的には、管理すべき個人情報を特定

旧規格の点検は、パフォーマンスの評価となり、 し、適切に管理することは、マネジメントシステムを

旧規格の事業者の代表者による見直しは、運用の 超えて重要であり、内部監査としての監査チェック

確認、内部監査の後に í3.7.3マネジメントレビュー」 ポイントとしてモニタリングすることが必要と言え

として位置づけされた。 る。ここでは、内部監査のチェックリストの例を表1

<A3.7.1運用の確認> に掲げる。

表1 個人情報保護に係る内部監査チェックリストの例

-管理すべき個人情報を特定し適切な個人情報保護教育を実施しているか。

・道守すべき個人情報関連法令、固が定める指針その他規範を特定し、周知、運用管理しているか。
・マイナンバーの取扱い、ルール策定と運用は適切か。
-採用応募者情報の管理は適切か。
→取得目的を明確にして本人の同意を得ているか。
→第三者提供・利用についての取り扱いは適切か。
・退職者情報の取扱いは開示請求等、本人の権利への対応を含め適切か。
-退職者のアカウン卜無効化などについて、適切な取扱いをルール化し運用しているか0
・懸賞・プレゼン卜・応募者情報の取扱いは、子供等が応募者のケースも含め適切か。
・株主情報の取扱いは株主優待製品の故障・部品の注文などの間合せも含め適切か。
-健康診断・組合員等、要配慮情報の取扱いは適切か。 など
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向に予想よりも少なくきいているのかもしれない。

もしそうであるならば少し時間麓ぎができると

とになります.しかし、今まで抑えられていた分、

しばらくするとまた温暖化の速度が上がるとも

考えられます.

平林:日本も国別目揮を課せられなくても何らか

の活動をしないといけないのではないでしょうカ込

2--3百年経てばいずれにしろ化石燃料はなくな

るわけですから.

江守:日本は、園内の対策ももちろん重要ですが、

世界のC02排出削減に貢献するととが重要でし

ょう.化石燃料はたしかにいつか無くなるでし

ょうが、 問題は. r2度CJ に象徴される気候の

制約がそのずっと手前にあるというととです.

乙れは、 2--3百年先ではなく、今世紀中の問題

です。そのリスク判断において、いまの世代が

きわめて重要な位置にいます.判断に必要な情

報を提供し、その判断を促すととが、われわれ

専門家の役目だと思っています.

際に大気からC02を吸収して、そこからエネル

ギーを取り出す際に出てくるC02を地中に閉じ

込めてしまうということです。バイオccsを大

規模に実施することができれば、排出量をマイ

ナスにすることができるので、温暖化を止める

ととができます。ただし、本気で人類がそんな

ことをやるのか、本当に2度上がることを匝止

しようと思うのか、 2度超えるととにたいして

仕方ないと思うのか、わかりません。地中に

COzを封じ込めるととに対するリスクもしっか

り評価しなければなりません。埋めたC02が出

てきてしまうととはないのか、地震が誘起され

る可能性はどうか、などです。また、バイオ

CCSを大規槙にやるとなると広大な土地が必要

になります.エネルギー用の作物を作る土地が

との地球上にどの程度あるのか、そのような土

地利用によって人類の食料生産が圧迫されるか

もしれませんカえそれほどの程度許容されるの晶、

いずれも人類のリスク選択の問題になります.

平林:京都議定書の第二約束期間における日本の

役割についてどのようにお考えでしょうか.

