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「温暖化は解決できるか－パリ協定から未来へ！」
講師： 小西

雅子 さん

世界自然保護基金ジャパン気候変動オフィサー
気象予報士（日本気象予報士会副会長）

て 勢 力 を 増 し ま す。今 年 は 海 面 水 温 が 1 〜

》》瀬戸際からの逆転をめざす
WWF ジャパン（公益財団法人世界自然保護

5℃くらい高い。このため台風の勢力が衰えな

基金ジャパン）は、世界 100 カ国で活動する

いまま日本に近づいています。温暖化すると海

団体です。WWF は当初、野生生物の保護が主

面水温があがります。いままでの経験則が通用

な目的でしたが、そのためには地球環境全体を

しない事態に備えなければなりません。

見る必要があり、いまでは国境を越えた地球規
模の課題（気候変動・エネルギー、森林、海洋、

》》温暖化の危機と向き合う

野生生物の違法取引）に取り組んでいます。国

過去 130 年の間に世界の平均気温は 0.85℃

連の会議などで話し合われる国際協定、各国の

上がりました。日本は更に高く約 1℃平均気温

国内政策にも働きかけています。

が上昇しています。昔は 25℃以上を「夏日」、
30℃以 上 を「真 夏 日」と い っ て い ま し た。

国連の国際交渉の話、パリ協定は、すごく遠
い話に思えるかもしれませんが、私たちの暮ら

2007 年に気象庁は 35℃以上の「猛暑日」を

し、子どもの世代、孫の世代に関わることです。

つくりました。いまでは猛暑日が当たり前に

美しい自然のある地球を残せるかという背戸際

なっています。このまま温暖化が進むと 40℃

のなか、将来世代のために生まれた「パリ協定」。

以上も出てきます。そうすると「酷暑」
「激暑」

そこに至るまでの道筋、国連の交渉と言っても

というのでしょうか。
いま最高気温が上がることを騒いでいます

人対人の交渉です。身近な人間ドラマと思って

が、実は最低気温が下がらない事の方が怖いの

聞いてください。

です。寝苦しい熱帯夜が増えています。夜になっ
ても寝られない、気分が悪い、脱水症状になり

》》毎年起きる異常気象、被害への備え
昔は気温 35℃以上の日は、ほとんどありま

救急車で搬送される。日本では 1 万人が熱中

せんでしたが、いまでは猛暑が当たり前。気温

症により救急搬送されています。熱中症は屋外

は年々上昇し、毎年過去最高を記録しています。

ではなく、屋内で起きています。家の中に居て

世界でも今年 8 月の平均気温は過去最高でし

油断していると熱中症で倒れます。2003 年 8

た。また観測史上初、東北に直接上陸した台風

月、ヨーロッパを襲った熱波による熱中症で 1

は北海道にも大きな被害を及ぼしました。温暖

万人が亡くなりました。いままでの経験則では

化が進めば台風の力が強くなることが予測され

通じない。これからもっと経験したことがない

ている。もちろん、今回のような台風の一つ一

ことが起きてくるのです。温暖化について知り、

つを温暖化の影響とはいえません。でも温暖化

備えることは、誰もがするべきことなのです。

の進んだ未来には、台風の力が強大化し、動き
が複雑化する。今年の状況というのは、少し先

》》温暖化懐疑論は過去のもの、原因は人間

の未来を予見させているものといっても過言で

温暖化の原因は化石燃料、地中に埋まってい

はありません。台風は水蒸気をエネルギーにし

る炭素の塊です。産業革命以降、掘って、掘っ
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てたくさん CO2（温室効果ガスの代表的なも
のとして以下同様に用います）を出してきまし
た。人間が温暖化を進めているか、という点に
ついて、長く議論されてきました。温暖化懐疑
論者はまだいますが、これはもう過去形の議論
です。世界が温暖化について議論するとき、共
通の土台となる科学の知見をつくるため国連は
IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）
をつくりました。
IPCC は研究機関ではなく、世界中の科学者
パリ協定が成立した喜びを語る小西さん

