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実質ゼロ（脱炭素）への世界的な動き



温暖化交渉の展開

• 1992年 地球サミット（リオサミット）：国連気候変動枠組条約採択（１９９４年発効）

• 1997年 COP3（京都会議）：京都議定書採択（2005年発効）

• 2010年 COP16（カンクン会議）:カンクン合意（2020年までの国際ルール合意）

• 2015年12月 COP21（パリ会議）：パリ協定採択

• 2016年11月4日 パリ協定発効

日本は批准できなかった⇒COP22でのパリ協定のルール作りに参加できなかった

• 2016年11月 COP22（マラケシュ会議）＝パリ協定の最初の締約国会議（CMA1）

日本はCOP22の開催中に批准をした

• 2017年11月 COP23（フィジー/ボン会議）

• 2018年12月 COP24（カトヴィツェ会議）＝パリ協定の実施ルール採択

• パリ協定の締結状況

183カ国＋EUが批准。世界の排出量の89％以上を占める（2018年12月19日時点）

3



気候変動対策に関する近年の情勢

 パリ協定の合意、発効 （2015年12月合意、2016年11月発効）
「２度目標」のもと、米中含む全ての国がGHG排出削減目標を5年毎に提出・更新

 IPCC第5次評価報告書公表 （2013~2014年）
「気候システムの温暖化は疑う余地がない」、重要な不確実性（海洋貯熱量、海洋へのCO2吸収量、エーロゾルと雲の相互作用等）

 IPCC第６次評価報告書作成 （2015~2022年）
３つの特別報告書（1.5℃、海洋・雪氷圏、土地利用）、インベントリ作成マニュアル改訂、各作業部会評価報告書及び統合報告書の作成作
業中

世界の主な動静

 「気候変動適応」の法制化（2018年6月）
法制化により、今後地方公共団体等での適応計画策定等の動きが加速する見込み。

 「気候変動の影響への適応計画」閣議決定 （2015年11月）
気候変動への適応策に係る今後おおむね10年間の基本的方向性

 「地球温暖化対策計画」閣議決定 （2016年5月）
パリ協定を踏まえ、我が国の対策を総合的かつ計画的に推進

国内の主な動静
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 近年、国内外で気候変動対策に関する動きが活発化。

 特に、国内では適応策の重要性に対する認識が急速に高まりつつある。



パリ協定

2015年に、フランスのパリで国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）が開催さ
れ、すべての国を対象とした地球温暖化対策の国際協定である「パリ協定」が成立された

パリ協定が歴史上、最も画期的である点は、途上国を含む全ての参加国に、排
出削減の努力を求める枠組みであるということ

・国を法的に拘束する国際条約（京都議定書と同じ）
・脱炭素化を目指す明確な長期目標
気温上昇を2℃を十分に下回る水準に抑制。1.5℃の努力目標
今世紀中の「排出実質ゼロ」「脱炭素化」
2030年までに約20%削減、2075年前後に正味ゼロにする

・5年のサイクルの目標引き上げメカニズム（ratchet- upメカニズム）
全体の進捗評価をし、各国が今より高い削減目標を提出すること

で、
長期目標に近づいていく仕組み

・排出削減だけでなく、温暖化の悪影響への適応、資金などの支援
策も定める

・絶妙できめ細やかな差異化：二分論からの転換

ポイント



気候変動枠組条約第24回締約国会議（COP24）開催

018年12月2日から15日まで、ポーランド・カト
ヴィツェで、気候変動枠組条約第24回締約国
会議（COP24）、京都議定書第14回締約国会議
（CMP14）、パリ協定締約国会議（CMA1.3）が開
催。

COP24では、地球温暖化対策の国際的な枠
組み「パリ協定」の2020年以降の本格運用に
むけて、実施指針（ルール）が採択され、本格
運用の準備が整った。

↓
重要な成果

全ての国に共通のルールに合意し、透明性、
実効性の高いものと評価できる。



世界の温室効果ガス排出量の見通し

2010年

490
億トン

現状以上の温暖化
対策をとらなかった場合

約1.5倍

2050年

気温上昇を低く
抑えるため、

厳しい温暖化対策
をとった場合

40%～70%
程度削減

IPCC
AR5より

出典：IPCC AR5 WG3 第6章 Fig6.5、
WG3 政策決定者向け要約 Table SPM.1 より作成

2100年

ほぼゼロか
マイナス



２℃上昇までに残されているCO2総排出量
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IPCC
AR5より

