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第１節  地球温暖化の現状及び将来への影響  

１ 地球温暖化問題とは  

私たちの社会は，それぞれの地域の気候を背景にかたちづくられています。その気候が，地球規

模で，私たちが経験したことのないものに変わりつつあります。  

 現在の地球は，過去1,400年で最も暖かくなっています。この地球規模で気温や海水温が上昇し

氷河や氷床が縮小する現象，すなわち地球温暖化は，平均的な気温の上昇のみならず，異常高温（熱

波）や大雨・干ばつの増加などの様々な気候の変化を伴っています。その影響は，早い春の訪れな

どによる生物活動の変化や，水資源や農作物への影響など，自然生態系や人間社会にすでに現れて

います。将来，地球の気温はさらに上昇すると予想されており，水，生態系，食糧，沿岸域，健康

などで，より深刻な影響が生じると考えられています。  

これら近年の，それから今後数十年から数百年で起こると予想される気候の変化がもたらす様々

な自然・社会・経済的影響に対して，世界各国との協力体制を構築し，解決策を見出していかなけ

ればなりません。これが，地球温暖化問題です。 

 

２ 地球温暖化のメカニズム  

地球は太陽からのエネルギーで暖められ，また，暖め

られた地球からも熱が放射され，これを大気中に含まれ

る二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素（⇒資料編P162・

P163・P157）などの「温室効果ガス」が吸収し，再び地

表に戻しています。このバランスによって，現在の世界

の平均気温は14℃程度に保たれ，生物にとって住みよい

環境が保持されています。 

しかし，18世紀後半にはじまった産業革命以降，石炭

や石油などの化石燃料（⇒資料編P157）を大量に消費す

ることにより，大気中の温室効果ガス（GHG：Green House 

Gas）の濃度は急激に増加しており，現在の二酸化炭素

の濃度は，産業革命以前と比べ，約42％増加しています。

そして，温室効果ガスの増加は，地球の温暖化をもたら

しています。 

  

序章 計画策定の背景 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターホームページ掲載の図を参考に宮城県が作成 

出典：気象庁ホームページ「地球温暖化問題とは」 

図 0.1 温室効果ガスと地球温暖化メカニズム 
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３ 気象現象  

(1) 現状 

イ 平均気温 

世界の年平均気温の長期的な変化傾向は，100年当たり約 0.72℃の割合で上昇しており，

2016年は 1891年の統計開始以降で最も高い気温となりました。特に 1990年代半ば以降，高

温となる年が多くなっています。 

一方，日本の年平均気温の長期的な変化傾向は，100年当たり約 1.19℃の割合で上昇して

おり，世界に比べて高い上昇割合となっています。2016年は 1898年の統計開始以来最も高

い気温となり，特に 1990 年代以降，高温となる年が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

日本全国における 13 観測地点の解析の結果，真夏日（日最高気温 30℃以上の日）は，長

期的な変化傾向を見ると，10年当たり 0.6日の割合で増加しています。また，冬日（日最高

気温 0℃未満の日）は，10年当たり 2.1日の割合で減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

真夏日 冬日 

年間日数（日） 5年移動平均値 長期変化傾向 

図 0.3 日本の真夏日・冬日の日数の長期変化（1931～2016年） 

出典：気候変動監視レポート 2016（気象庁） 

―：年平均気温（℃） 

―：5年移動平均値 

―：長期変化傾向 

世界の年平均気温の長期変化 
（1891～2016年） 

―：年平均気温（℃） 

―：5年移動平均値 

―：長期変化傾向 

日本の年平均気温の長期変化 
（1898～2016年） 

図 0.2 世界及び日本の年平均気温の長期変化 
出典：気象庁資料 
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ロ 降水量 

世界及び日本の年降水量の長期変化傾向には，明瞭な傾向はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

日本全国 51 地点の観測値を用いて，1901 年以降の日本における大雨等の発生頻度の変化

傾向を解析した結果，日降水量 100㎜以上及び 200㎜以上の日数は 1901年から 2016年まで

の 115年間で増加傾向がみられます。一方，日降水量 1.0㎜以上の日数は減少し，大雨の頻

度が増える反面，弱い雨を含めた降水の日数は減少する特徴を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日降水量 100㎜以上の年間日数の経年変化 日降水量 200㎜以上の年間日数の経年変化 