平林:今日はお忙しい中、研究室にまでお邪魔さ

せていただき有難うございました。江守:日本の役割などの政策的なととは具体的に

お答えできませんが、最近、世界的に地球温暖

化の政策論が活発でない理由の一つは、 この15

年ほど世界平均気温の上昇が鈍っていることか

もしれません.地球の温度の上がり易さが恩っ

たよりも遅い、雲の効果が温暖化を加速する方

5年穆動平均

長期蛮化傾向

日本の年平均気温偏差
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都市化の影響が比絞的少ないとみられる17 地点、を用いた.
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「

2013年8 月 12目、日本列島は猛烈な暑さに見舞われ、高知県四万十市で午後1時42分、観測史上最高

の41.0度を記録した。これまで1位だった埼玉県熊谷市、岐阜県多治見市の40.9度(いづれも2007年8 月

16日)を 6 年ぶりに更新した。との日は全国の927観測地点中、 243地点で35度以上の猛暑日となった。

(2013年8 月 13日毎日新聞)

日本でも、ついに史上最高気温が41度に達した。平均気温は過去100年で1.15上昇しており、平成6

年 (1994年)には和歌山県と静岡県で40.6度を観測するなど、特に90年代に入ってから気温の上昇が

目立つ。専門家によると地球温暖化が根本的な原因という。日本の夏はどこまで暑くなるのか。「熱を吸

収しやすい三酸化炭素C02の大気中溝度が増えているのだから、最高気温が更新されるのは当然」海洋

研究開発機構の松野研究員はとう話す。松野研究員によると、気温上昇は地球全体の傾向で、全国どと

でも史上最高気温の更新はあり得る。「気象条件や地形などの要因で気温が上がる場所は変わるo 12 日

は偶然、高知県四万十市だったが、各地で記録更新が相次ぐ状祝にこそ気温上昇が顕著に表れているJ

と指摘する。 rC02温度が増えるほど気温が上がる。どこまで暑くなるのかはC02排出量をどれだけ減ら

せるか次第」と話した。

一方、世界的には地球温暖化が止まったかもしれないという説もある。過去60年間でみると、 2000

年ころまで上昇していた世界平均気温が頭打ちし、以降は横ばいに推移しているからである。気象庁の

及川調査官によると、 2，3年前から研究者の聞でこうした説が言われるようになったという。 r原因とし

て有力視されているのが深層部分での海水温上昇」これまで大気中に貯められていた熱エネルギーが、

海の流れを介して深さ2千メートルを超える深層へ届けられ、気温の代わりに水温が上がっているという。

ただ、実際の水温上昇を裏付けるデータが少なく、現在は世界中の研究機闘が海水を調査している段階

であるそうだ。「地球全体でみれば熱エネルギーが移動しただけなので温暖化が止まったとまでは言い難

い.平均気温が再び上昇に転じる可能性もあるJ (2013年8月 13 日 産経新聞)

【インタビューを終えて】
平林: rコップの中の蛙(かえる)J という有名な環

境クイズがある。いま 2つのコップに 1 匹づっ蛙を

入れた。一つのコップはちょうど良い湯加減になっ

ている。もう一つのコップには熱い湯が入っている。

どちらの蛙が先に死ぬかというクイズである。

答えは、湯加減の良い蛙が先に死ぬというもので

ある。その心は、熱い湯に投げ込まれた蛙は「熱い」

といって飛び出し、大やけどを負うかもしれないが

決して死なない。揚加減の良いコップに投げ込まれ

た蛙は「いい湯だな」といってそのままコップの中

に居るが、徐々に熱くなって飛び出したい頃には飛

び出すエネルギーを失っており、先に死ぬ、という

ものである。

我々人類はこの蛙ではないか、このまま加減のよ

い湯に浸かっていると飛び出すエネルギーも失い、

死滅してしまうという警告である。

(以上)

【著書の御紹介】

角川ssc.新書

異常気象と人類の選択

異常気息と温曜化の関係はもちろん、温瞳化
論争の真実が明5かに怠る。

[著者]
江守正多

[内容]
相次ぐ異常気象と温暖化の関
係はもちろん、温暖化の科学
についての誤解を解説。
3 ・ 1 1以降のE確かつ冷静起
温曜化の論じ方、そして人類
の選択を多面か5検Eする。
持続可能拡人類の将来を考え
る提案の書。

, .. 

..... 

発売日 :2013年09月 10固

定価 :840円(税迎
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