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アウトライン

• 気候変動：最も甚大な影響を及ぼす可能性があるリスク
• 異常気象・気象災害の頻発など憂慮される動向

• パリ協定の実施：大きな排出ギャップが依然残る

• IPCC1.5℃特別報告書：温度上昇を1.5℃未満に抑えるために
何が必要か？

• 脱炭素社会・経済への移行に向けた取組み
• パリ協定の下での『長期発展戦略』

• 自治体・企業の行動強化：世界的な機運の盛り上がり

• 地域における再生可能エネルギー拡大・普及



世界の主な異常気象・気象災害（2018年～）

• 北半球の夏を中心に世界各地で異常高温が発生
• 世界各地で大雨や干ばつなどの災害が発生

出典：気象庁「2018年（平成30年）の世界の主な異常気象・気象災害（速報） 」
https://www.jma.go.jp/jma/press/1812/21d/worldclim2018.html

ノルウェーなど
北欧で30℃超

カリフォルニア州デス
バレーで最高気温53℃、
州史上最悪の森林火災

日本：西日本豪雨や猛暑。
豪雨・台風により1,800人
以上が被災（死者252人）。
気象庁分析結果

記録的豪雨と猛暑の要因
（豪雨）西日本付近に停滞した梅雨前線に向け、
極めて多量の水蒸気が流入。
（猛暑）太平洋高気圧と上層のチベット高気圧が
日本付近に張り出し続けた。
（これら一連の顕著な現象の原因）ジェット気流の
大きな蛇行が繰り返されたこと。気象庁報道発表

フランスなど
欧州で猛暑

（2019年6～7月）

アマゾンや東南アジア
でも大規模森林火災

https://www.jma.go.jp/jma/press/1812/21d/worldclim2018.html


北極圏で人類史上前例のない変化が進行
（気温の上昇・海氷の融解）

北極海の海氷の減少： 左図は

1985年3月および2018年3月の北極海
の海氷の状況を比較したもの。
誕生後1年未満の海氷は最も暗い青、
4年以上融解しなかった海氷は白で
表示。古い海氷（海氷の融解を止め、
夏期の北極圏を寒冷に保つ）の面積
は1985→2018で95％減少。

北極圏の気温：他の地域の2倍の

スピードで上昇。→ 気象パターン
に影響を及ぼすジェット気流を大き
く蛇行させ、北半球各地で頻発する
異常気象に繋がっている可能性。

出典：The 2018 Arctic Report Card, NOAA, 2018年12月, https://www.noaa.gov/media-release/arctic-report-
card-tracks-region-s-environmental-changes

https://www.noaa.gov/media-release/arctic-report-card-tracks-region-s-environmental-changes


グリーンランドの氷床融解が加速している

出典：https://rollingstonejapan.com/articles/detail/31707/2/1/1, 
https://news.yahoo.co.jp/byline/morisayaka/20190807-00136984/

グリーンランドでは8月初旬に、地表近くで
史上最高気温を計測（例年より約14〜17℃

も気温が上昇）。 左図は7月末、西部の
Naujatkuat 川：融解した水の激流。

グリーンランド氷床の融解はこの20年の間加速。

氷床の融解：今年は非常に早く始まった ← 異常高温
を5月はじめに観測。

6月から7月までの2か月間で融解した氷の量は
2,400億トン。

氷河の河口部は氷の海への流出を押しとどめてい
るが、海水温の上昇に非常に敏感。もし河口部の
氷が融解すると、氷河だけでなく氷床の残りの氷
も流出する恐れ。

https://rollingstonejapan.com/articles/detail/31707/2/1/1
https://news.yahoo.co.jp/byline/morisayaka/20190807-00136984/


記録的猛暑をもたらした気象要因・大規模な大気の流れ

• 記録的高温（ 2018年7月中旬以降）
をもたらした大規模な大気の流れ

2018年7月に北半球各地に高温を
もたらした大規模な大気の流れ

出典：気象庁『「平成３０年７月豪雨」及び７月中旬以降の記録的な高温の特徴と要因について』、2018年8月10日、
気象庁気象研究所「平成30年7月の記録的な猛暑に地球温暖化が与えた影響と猛暑発生の将来見通し」、2019年5月22日

地球温暖化の影響を受けている現在の気候で
昨年7月のような猛暑が発生する確率は約20％。
地球温暖化の影響がなければ確率はほぼゼロ。



図 地球表面世界平均気温の推移（1880 ～ 2018年）
(出典 NASA Goddard Institute for Space Studies), https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/