日降水量 1.0㎜以上の年間日数の経年変化 

年間日数（日） 

5年移動平均値 

長期変化傾向 

図 0.5 日本の大雨・短時間強雨等の発生頻度（1901～2016年） 

出典：気候変動監視レポート 2016（気象庁） 

各年の年降水量の基準値(1981～2010年

の平均値)からの偏差を平均した値 
5年移動平均値 

世界の年降水量の長期変化 日本の年降水量の長期変化 

図 0.4 世界及び日本の年降水量の長期変化 

出典：気象庁資料 
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(2) 将来への影響 

イ 世界の影響予測（平均気温と降水量） 

世界の平均気温については，2014（平

成 26）年に公表された気候変動に関する

政府間パネル（IPCC: Intergovernmental 

Panel on Climate Change）第５次評価報

告書（AR5:Assessment Report 5）では，

評価された温室効果ガス全ての排出シナ

リオにおいて，21 世紀にわたって上昇す

るとしており，2081年から 2100年までの

世界の平均地上気温は，1986年から 2005

年までの平均と比較して，現在の排出量

が継続する最悪のシナリオを取った場合

には 2.6～4.8℃の上昇があるとし，排出

量をほぼゼロにした場合でも 0.3～1.7℃

の上昇が予測されています。 

また，降水量については，21世紀末までに，湿潤地域と乾燥地域の差が拡大していくと予

測されています。特に，現在の排出量が継続する最悪のシナリオを取った場合は，高緯度域，

赤道域，中緯度の湿潤地域において降水量が増加する可能性が高くなる一方で，中緯度と亜

熱帯の乾燥地域の多くでは，降水量が減少する可能性が高いと予測されています。 

 

ロ 日本の影響予測（平均気温と降水量） 

「環境省環境研究総合推進費 S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究（平成 

22～26 年度）」（以下「S-8 研究」という。）による将来の日本の年平均気温は，基準年 

（1981～2000年）に対して 21世紀半ば（2031～2050年）では約 1.87～約 2.08℃上昇し，

21世紀末（2081～2100年）では約 1.95～約 4.77℃上昇すると予測されています。 

また，将来の日本の年降水量については，基準年（1981～2000 年）に対して 21 世紀半ば

（2031～2050 年）には約 1.08～約 1.09倍増加，21 世紀末（2081～2100 年）には約 1.13～

約 1.16倍増加すると予測されています。 

  

図 0.6 a）年平均地上気温変化予測分布 

b）年平均降水量変化予測分布 

 

出典：IPCC AR5 SYR SPM Fig. SPM.7 



序章 計画策定の背景 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

1981～2000年 2031～2050年 2081～2100年

気
温
変
化
量
（
℃
）

RCP2.6 RCP8.5

0.9

1.0

1.1

1.2

1981～2000年 2031～2050年 2081～2100年

降
水
量
相
対
値
（倍

）

RCP2.6 RCP8.5

＋約 2.08℃ 

＋約 4.77℃ 

＋約 1.87℃ 
＋約 1.95℃ 

約 1.08倍 

約 1.13倍 
約 1.09倍 

約 1.16倍 

S-8研究による日本の年平均気温の将来予測結果 S-8研究による日本の年降水量の将来予測結果 

※1：将来予測は， IPCC第 5次評価報告書に示されている RCP2.6シナリオ及び RCP8.5シナリオに基づく。 

RCP2.6シナリオ：現行より厳しい温室効果ガス排出削減対策を取った場合 

RCP8.5シナリオ：現行より厳しい温室効果ガス排出削減対策を取らなかった場合 

※2：将来予測の気候モデルは，S-8研究による気候モデル MIROC5（開発機関：東京大学/国立研究開発法人国立環境

研究所/国立開発法人海洋研究開発機構）に基づく。 

    出典：気候変動適応情報プラットフォームホームページ 

図 0.7 日本の年平均気温及び年降水量の将来予測結果 
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４ 農水産物  