出典：IPCC AR5 WG1 政策決定者向け要約、
WG3 政策決定者向け要約より試算

産業革命前

いままで排出した分 約2兆トン

残り

約1兆トン

既に排出した分

ここ数年と同じ量のCO2排出が続くと、あと30年で到達

何も対策をしなければ、更に早まる可能性あり

２℃上昇をもたらす

CO2総排出量

約3兆トン



ＩＰＣＣ1.5℃特別報告書より

• 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は2018年10月、産業革命前からの気温

上昇を1.5℃に抑えた場合の状況や社会への影響を整理した報告書「1.5℃特別

報告書」を公表した。

• パリ会議（COP21）の場で、IPCCに作成が要請され、40ヶ国91人の専門家が執筆

作業に加わった。

• 世界の平均気温は産業革命前からすでに1℃情報しており、現状は2100年に3℃

上昇するペース。このままいくと2030年から2052年に1.5℃上昇に達すると予測し

た。1.5℃上昇に留めるためには、2030年までに二酸化炭素排出量を2017年比

49%以上削減し、2050年までに二酸化炭素の純排出量をゼロにすることが必要だ

とした。

• 人間社会に関しては、1.5°C上昇であっても、健康、生計、食糧安全保障、水供

給、経済成長などに対する気候関連リスクが増加し、2°C上昇ではさらにリスクが

増加するとしている。
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地球温暖化の進行

 人為活動は、工業化以前の水準よりも約1℃（可能性の幅は0.8℃から1.2℃）
温暖化させたと推定される。 ＜IPCC「1.5℃特別報告書」＞

IPCC 「1.5℃特別報告書」FQA1.2, Figure 1
https://www.ipcc.ch/sr15/

実質CO2ゼロ



世界の再生可能エネルギー導入状況



資源エネルギー庁



気候変動に対する世界の動き！

逃げ場のない映画館で誰かが「火事だ！」と叫んでも逃げられない

救われる道はただ一つ「全員で消火に当たる」しかない

温暖化防止も同様、全員で消火にあたらなければならない

１ 気候非常事態宣言（Ｃｌｉｍａｔｅ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ）

2019年8月現在 18ヶ国935地方政府・自治体（住民約２億6000万人）

オーストラリア25、米国19、カナダ435、英国172、他 （7月現在）



２ ＥＳＧ投資
環境、社会、企業統治を重視をした投資によって、企業の持続的成長や中長期的収益につながるという考え方

財務指標からはみえにくいリスクを排除できるという発想

３ ＲＥ１００宣言
事業運営を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業が加盟するイニシアチブ

日本では、積水ハウス、リコー、富士通、ソニー、アスクル、イオン等19社が宣言

４ 世界首長宣言を始めとした気候変動に対する宣言
ＳＢＴ、気候変動イニシアチブ、自然エネルギー100%プラットフォーム（宣言）、ＲＥａｃｔｉｏｎ（仮称）、他

５ 学生による気候ストライキの拡大
スウェーデンの少女グレタ・トゥーンベリさんに始まった若者によるストライキが世界に拡大

各国の科学者が指示

６ 京都市、東京都、横浜市が、2050年までにゼロカーボン

を目指すと発表

７ ＺＥＨ住宅や電気自動車、水素自動車の普及

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AA


これからの地域を考える



気候変動対策に対して～時代の要請

 複数の課題の統
合的解決をめざす。

 ２０３０年目標
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第五次環境基本計画（２０１８年４月）

 新たな文明社会をめざし、大きく考え方を転換
（パラダイムシフト）していくこと、あらゆる観点か
らのイノベーションを求めている。

 めざすべき社会の姿として「地域循環共生圏」
の創造を提示。

 環境・経済・社会の統合的向上の具体化、地域
資源の持続可能な活用（「環境で地方を元気
に！」）、パートナーシップの充実強化を提唱。

パリ協定（２０１５年１２月）

 ２℃目標～２１世紀後半の
ＧＨＧ排出実質ゼロ

 劇的な削減が必要。

ＳＤＧｓ（２０１５年９月）

 「地域や暮らしを豊かにする温暖化対策」
への転換、加速が必須。

 温暖化対策によって地域課題の同時解
決を先導し、地方創生・都市再生との統
合による加速を先導していくことが求めら
れている。・・・地方を元気に！