2014年
0.73℃

2015年
0.87℃

2016年
0.99℃

世界平均気温は2014～16年の3年連続で最高記録を更新

2019年は ？

6月と7月は
過去最高を
記録

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/


海水温は2018年に観測史上最高を記録

人間活動が排出するCO2などが地球を温暖化させる熱量の90%以上を海洋が吸収し、
気温を上昇させ、大気により多くの水分を供給して、台風や豪雨の強度を増すなど
気候システムに影響を及ぼす。

出典：Lijing CHENG, et.al., 2018 Continues Record Global Ocean Warming, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 
VOL. 36, MARCH 2019, 249–252（図の出典：Institute of Atmospheric Physics ocean analysis).

世界の海洋（水深2,000ｍまで）の貯熱量（年間平均）の推移



大気中CO2濃度：上昇が続く

出典：The 2 Degrees Institute, https://www.co2levels.org/

1850年頃までは
280ppm程度で推移

その後100年で
10％強増加

2015年頃に400ppmを突破、
160年で40％強増加、

さらに増加中

https://www.co2levels.org/


石炭消費（火力発電）

世界のエネルギー起源CO2排出量：
（2014～16年は横ばいだったが、17年から再び増加）

出典：Global Energy & CO2 Status Report, The latest trends in energy and emissions in 2018, IEA, 
https://www.iea.org/geco/emissions/

2018年の排出量は前年比1.7％
増加。331億トン（CO2換算）。
中国、インド、米国での増加が
全体の85％。日、独、仏、英な
どでは減少。

石炭火力の増加（その大多数は
アジア）が排出増の最大の要因。
省エネの進展、再エネの増加など
が主な減少要因。

石炭消費（火力発電以外）

石油・天然ガスなどの消費

経済成長

石炭火力の増加
省エネの進展

再エネの増加

差し引き
増加分

エネルギー起源CO2排出量の増加・減少要因（2017→18）

https://www.iea.org/geco/emissions/


極端な気象事象や気候変動緩和・適応対策の失敗は最も甚大な影響を
及ぼす可能性があるリスク

• “Global Risks Report 2019”
（世界経済フォーラム）
極端な気象事象や気候変動対策
の失敗は、最も甚大な影響を
及ぼす可能性があるリスク。

• このレポート（ 2006年以来発
表）で近年環境リスクがトップ
にランクされている。

出典：World Economic Forum, Global Risks 
Report 2019  14th Edition. 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_
Risks_Report_2019.

3.46
平均

3.41
平均

気候変動緩和
や適応の失敗

極端な
気象事象

自然災害

水危機

サイバー攻撃

https://www.mmc.com/content/dam/mmc-web/.../Global-Risks-2018(Japanese).pdf
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脱炭素社会への移行に向けた取り組み
気候変動問題に取り組む国際制度の進展

国連気候変動枠組条約：1994年発効

京都議定書：条約の目的達成のための第１歩
• 京都会議で採択(COP3, 1997)

• マラケシュ合意：運用ルール合意(COP7, 2001) 

• 議定書発効、マラケシュ合意採択(COP/MOP1, 2005)

次のステップを定める国際制度の検討
• 「バリ行動計画」に合意(COP13, 2007)

パリ協定の採択 (COP21, 2015)・発効 (2016)

取組の世界的な
枠組みを定めた
（米国も参加）

先進国の排出量
に上限、目標達
成を義務づけ。
米国離脱。中国
などに排出量の
上限なし。

全ての条約締約国
の行動を強化する
法的枠組み。気温
上昇を2℃を十分
下回るようにし、
1.5℃未満に抑制
する努力を追求。

COP24（2018, カトビチェ）でパリ協定
実施のルールに合意、パリ協定は実施の
段階に入る。各国に加え、多くの自治体、
企業などが行動をステップアップ。



脱炭素社会への移行に向けた取り組み
～パリ協定の下で計画の作成・実施とステップアップ

• パリ協定の長期目標：気温上昇を2℃を十分下回るようにし、1.5℃未満に
抑制する努力を追求。今世紀後半に温室効果ガスの正味排出ゼロ（人為的
排出量＝人為的吸収量）を達成。