(1) 現状 

気候変動（⇒資料編P158）は，食糧の生産量とも密接な関係があり，世界では，小麦，大

豆，米，トウモロコシの主要４農作物の収量に及ぼす影響は，温帯地域と熱帯地域のいずれ

においても，マイナスの影響を及ぼす方が多いというデータがあります。主要４農作物のう

ち小麦が最も気候変動の影響を受け，収量に大きなマイナスの影響が出ています。なお，少

ないながらも，気候変動がプラスの影響を及ぼしたという研究もあります。 

コメの品質については，日本においては，

高温などによりコメ粒の内部が白く濁っ

た白未熟粒やコメ粒に亀裂が入った胴割

粒などの発生が報告されているほか，野菜

については，収穫期が早まる傾向や生育障

害の発生頻度の増加などが全国的に報告

されています。また，果樹は，強い日射や

高温等によりブドウ，リンゴ等の着色不

良・着色遅延，日焼け果等が報告されてい

ます。 

 

(2) 将来への影響 

地域の平均気温が 20 世紀後半より２℃以上高くなり，かつ，適応策をとらない場合，熱帯・

温帯の作物の収量がこれまでより減少し，４℃以上高くなると食料安全保障に大きなリスク

となると予測されています。 

日本においても，一等米の比率は，登熟期間の気温が上昇することにより，全国的に減少

することが予測されています。 

さらに，今後の温暖化の進行に伴い，栽培時期の調整や適正な品種選択を行うことが必要

になると予測されているほか，高温による生育不良や栽培適地の変化等による品質低下，栽

培に有利な温度帯の北上などが懸念されています。 

海域においても，21 世紀半ばまでとそれ以降について予測されている気候変動の影響によ

り，海洋生物種の世界規模の分布変化があるほか，影響されやすい海域における生物多様性

（⇒資料編 P161）が低減し，海域における生態系サービスの持続的な利用に対する課題とな

るとされています。 

  

出典：環境省他「適応への挑戦 2012」 

図 0.8 農作物への影響例 
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出典：IPCC AR5 SYR SPM Fig. SPM.9(A,B) 

図 0.9 （左）およそ 1000種の魚類及び無脊椎動物の最大漁獲可能量の世界分布変化予測 

（右）21 世紀の気候変動による作物収量の変化予測の図表化 
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５ 生態系  

(1) 現状 

温暖な海で見られるサンゴは，温暖化による水温変化により，褐虫藻を失い白い骨格が透

けて見える「白化現象」が深刻となっていることが確認されています。 

地球温暖化に伴う気温の上昇，積雪量の減少や積雪期間の短縮化は，ニホンジカなどの野

生鳥獣の生息域を拡大させる懸念があります。現状においても，ニホンジカの生息分布域は

拡大して個体数が増加し，生態系や農林業に及ぼす被害が深刻化しています。 

さらに，サクラの開花日は，10年当たり 10日の割合で早くなっています。サクラの開花時

期は，開花前の平均気温と関連があるとされ，温暖化による長期的な気温上昇の影響が開花

日が早まる要因の一つとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 将来への影響 

 冷温帯に生育する代表的な落葉広葉樹であるブナは，温暖化が進行すると生育適地が移動

し，現在のブナが主体の森林生態系がミズナラなどが優先する森林に変わってしまう可能性

があると予測されています。 

 

  

サンゴ白化現象 シカの増加による被害 

出典：サンゴ白化現象/環境省資料 

シカの増加による被害/平成 25年度 環境･循環型社会･生物多様性白書 

図 0.10 地球温暖化による生態系への影響 
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６ 自然災害  

(1) 現状 

洪水は，アジアにおいて広範にみられる災害

であり，中国南部及びインド北東部において最

も多く発生していますが，世界の発生件数は増

加傾向にあります。 

    また，海面水位の上昇が，小島嶼に住む人々

のくらしに大きな影響を及ぼし始めています。

中央太平洋のキリバス共和国をはじめとした

低平地の島国では，存亡の危機に瀕しています。 

    また，日本においても，全国各地で毎年のよ

うに水害や土砂災害が発生しています。2006

（平成 18）年から 2015（平成 27）年までの 10

年間の土砂災害の発生件数をみると，平均して

１年間におよそ 1,000件もの土砂災害が発生し

ています。 

 

 

 

 

 

(2) 将来への影響 

温暖化が最も進む最悪のシナリオでは，2100年頃には，現在の約５倍となる年間１億人も

の人が大洪水にさらされるとしています。 

また，海面水位の上昇は，沿岸や低平地，小島嶼などの地域において，台風による高潮や

浸水，沿岸域の氾濫，海岸浸食による被害をより多くもたらします。日本においても，中程

度のシナリオでも，50から 70cmの堤防のかさ上げが必要となる箇所が出てくるとされていま

す。 

なお，最悪のシナリオでは，我が国における洪水による被害額は，21世紀末には現状より

も年間 2,400億円～4,800 億円増加すると見込まれています。また，強い豪雨が多くなるため，

斜面崩壊の発生確率が増加すると予測されています。  

  