 技術革新による経
済発展・社会課題
解決

Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０







・2030年を達成期限とする17のゴール、169のターゲット

持続可能な開発目標（SDGs）

・普遍性：途上国だけではなく、先進国も取り組む

・包摂性：「誰一人取り残さない」

・統合性：課題はつながりあっている



脱炭素社会への需要度を高めるには



 地球温暖化問題への関心
87.2％が地球温暖化問題に「関心がある」または
「ある程度関心がある」と回答

「関心がある」とする者の割合が87.2％
（「関心がある」40.4％＋「ある程度関心がある」46.8％）

地球温暖化問題への関心は、すでにかなり高い
（京都議定書以降の普及啓発の成果）

環境省 平成28年度
地球温暖化に関する世論調査





身近な
温暖化
対策の
実践度

一定程度は実践されて
いる

環境省 平成28年度
地球温暖化に関する世論調査



 長期目標の認知度

長期目標は、名前は聞いたことがある人が約半数
しかし、肝心の「内容」の認知度は１割未満

パリ協定の認知度

中期目標の認知度

環境省 平成28年度
地球温暖化に関する世論調査



 温暖化対策への意識 国際比較

日本では、脱炭素社会の受容度が極めて低い
「ポジティブな温暖化対策」のイメージ拡大を！

Q あなたにとって気候変動対策はどのようなものですか？

60

27

17

66

19

4

4

3

日本

世界

多くの場合生活の質を脅かすものである
多くの場合生活の質を高めるものである
生活の質に影響を与えないものである
わからない／答えたくない

（データ出典 ： World Wide View on Climate and Energy, http://climateandenergy.wwviews.org/results/）

温暖化対策を「生活の
質を高める」と捉える
日本人は少数派



なぜ日本はヒートショックで亡くなる人が多いのか

東京都健康長寿医療センター研究所がおこなった調査では、2011年に全国で約1万7000人
もの人々がヒートショックに関連した入浴中急死にいたった、と推計されました。
交通事故による死亡者数の4倍以上であり、そのうち高齢者は8割を超える1万4000人にも
およぶ。



近年、熱中症で搬送される人が増えている

国立環境研究所

熱中症死亡者数の年次推移（厚生労働省統計情報部資料）



約５０％削減



肉汁うどん（２人前）のフード・マイレージ等
（試算）

埼玉県産の食材を
使用した場合

輸入食材を使用した場合

主な食材
使用

量
産地

ﾌｰﾄﾞﾏイ
ﾚｰジ

CO2
排
出
量

産地
ﾌｰﾄﾞ

ﾏｲﾚｰ
ｼﾞ

CO2
排出
量

(ｇ) (kg･km) (ｇ) (kg･km) (ｇ)

豚肉 50 深谷市 2.7 0.5 アメリカ 931.0 26.5 

ほうれんそう 30 深谷市 1.6 0.3 中国 91.2 4.9 

長ねぎ 60 深谷市 3.2 0.6 中国 182.4 9.8 

しいたけ 25 皆野町 1.9 0.3 中国 76.0 4.1 

うどん（小麦
粉）

160 熊谷市 6.8 1.2 アメリカ 2,979.1 84.9 

合計 325 16.2 2.9 4,259.6 130.1 

(約260倍) (約45倍)

CO2排出量
は

外国食材と比
較すると
45分の1

一次産業と温暖化



所得に対するエネルギーコスト

費支出（年額）と消費支出に占める電気代の割合［年間収入別］
（二人以上世帯）



エネルギー関連項目における近年の消費者
物価指数の推移

資源エネルギー庁



いま必要な活動
＝脱炭素社会の受容度を高める

温室効果ガス排出

実質ゼロ
という長期目標

暮らしや地域を

豊かさ・質を高める
にするイメージ

こまめな省エネを少しがんばれば温暖化を止められるという
苦しさを与える啓発活動

冷暖房を無理して我慢することが美徳というイメージを与える
（＝命を奪う危険性がある）啓発活動

わくわく感

発想の転換



これからの普及啓発は！（まとめ）

■連携の強化

• 地域の自治体との一層の連携

• 環境分野ばかりではなく、防災、街づくり、健康等の分野との連携

• 若者との連携・・・情報発信力に期待

• 企業との連携

■情報の収集発信拠点の強化・・・プラットフォーム化

■温室効果ガスの削減に実質的につなげる

• 効果の把握

• 苦しい省エネではなく効果的な省エネへ・・・

高効率の家電やエコカー、再エネ、住宅の高断熱などの導入⇒消費を変える

■気候変動リスクを「危機感」に、そして快適な脱炭素社会を

「わくわく感」に！・・・具体的な提示が必要