が出している論文をお互い評価しあい、世界最
高峰の最も信頼される報告書をこれまで 5 回、

こからが本番です。環境に関心のある人だけが

作成しています。第 1 次ではまだわからない

がんばるのではなく、全員参加で取り組まなけ

としていた温暖化と人間の関わりも、最新の第

ればなりません。そのためには世界の国が参加

5 次評価報告書（2014 年総合報告書）では温

する仕組みが必要で、国際交渉が行なわれるの

暖化の主な原因が人間の影響によるものである

です。各国が国益を追求する、醜い争いです。

可能性が「極めて高い」(95% 以上 ) としました。

しかし、21 回目、21 年目にして始めて、世

これを元に 195 カ国＋1 地域が温暖化交渉を

界各国が全員で温暖化対策を行なうということ

しています。

を決めました。環境 NGO も予期しなかった
「パ
リ協定」が 2015 年 12 月に成立しました。
その背景には、世界的な異常気象、危機感が高

》》気温上昇を抑えるために
IPCC は気温上昇の 4 つのシナリオを予測し

まり、いまやらなければ手遅れになるという危

ています。一番排出量が多い道を選ぶと、今世

機感があったのです。

紀末の平均気温は 4℃上昇します。これから
100 年後に 4℃、日本は 5℃上昇する世界が

》》パリ協定に乗り遅れるな！

待っています。1 万 5 千年前の氷期の平均気

パリ協定成立に貢献した国は、アメリカそし

温との違いは 4 〜 7℃です。この程度の違い

て中国です。2 期目を迎えたオバマ大統領は、

で大きな影響があるということ。この 1 万年

温暖化対策への貢献に名を残すため、温暖化交

掛けた気温上昇を 100 年で行なおうとしてい

渉に積極的でした。またパリ協定の 1 年前か

るのです。温暖化は防止できません。気温上昇

ら中国を仲間に引き入れようとしていました。

は起こります。残されている道は何℃に抑える

中国は環境対策のリーダーではありませんが、

かだけです。

国内では大気汚染に苦しみ、厳しい国内政策を

2℃未満は難しい道です。2℃未満に抑える

推し進めていました。効率の悪い石炭火力発電

ことができても、豪雨や猛暑、洪水、干ばつな

所、製鉄所に国民が求める対策はイコール温暖

どへの備えが必要になります。温暖化の影響に

化対策となっています。中国は環境対策に目を

備えながら、排出削減をしてかなければなりま

向けるだけの大国になってきているのです。一

せん。でも 4℃になってしまったら、不可逆的

方で中国は他の途上国とともに「グループ 77

な、取り返しのつかない影響が待っているので

＋中国」という交渉グループをつくり、先進国

す。

と温暖化をめぐり深刻な対立を繰り広げていま
した。

先行き暗くなっていきますか？いえいえ、こ
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1997 年に採択された京都議定書では、先進
国だけが削減目標を持っていましたが、途上国
である中国やインドは、いまや CO2 排出量の
世界第 1 位と第 4 位です。先進国は途上国も
削減義務を負うべきだといい、途上国は先進国
こそ先に削減義務を果たすべきといって譲りま
せんでした。
パリでの交渉 1 週目は相変わらず対立が続
きます。ところがこの途上国のなかでも意見が
割れてきたのです。アフリカやカリブなど島嶼
江別会場 ( 野幌公民館）での講演の様子

国の貧しい国々がグループ 77 の枠だけではな
く、個別のグループとして国連で発言をし始め

成は義務ではありませんが、次につくる目標は

ました。2 週目に入るとそこに欧州連合が加わ

必ず前回を上回るものにします。更に CO2 排

り「高い野心同盟」として温暖化対策に消極的

出量の算定ルールは共通にして、達成状況を報

な国々をターゲットに動きはじめました。その

告、公表することです。5 年という短いサイク

ターゲットとして中国などの新興途上国も対象

ルで目標を改善し続け、いずれは 2℃未満を達

となったのです。

成する道を開こうとしているのです。こうした

翌日にはアメリカが高い野心同盟に加わりま

仕組みに法的拘束力を持たせ、世界は本気であ

した。アメリカが途上国と一緒に主張するのは

ることを示しているのです。ただし厳しすぎれ

今まで考えられないことでした。その後、ブラ

ば抜ける国が出てきます。目標達成を義務化し

ジル、メキシコなど新興国、5 日目には 100

なかったのは、アメリカが大統領権限で批准で

カ国が入りました。もう先進国と途上国の対立

きるよう考えたからです。
重要なポイントは、目標達成を促すために同

ではありません。温暖化対策積極派、消極派に

じルールの下で算定報告する義務を持ったこと

分かれたのです。
こうなると交渉の不成立を自国のせいと言わ

です。これが実は中国などの新興途上国が最後

れたくありません。インドそして中国も折れて、

まで抵抗したところです。目標達成が義務では

すべての国が削減目標を定めるパリ協定が成立

ないなら、排出量を世界同じルールで測ること。

しました。中国がパリ協定成立に貢献したとい

化石燃料、牛のげっぷ、森林吸収、排出量取引、

うのは、鍵であり障壁でもあったということで、

自国の都合のいいルールを選ぶのではなく、基

国際交渉の難しさを物語っています。

本的に各国共通の精度の下で国連に報告するこ
とになりました。検証も同じです。国連から専

》》実を取る駆け引き〜目標達成は義務化せず

門家軍団が送り込まれて、各国がきちんと削減

パリ協定は産業革命からの気温上昇を 2℃未

に取り組んでいるかが検証されます。さらに各

満に抑えることを長期目標としています。その

国からの質問に回答しなければなりません。

ためには人間由来の CO2 排出量をゼロにする

先進国・大国には体面があり、削減をまじめ

必要があります。ところが日本を含め各国の

にやらざるを得ません。中国や一部の新興途上

CO2 削減目標を足し合わせても、2℃未満は

国 は先進国と途上国が同じ共通ルールで報告・

達成できません。パリ協定では、各国への削減

検証されるというこのルールに強く抵抗しまし

目標の割り当て交渉は難しいことから、目標を

た。「先進国は厳しく報告や検証をやるのが当

設定し 5 年毎に見直すとしています。目標達

たり前、自分たち途上国はまだ必要ない、でき
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ない、先進国と途上国は、分けて考えるべきだ」