図 0.11 世界の洪水発生件数の推移 

※洪水とは，10人以上の死者，100人以上の被災者，緊急事態宣言，国際援

助の呼びかけ，いずれかに該当した洪水 

出典：環境省「STOP THE 温暖化 2017」  

図 0.12 キリバス共和国周辺の海域 
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７ 健康  

(1) 現状 

世界での近年の大きな熱波の被害として，

2003年に欧州で発生した熱波（22,000人以上

が死亡と報告）や 2015年にインドで発生した

熱波（広範囲で 42℃以上を記録し 2,000人以

上の死亡と報告）が挙げられます。 

日本では，このような熱波被害はありませ

んが，熱中症搬送者数の増加が全国各地で報

告されています。熱中症による救急搬送者の

多くが高齢者であり，夏の高温化等の変化に

対して，特に高齢者が順応できるか懸念され

ています。                                                                                  

また，日本では，現在，感染症媒介蚊の生息域が拡大しています。デング熱やチクングニ

ア熱を媒介するヒトスジシマカの生息域は，年平均気温 11℃以上の地域とほぼ一致すること

が知られていますが，この北限が 1950年以降，徐々に北に広がっており，現在は，東北地

方北部まで拡大していることが確認されています。  

図 0.13 熱中症死亡者数の年次推移 

（厚生労働省統計情報部資料） 

出典：国立環境研究所ホームページ 
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(2) 将来への影響 

IPCC 第５次評価報告書では，世界において，

21 世紀末に熱波が増加する可能性が非常に高

いとしています。これに伴い熱波による健康影

響も大きくなると考えられています。 

気温と死亡者数は，ある程度の相関があり，

適温から暑くなっても，寒くなっても，死亡者

が増加すると言われています。死亡者数が最低

となる気温を基準として，気温上昇によって増

加する死亡者数（熱ストレスによる超過死亡者

数）は，2050年で南アジアや東アジア，東南ア

ジアで大きくなると予測されています。 

日本においても，現状のまま温室効果ガスを

排出し続けた最悪のシナリオでは，21世紀末に

は熱ストレス超過死亡者数は，全国で現在のお

よそ４～13 倍となる可能性があるとされてい

ます。 

また，ヒトスジシマカの生息域は，温室効果

ガスを排出し続けた場合はさらに拡大し，21

世紀末には北海道東部及び高標高地を除き，日

本の広範囲で生息が可能になると予測されて

います。 

 

 

 

 

８ 経済・産業活動  

将来への影響 

現時点では，産業・経済活動に対する地球温暖化による具体的な影響は確認されていません

が，今後も温暖化が進行した場合には，気温や海面水位の上昇，海岸浸食，降雨量・降雪量の

変化などにより，自然資源を活用した観光産業やレジャーへの影響が懸念されています。 

 

出典： 

図 a)国立感染症研究所ホームページ 

図 b)気候変動適応情報プラットフォームホームページ 

図 0.14 a) ヒトスジシマカ 

b) 21 世紀末のヒトスジシマカ分布予測

（MIROC5，RCP8.5） 

図 a) 