• パリ協定の実施ルール
（2018年のCOP24で合意）

協定締約国は
◆国別の目標・実施計画

（NDC）を提出し、実施
◆2年毎にNDCの進捗を報告

← 締約国会議の審査
◆協定の長期目標を念頭に、

長期発展戦略を作成
◆グローバルストックテイク

（5年毎）の結果を考慮し、
NDCを更新

出典：水野勇史、「国際交渉の動向 パリルールブック
の内容とその意味」、IGES COP24報告セミナー、2018



出典：甲斐沼美紀子「IPCC 1.5℃
特別報告書を読み解く」、2018年
12月、IGES COP24報告セミナー
世界の潮流と日本のゆくえ
～さらに強まる2℃/1.5℃目標の実
現に向けたコミットメント～。

今後、気候変動とその影響はどうなるのか？

【IPCC（気候変動に関する政府間パネル）1.5℃特別報告書、2018】
◆ 工業化以前に比べ、人間活動によって世界平均

気温は約1℃上昇した。
◆ 気温が現在のペースで上昇すれば、高い確率で

2030～52年の間で上昇幅は1.5℃に到達する。



気温2℃上昇と1.5℃上昇の影響を比較：

• 生物多様性の喪失や種の絶滅の程度がより少ない。

• トウモロコシ、コメ、小麦の生産量が減少する割合が
少なくなる（特に東南アジア、中央アメリカ、南アメリカ）。

• 寄生虫などによる被害の程度が少なくなる。

• より厳しい水不足にさらされるが、その人口が50％少な

い。

出典：前出スライドと同じ。

5年に1回
極端な暑さに
見舞われる
人口の割合

2.6倍
悪化

夏期北極海
の海氷が融
解する頻度

10倍
悪化

出典：World Resources Institute
https://www.wri.org/blog/2018/10/half-degree-
and-world-apart-difference-climate-impacts-
between-15-c-and-2-c-warming

平均気温が0.5℃上昇すると
大きな違いが生ずる
（IPCC特別報告書）

https://www.wri.org/blog/2018/10/half-degree-and-world-apart-difference-climate-impacts-between-15-c-and-2-c-warming


パリ協定の長期目標達成
「2℃より十分低い」から「1.5℃未満」へ（？）

IPCC特別報告書の
メッセージを受け

出典：田村堅太郎「パリ協定の実施状況、長期戦略策定に向けて」（IGES COP22報告セミナー、2016）、
一部浜中が加筆

正味排出ゼロ

の達成が必要



各国のNDCs実施と
排出ギャップ

（2030年）

気温上昇
2℃未満達
成に必要な
追加削減量

気温上昇
2℃未満
達成に必要
な排出経路

気温上昇
1.5℃未満
達成に必要
な排出経路

気温上昇
1.5℃未満達
成に必要な
追加削減量

◆190の国・地域がパリ協定の
下で国別約束 (NDCs) を提出。

◆NDCsに盛り込まれた目標を
達成しても、パリ協定の長期
気温上昇抑制目標には、なお
かなり大きな隔たりが残る。

◆気温上昇2℃未満の達成には、
削減量を2倍以上にする必要。

◆気温上昇1.5℃未満の達成には、
削減量を5倍程度にする必要。

出典：UN Environment, “Emissions Gap Report 2018”, 
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-
report-2018

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018


パリ協定の長期目標達成には正味排出ゼロ達成が必要

◼温暖化を1.5℃未満に抑制するためには、エネルギー、土地利用、
都市、インフラ（交通・建築物など）や産業にわたる広範かつ急速な
システム転換が必要（IPCC「1.5℃特別報告書」）

◆エネルギー
➢発電部門：エネルギー効率改善、再生可能エネルギー拡大、石炭火力の

段階的廃止などによる脱炭素化

➢需要側：電力化、効率化・省エネ、燃料転換（→バイオマス、水素な
ど）、排ガスからの炭素の回収・再利用・地下などへの貯留
（CCS/CCU）

◆インフラ
➢電動車（EV、燃料電池車）の利用環境整備（「電気・水素スタンド」）など

モビリティーの脱炭素化

➢ゼロエネルギー住宅（ZEH）・ビル（ZEB）の普及

◆炭素価格付け、投資の促進、技術革新、消費者行動の変化も重要



パリ協定に基づく日本政府の長期戦略

• 我が国の長期的な「あるべき姿」（ビジョン）
• 「脱炭素社会」を・・今世紀後半のできるだけ早期に実現・・を目指す。

• 各部門の長期的なビジョンと・・・対策・施策の方向性
• エネルギー

• 再エネの経済的自立・主力電源化：入札制度活用などによるコスト低減、
地域との共生、系統制約の克服、調整力の確保、技術革新

• エネルギー消費効率の一層の改善、分散型エネルギーシステムの構築

• 地域・くらし
• 2050年までに、カーボンニュートラル・・・で快適な地域とくらしを実現

することを目指す。

• 可能な地域・企業等から、2050年を待たずにカーボンニュートラルを実現
していくことを目指す。

【産業、運輸、イノベーション、ファイナンスなどは省略】

出典：日本政府「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」、2019年6月
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気候行動への世界的機運の盛り上がり