図 b) 
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第２節  地球温暖化対策の国際的な動向  

１ これまでの経緯  

(1) IPCC（気候変動に関する政府間パネル） 

  1988（昭和63）年に，WMO(世界気象機関)とUNEP(国連環境計画)の下，気候変動に関する最新

の科学的知見について取りまとめた報告書が作成され，各国政府の気候変動に関する政策に科学

的な基礎を与えることを目的として，IPCCが設立されました。そこには，195の国・地域が参加し

ています。 

  IPCCは，参加国の合意に基づき意思決定を行う政府間組織であり，IPCCが作成する報告書は，

参加国の合意により承認・採択されます。そのため，IPCCの報告書は，各国が承認採択した最新

の科学的知見として，気候変動に関する国際連合枠組条約（⇒資料編P158。以下「気候変動枠組

条約」という。）をはじめとする国際交渉や国内政策のための基礎情報として世界各国で引用さ

れています。ただし，IPCCは設立以来，政策的に中立であり特定の政策の提案を行わないという

科学的中立性を重視しています。 

  IPCCは，設立以来，５年から７年ごとにその間の気候変動に関する科学的知見の評価を行い，

その結果をまとめ，「IPCC評価報告書」を作成・発表してきました。1990（平成２）年には第１

次評価報告書(FAR)が，1995（平成７）年には第２次評価報告書(SAR)が，2001（平成13）年には

第３次評価報告書(TAR)が，2007（平成19）年には第４次評価報告書(AR4)が，2013（平成25）年

から2014（平成26）年にかけては第５次評価報告書(AR5)が発表されています。また，2015（平成

27）年10月からは，第６次評価報告書(AR6)の作成プロセスが始まっています。 

第５次評価報告書については，主に前節で整理しましたが，これまでの報告は次のとおりとなっ

ています。 

 

報告書 公表年 人間活動が及ぼす温暖化への影響についての評価 

第1次報告書 
（First Assessment Report）1990(FAR) 

1990年 
「気温上昇を生じさせるだろう」人為起源の温室効果
ガスは気候変化を生じさせる恐れがある。 

第2次報告書 
（Second Assessment Report:Climate 
Change 1995(SAR)） 

1995年 
「影響が全地球の気候に表れている」識別可能な人為
的影響が全球の気候に表れている。 

第3次報告書 
（Third Assessment Report:Climate 
Change 2001(TAR)） 

2001年 
「可能性が高い」（66％以上）過去50年に観測された
温暖化の大部分は，温室効果ガスの濃度の増加による
ものだった可能性が高い。 

第4次報告書 
（Forth Assessment Report:Climate 
Change 2007(AR4)） 

2007年 

「可能性が非常に高い」（90％以上）温暖化には疑う
余地がない。20世紀半ば以降の温暖化のほとんどは，
人為起源の温室効果ガス濃度の増加による可能性が
非常に高い。 

第5次報告書 
（Fifth Assessment Report:Climate 
Change 2013(AR5)） 

2013～
2014年 

「可能性が極めて高い」（95％以上）温暖化には疑う
余地がない。20世紀半ば以降の温暖化の主な要因は，
人間の影響の可能性が極めて高い。 

 

表 0.1 IPCC評価報告書の概要 

出典：IPCC第５次評価報告書の概要―第１作業部会（自然科学的根拠）―（2014年環境省） 
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 (2) 気候変動に関する国際連合枠組条約 

地球温暖化対策に関する国際的な動向として，1992（平成４）年に，国連の下，温室効果ガス

の大気中濃度を自然の生態系や人類に悪影響を及ぼさない水準で安定化させることを究極の目標

とする気候変動枠組条約が採択され，地球温暖化対策に関する取組を国際的に協調して行ってい

くことに合意しました。 

また，気候変動枠組条約に基づき， 1997（平成９）年に京都で開催された気候変動枠組条約締

約国会議（COP：Conference of the Parties）の第３回会議では，先進国の拘束力のある削減目

標（2008（平成20）年から2012（平成24）年までの第一約束期間で，1990（平成２）年に比べて

日本６％減，米国７％減，EU８％減，先進国全体で少なくとも５％減を目指す。）を明確に規定

した京都議定書（⇒資料編P158）が採択されました。2002（平成14）年に日本も同議定書を締結

し，2005（平成17）年２月に発効しました。他方，途上国が求めていた京都議定書の第二約束期

間（2013（平成25）年から2020年まで）については，日本は，将来の包括的な枠組みの構築に資

さないとして，参加しないことを明らかにし，そのような立場を反映した成果文書が採択されま

した。 

また，2010（平成22）年に開催されたCOP16では，京都議定書第一約束期間以降の枠組みの合意

には至りませんでしたが，2020年に向け，先進国の国別の排出削減目標及び途上国の国別の削減

行動を条約の下に位置付けるカンクン合意が採択されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

出典：中央環境審議会地球環境部会 2020年以降の地球温暖化対策検討小委員会 産業構造 審議会産業技術環
境分科会地球環境小委員会 約束草案検討ワーキンググループ  合同会合（第１回）資料 4-1 

 図 0.15 気候変動に関する国際交渉の経緯 
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(3) 気候変動問題の経済影響に関する報告書（スターン・レビュー）の公表 

  2006（平成18）年に，「気候変動問題の経済影響に関する報告書」（スターン・レビュー）が

公表されました。ここでは，気候変動に対する強固かつ早期の対策を行うことによる便益は，対応

しなかった場合の経済的費用を上回るとし，具体的には，対策を講じなかった場合の被害損失は，

世界の年間GDPの5％，最悪の場合にはGDPの20％となる可能性があるとしています。一方で，「今」

行動を起こした場合には，世界の年間GDPの1％程度で済む可能性があるとしています。 

 

２ 近年の動き  

(1) 持続可能な開発目標（SDGs）の採択 

2015 （平成 27）年９月の国連総会において，持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 

Development Goals）を核とする「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が全会一致で

採択され，2030 年に向けて，「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し，各国は，当事者

意識をもって，社会・経済・環境をめぐる広範な課題に対し統合的に取り組むことを確認し

ました。 

SDGsは，2030年の世界目標として，17のゴール（目標）と各ゴールに付随する 169のター

ゲットから構成されていますが，各ゴールは相互に関係しており，複数のゴールの統合的な

解決を目指すことが重要であると強調されています。１つのゴールだけの達成を目指した場

合には，他のゴールを阻害する可能性があることから，統合的な解決に取り組むことで，「ど

ちらか」ではなく，「どちらも」を追究することが必要との考え方に基づくものです。 

そのほか，SDGsは，目標達成に向けて，行政機関，地域，企業，大学，NGO，市民等のあら

ゆる利害関係者の参画が不可欠とする考え方や，バックキャスティング（あるべき将来像の

実現に向けて野心的な目標を掲げ，その達成のために必要な手段を逆算して決めていくこと）

の考え方に基づいていることも大きな特徴です。 

このような中，国では，2016（平成 28）年５月に，内閣総理大臣を本部長とする「持続可

能な開発目標（SDGs）推進本部」を設置し，SDGs に係る施策を総合的かつ効果的に推進して

いくこととし，同年 12 月には，「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」を決定しました。

この実施指針は，「持続可能で，強靱，そして誰も取り残さない，経済，社会，環境の統合

的向上が実現された未来への先駆者を目指す」をビジョンとして掲げ，社会・経済・環境の

分野における８つの優先課題と 140 の施策を盛り込んでいます。併せて，SDGs 推進に当たっ

ての自治体の役割の重要性についても指摘しており，「各地方自治体に，各種計画や戦略方

針の策定や改訂に当たっては SDGsの要素を最大限反映させることを奨励」するとしています。 

同様に，「第５次環境基本計画中間取りまとめ」（平成 29年８月）においても，今後の環

境政策の展開の基本的な考え方として「持続可能な開発目標（SDGs）の考え方の活用」の項

を掲げ，その中で，「SDGs の実現は，地域の課題解決にも直結するものであると考えられる。

地域に着目し，地方公共団体を始めとする地域の視点を取り入れ，SDGs の考え方を活用して

地域における各種計画の改善に資するようなものにすることが必要」としています。 
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(2) パリ協定の締結 

2011（平成 23）年に開催された COP17では，2013（平成 25）年以降の枠組みに関し，法的

文書を作成するための新しいプロセスである特別作業部会が設置されることとなり，すべて

の主要国が参加する公平かつ実効性のある新たな国際枠組みの構築に向けた道筋が示されま

した。 

これを受けて，2015（平成 27）年末にパリで開催された COP21には途上国を含む 196 か国・

地域が参加し，2020 年以降の温室効果ガス排出削減の新たな枠組みが取り決められ，地球温

暖化の阻止へ歴史的な一歩を踏み出しました。京都議定書では，排出量削減の法的義務が先

進国のみに課せられ，途上国には削減義務が課せられていなかったことが，参加国の間に不

公平感を募らせる要因となりましたが，パリ協定は，途上国を含む全ての参加国に，排出削

減の努力を求める初めての枠組みであることから，歴史上最も画期的であるといわれていま

す。 

パリ協定の発効条件は，55か国以上が参加することと，批准国の排出量が世界の 55％以上

にわたることです。これに対し，2017（平成 29）年８月時点において，パリ協定には，主要

排出国を含む 159 か国・地域が参加しており，また，締結国の温室効果ガス排出量は世界の

86％にわたるものとなっています。 

 

 