「2050年正味排出ゼロ」を目標に掲げる国、自治
体、企業が増加中

⚫ 世界17カ国が「2050年（まで）に正味排出ゼロ」
目標を設定、または設定を検討中（英国やフランス
は2050年CO2排出ゼロを決定、EUが検討中）。

⚫ 同様の目標を決定・検討している都市・地域を含め
ると、世界GDPの16％を占める。

⚫ 年間収益10億ドル超の34社が「正味排出ゼロ」目
標を設定、または達成。

Source: “Countdown to Zero”
Energy and Climate Intelligence Unit (June 2019)
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「正味排出ゼロ」を目指す世界の自治体の行動

➢ 炭素中立都市連合 （CNCA）
コペンハーゲン、ロンドン、メルボルン、ニューヨーク、リオデジャネイロ、
ストックホルム、横浜など20を超える都市が、2050年までに排出を80－100％
削減すると約束

➢ C40 炭素中立宣言（2017）

バルセロナ、ブエノスアイレス、ケープタウン、ロサンゼルス、 メキシコシティ、
ミラノ、 オスロ、パリ、サンチアゴ、バンクーバーなどC40に参加する25都市が
2050年までに炭素中立を実現すると約束

➢その他2050年までに再生可能/クリーンエネルギー100%の約束
100を超える米国の自治体や、90を超える英国の自治体



日本の企業も行動を開始

• 大多数の企業が気候変動による事業リスクを認識

• SBTi（科学的根拠に基づく目標イニシアティブ）
• 世界で550を超える（日本では77）企業が参加。

• RE100
• 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

が参加する国際イニシアティブ。グーグル、GM、イケア、P&Gなど世界
195社、日本からリコー、イオン、富士通など21社が参加。

• 日本気候リーダースパートナーシップ（Japan CLP）
• 脱炭素ビジネス立国に向けた政府への政策提言、再生可能エネルギーの

創出・導入・利用拡大、省エネルギー対策の推進などに取り組む。115社
が参加。

• 気候変動イニシアティブ（Japan Climate Initiative）
• 気候変動対策に積極的な企業、自治体、NGOなどの情報発信や意見交換

の強化に取り組む。企業265、自治体30を含む400近い団体が参加。

108社へのアンケート調査結果
週刊東洋経済社 2019年5月18日号



日本の自治体も正味排出ゼロに向け行動を開始
• 横浜市、京都市、東京都：2050年までに「正味排出ゼロ」達成を宣言

（横浜市：東北地方12市町村と再生可能エネルギーに関する連携協定を締結）

市内で
生産

市外から
調達

エネルギー消費
大幅削減

エネルギー源
の転換

出典：横浜市、
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/
press/201902/20190206-043-28987.html
浜中が一部加筆。

http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201902/20190206-043-28987.html


地域における再生可能エネルギー拡大普及の意義

• エネルギーは地域の持続可能性確保における本質的な課題

• 地域社会に多様なサービスやメリットをもたらす
• エネルギー代金の域内循環

• 地域経済の活性化・雇用創出

• 市民や地域の事業者の関与・参加

• 高齢化、災害対応など、地域の課題解決につながる統合的な
アプローチに貢献

地域再生可能エネルギー国際会議2017（17年9月 長野市）

再生可能エネルギー100％地域を目指す自治体首長による長野宣言

◆「首長サミット」に集う日本の自治体の首長は、再生可能エネルギー
100％地域を目指し、新たな取組と連携の行動開始を宣言

◆再生可能エネルギーを活用し、直面する課題を乗り越え、住民の
暮らしを 守り、地域経済を活性化



地域環境権条例
～飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例～

住民が再エネ事業を通じて行う地域づくり事業を「地域環境権条例」によって支援
⇒市民主体の再エネ事業を創出し、持続可能な地域づくりを目指すエネルギー自治を推進

再エネ資源は市民の総有財産。そこから生まれるエネルギーは、

市民が優先的に活用でき、自ら地域づくりをしていく権利がある。

地域環境権

住民主体の
再エネ事業

市 長

金融機関
投資家

融資

地域の
課題解決！

売電収益を
公益的再投資

再エネ審査会 事業化助言

答申

事業の信用補完

基金を無利子貸付

投資

地域環境権条例の支援によって、９件の地域住民主体の再
生可能エネルギー事業を創出

全国初

出典：飯田市牧野光朗市長による発表（2017年9月8日、地域再生可能エネルギー国際会議2017）
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取組事例 1
飯田市