図 0.16 SDGs「世界を変えるための 17 の目標」 

出典：国際連合広報センター 
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主な内容 

・世界共通の長期目標として２℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求することに言及 

・上記の温度目標を達成するため今世紀後半に温室効果ガスの排出と吸収のバランスを達成できるよ

う，できる限り早く温室効果ガス排出のピークアウトを目指す。 

・締約国は，目的に留意し，長期温室効果ガス低排出発展戦略を作成，提出するよう努める。 

・主要排出国を含む全ての国が削減目標を５年毎に提出・更新 

・我が国提案の二国間クレジット制度（JCM）（⇒資料編 P162）も含めた市場メカニズム（⇒資料編 P159）

の活用を位置付け 

・適応の長期目標の設定，各国の適応計画プロセスや行動の実施，適応報告書の提出と定期的更新 

・先進国が資金の提供を継続するだけでなく，途上国も自主的に資金を提供 

・全ての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し，レビュー（専門家による検討）を受けること。 

・５年ごとに世界全体の実施状況を確認する仕組み（グローバル・ストックテイク） 

 

なお，締結国は，2020 年以降の「温室効果ガス削減・抑制目標」を定め，加えて，長期的

な「低排出発展戦略」を作成し，提出するよう努力することとされていますが，COP21に先立

ち各国から提示された約束草案（INDC：Intended Nationally Determined Contributions）

の内容は，次の表に示すとおりです。日本は，2030 年までに 2013（平成 25）年比で 26％削

減する内容となっています。 

 

国名 削減目標 基準年 

中国 2030 年までに GDP 当たりの CO2 排出量を 60～65%削減 2005 年 

EU 2030 年までに少なくとも 40%削減 1990 年 

インド 2030 年までに GDP 当たりの GHG 排出量を 33～35%削減 2005 年 

ロシア 2030 年までに 25-30%削減 1990 年 

アメリカ 2025 年までに 26-28%削減 2005 年 

日本 2030 年までに 26%削減 2013 年 

 

 

 

  

表 0.3 各国の約束草案 

表 0.2 パリ協定に規定された主な内容 
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第３節  地球温暖化対策の国内の動向  

１ これまでの経緯  

COP3で「京都議定書」が採択された年の翌年，日本では，地球温暖化対策の推進に関する法律

（⇒資料編P161。以下「地球温暖化対策推進法」という。）が制定され，1999（平成11）年４月

には，地球温暖化対策推進法に基づき「地球温暖化対策に関する基本方針」が閣議決定されまし

た。 

2005（平成17）年４月には，「京都議定書」の６％削減目標を確実に達成するために必要な措

置を定めるものとして「京都議定書目標達成計画」（⇒資料編P158）が策定され，同計画の下，

国内の地球温暖化対策が進められた結果，森林等吸収源や海外から調達した京都メカニズムクレ

ジット（⇒資料編P158）を償却することで，この目標を達成しました。 

2013（平成25）年３月には，「当面の地球温暖化対策に関する方針」が閣議決定され，同方針

において，2013（平成25）年度以降，気候変動枠組条約の下のカンクン合意に基づき，2020年ま

での削減目標の登録と，その達成に向けた進捗の国際的な報告・検証を通じて，引き続き地球温

暖化対策に積極的に取り組んでいくこととされました。その後，同年11月に開催されたCOP19にお

いて，2020年度における温室効果ガス排出削減目標（2005（平成17）年度比で3.8％減）が表明さ

れています。 

 

２ 近年の動き  

 (1) 長期エネルギー需給見通しの策定 

2015（平成27）年７月に経済産業省が発表した「長期エネルギー需給見通し」では，2030年

度のエネルギー需要について，１年当たり1.7％の経済成長を維持しつつ，徹底した省エネによ

り約13％（5,030万kL）削減し，３億2,600万kL程度と見込んでいます。また，電源構成につい

ては，再生可能エネルギー（⇒資料編P159）を22～24％程度，原子力を20～22％程度，残りを

それ以外の火力発電から供給するとされています。 

(2) 日本の約束草案の枠組条約事務局への提出 

COP19等において，全ての国において，COP21に先立ち，2020年以降の温室効果ガス削減目標

を含む約束草案の提出が求められたことを受け，我が国では，長期エネルギー需給見通しを踏

まえ，2015（平成27）年７月，2030年度の温室効果ガス削減目標を2013（平成25）年度比で26.0％

（2005（平成17）年度比で25.4％）削減するとの内容を含む「日本の約束草案」を閣議決定し，

気候変動枠組条約の事務局に提出しました。 

 (3) 気候変動の影響への適応計画の策定 

2015（平成27）年11月には，気候変動により既に現れている影響や中長期的に避けられない

影響に対して「適応」を進めるため，「気候変動の影響への適応計画」が閣議決定されており，

同計画の基本戦略では，地域における適応の取組の促進を図ることとされています。 
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(4) 地球温暖化対策計画の策定 

COP21におけるパリ協定の採択を踏まえ，2015（平成27）年12月には，「パリ協定を踏まえた

地球温暖化対策の取組方針について」が決定され，同方針の下，2016（平成28）年５月，「地

球温暖化対策計画」が閣議決定されました。 

日本の約束草案やパリ協定を踏まえて策定された同計画では，我が国の温室効果ガス削減目

標について，中期目標として，2030年度において2013（平成25）年度比26％減の水準にするこ

ととされています。また，2020年度については，2005（平成17）年度比3.8％減以上の水準にす

ることとされています。さらに，長期的目標として，2050年までに80％の温室効果ガスの排出

削減を目指すこととされており，このような大幅な排出削減に向けて，抜本的排出削減を可能

とする革新的技術の開発・普及などイノベーションによる解決を最大限に追求するとともに，

国内投資を促し，国際競争力を高め，国民に広く知恵を求めつつ，長期的，戦略的な取組の中

で大幅な排出削減を目指し，また，世界全体での削減にも貢献していくこととされています。 

なお，同計画では，国，地方公共団体，事業者及び国民の基本的役割が定められており，と

りわけ，地方公共団体については，その地域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出

の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を推進することとされています。 

表 0.4 地球温暖化対策計画の 2030（平成 42）年度における排出量の目安と削減率 

                                 単位：百万 t-CO2 

年度 

 

項目 

2005(H17) 2013(H25) 2030 

排出量実績 排出量実績 排出量目安 
削減率 

(2013 年度比) 

エネルギー起源 CO2 1,219 1,235 927 25.0% 

 エネルギー転換部門 104 101 73 27.7% 

産業部門 457 429 401 6.5% 

家庭部門 180 201 122 39.3% 

業務その他部門 239 279 168 39.8% 

運輸部門 240 225 163 27.6% 

非エネルギー起源 CO2 85.4 75.9 70.8 6.7% 

メタン（CH4） 39.0 36.0 31.6 12.3% 

一酸化二窒素（N2O） 25.5 22.5 21.1 6.2% 

代替フロン等 4 ガス 27.7 38.6 28.9 25.1% 

吸収源 － － -37.0 － 

合計 1,397 1,408 1,043 26.0% 

※１：エネルギー起源CO₂の各部門の2030年度の排出量は目安として設定 
※２：2030年度の削減率は四捨五入の関係で本表内の数値の計算と合わない場合がある。 
※３：2030年度の吸収源の内訳は，森林吸収量27.8百万t-CO₂，農地土壌炭素吸収源対策及び都市緑化等の推進に

よる吸収量9.1百万t-CO₂ 

出典：環境省資料（気候変動の影響への適応計画） 

 



序章 計画策定の背景 

19 

 

(5) 長期低炭素ビジョンの策定 

パリ協定の締結国に提出を求められている長期的な低排出発展戦略の策定に当たり，国では，

2017（平成29）年３月に，環境政策の観点から，基礎とすべき考え方や我が国の役割を明らか

にする理念，目指すべき将来像の「絵姿」を示すことを目的として，「長期低炭素ビジョン」

が策定されました。 

(4)のとおり，国の地球温暖化対策計画では，地球温暖化対策と経済成長を両立させながら，

長期的目標として2050 年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目指すこととされています

が，同時に「このような大幅な排出削減は，従来の取組の延長では実現が困難である」とも指

摘されています。 

長期低炭素ビジョンでは，必要なイノベーションには，技術のみでなく経済・社会システム

やライフスタイルのイノベーションも含まれること，気候変動対策は，経済成長，地方創生，

少子高齢社会対策などの我が国の抱える課題の同時解決にも資するものであるべきことなどの

提言が含まれており，今後の我が国の環境政策の方向性を示したものとなっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 0.17 長期大幅削減に向けた政策の方向性 

出典：中央環境審議会地球環境部会「長期低炭素ビジョン」（平成 29年３月） 

 