市民参加・
地域企業
との連携
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出典：みやま市報道発表資料（2016年2月16日）

⚫ 自治体による
地球温暖化対策推進
（省エネ・再エネ）

⚫ 再生可能エネルギー
地産地消の流れ
（地域経済）

⚫ 福祉サービスとの
カップリング

⚫ コベネフィット／
マルチベネフィット

取組事例 2
みやま市

地域の
課題解決：
高齢化、
健康・福祉



●災害公営住宅エリア及び病院、公共施設を自営線PPSによる電力

供給を実施。非常時は自営線を通し非常用発電機で電力を供給する。

●太陽光発電460kW、大型蓄電池、非常用発電機で構成され平時

は太陽光発電や蓄電池の組み合わせによる電力をエリア内で自己

消費し、不足分については、市内の地域新電力が電力会社及び

市場から電力を調達する。

わたなべ整形

うつみレディスクリニック

石巻運転免許センター

災害公営住宅

調整池
PV400kW

災害公営住宅整備地域

集合住宅
PV49.9kW

大型蓄電池
（480kWh）

集会場
PV9.1kW

非常用（バイオディーゼル）
発電機（400kW）

複数地区にわたる
自営線

ししど内科

仙石病院

【災害公営住宅】
・計画人口 247人
・計画戸数 85戸

（戸建70戸・集合15戸）
・道路延長 約1.4ｋｍ
・住宅用地 約1.6ha

・講演・緑地用地 約0.2ha
・防砂調整池・水路用地 約0.9ha

・その他用地 約0.1ha
・バルクガス供給
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東松島市スマート防災エコタウン

出典：東松島市古山 守夫副市長による発表（2017年9月8日、地域再生可能エネルギー国際会議2017）

取組事例 3
東松島市

地域の
課題解決：
エネルギー
安全保障、
災害対応



地域再生可能エネルギー拡大：今後の取組みの方向

•課題

• 市民主体・市民参加

• 企業との連携

• 市民・企業の活力を
引き出す環境整備

•方向性

• 自治体同士の連携・協力→
ネットワーク形成

• 国の支援
©ICLEI e.V. 2015
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再生可能エネルギーの急速な普及拡大

• 太陽光、風力などの再生可能エネルギーによる発電は世界の全新設
発電設備容量の2/3を超えた（ 2017年）

世界の風力・太陽光発電設備新設の動向

出典：https://about.bnef.com/blog/clean-energy-investment-exceeded-300-billion-2018/

百万Kw

太陽光

風力

新設太陽光発電設備容量
2018年は17年を上回った

太陽光発電、風力発電のコスト
は急速に低下。日本以外の主要
国では既に石炭火力を下回り、
ガス火力に対し競争できる水準。

蓄電池のコストも大きく低下
蓄電池付きのメガソーラーが

競争力を持ち始めた

参考資料（1）

https://about.bnef.com/blog/clean-energy-investment-exceeded-300-billion-2018/


再生可能エネルギーの急速な普及拡大（2）

• 世界の総発電量に占める再生可能エネルギー発電の割合は26.2％、
うち水力15.8％、風力5.5％、太陽光2.4％（風力＋太陽光で7.9％）。
（2018年末）

風力・太陽光発電の全発電量に占める割合（上位10カ国、％）

太陽光

風力

デンマーク ウルグァイ ドイツ アイル ポルトガル スペイン 英国 ギリシャ ホン ニカラグァ
ランド ジュラス

風力・太陽光発電は2050年に世界
の総発電量の約50％に達する（石
炭火力は11％に低下）との予測もある。
（”New Energy Outlook 2019”, 
Bloomberg New Energy Finance）

出典：”Renewables 2019 Global Status Report”, REN21, 
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf

参考資料（2）

https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf


ご静聴有り難うございました

2019年6月2日

（公財）地球環境戦略研究機関 特別研究顧問

浜中 裕徳