これは環境政策をリードしてきた自負によるも

という態度でした。ここで排出の多い新興途上

ので、乗り遅れまいという意思の表れです。
（注：

国を抑えなければ意味がないと考えた先進国

後日、11 月 4 日に発効することが確定した。
）

は、アフリカ、島嶼国などと「高い野心同盟」

11 月 7 日 か ら マ ラ ケ シ ュ で 行 な わ れ る

を結成し、名指しで非難しないものの、同じルー

COP22 がパリ協定の第 1 回締約国会議にな

ルにすることを要求したのです。最終的には中

りそうです。そのとき批准していない国はオブ

国など新興途上国も折れ、実質的に効力をもつ

ザーバーになりルールづくりには参加できませ

ものとなりました。

ん。日本は閣議決定すらしていない状況で、い

パリ協定では、国内に温暖化の政策を入れて

ま開催している臨時国会でのパリ協定の審議日

いくことを義務としています。みんなで本当に

程も他の案件の審議が優先されています。この

守っていけば、2℃未満に抑えることができる

ままでは日本のパリ協定の批准は、11 月の発

という明るい希望が見えた、それがパリ協定で

効には間に合いそうもありません。（注：後日、

す。

10 月 11 日に閣議決定し、臨時国会にパリ協
定承認案が提出されたが、批准は間に合わず、
パリ協定第 1 回締約国会合にはオブザーバー

》》世界から取り残される日本
大きな抵抗や駆け引き、苦労の末に成立した

参加となった。
）

パリ協定は、成立から 5 年後の 2020 年に発効・
実施をめざしていました。ところが早くも 11

》》パリ協定で潮目が変わる世界経済

月上旬には発効しようとしています。アメリカ・

これまで話をしてきたとおり、パリ協定は日
本の動向に関わらず発効します。

中国が 9 月に批准を決めました。両国で世界
の CO2 排出量の約 4 割を占めています。イン

世界の総人口の半分は都市に住んでおり、自

ドも 10 月 2 日に批准することを決めました。

治体の取組は重要です。そしてその動きも活発

欧州連合も続くと批准国の排出量が協定発効に

です。日本でもアメリカでも、自治体の温暖化

必要な世界の総排出量の 55％を超え、発効が

政策が国のそれを上回ることがよくあります。

確実となります。

東京都、長野県、カリフォルニア、ニューヨーク、

これだけの交渉を経て進めたパリ協定の勢い

ロンドンなど事例はたくさんあります。徳島県

をそのままに進めていくという世界の意思で

では 9 月末に脱炭素を宣言しました。

す。欧州連合は 28 カ国すべての国内手続きを

世界の本気は「経済」も動かし始めています。

待つことなく、異例の一括批准を決めています。

投資運用会社も気候変動を無視できないと言い
始め、省エネルギー、低炭素、再生可能エネル

＜パリ協定発効までの流れ＞

ギーの技術を持っている企業は、パリ協定の動

2015 年 12 月
196 の国と地域がパリ協定を採択

向をビジネスチャンスに生かそうとしていま

2016 年 4 月
175 の国と地域がパリ協定に署名

イケア、H&M、BMW 等）が自然エネルギー

す。世界的な企業（マイクロソフト、グーグル、
100％をめざし投資をしています。インド（太
陽光発電に 1 兆ドルの投資）も中国（風力発

各国が批准の国内手続き

電年間導入量世界 1 位）も自然エネルギーに
力を入れ、投資しています。新しい未来をみて

55 カ国以上が批准し、排出量の合計が
世界の 55％に達すれば発効
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にはお金がかかる。このことを知るべきです。

思う。こうした行動の一つ一つが、2℃未満の
道につながります。やれることはいっぱいあり
ます。自然エネルギーを育てることもできます。

》》2℃未満への道を歩む
それでは私たちには何ができるのでしょう

市民風車、ソーラーファンドなど。市民風車に

か。ひとつはリスクへの備えです。これは自治

投資すると、地域の特産物や配当が戻る。経済

体の動きが重要になります。長野県は農業王国

の仕組みにのせることで広がってくるのです。

として、温暖化への適応策を進めています。農

環境意識の高い人が身を削ってがんばるので

業、洪水など災害対策が必要です。

はなく、みんなで取組んでいくことが必要です。

使うエネルギーを減らしていかなければなり

そのためにはまだ政策が必要。炭素を出すには、

ません。無駄な照明を消す、マイ箸、マイカッ

お金が掛かるという仕組みが必要。この問題に

プ等の、小さなことをコツコツすることも大事

関心があることを示さなければいけません。将

です。環境省は国民運動が重要といいます。そ

来世代に地球を残していく。リスクの少ないエ

れも大事ですが、それだけでは間に合わない。

ネルギーを一緒に育てていく。みなさんは何を

生活そのものをなるべく省エネする、投資をし

されるでしょうか？

ていく。例えば照明を LED にすると消費電力

いずれ CO2 排出量はゼロにしなければなり

10 分の 1、投資回収は 1 年以内、簡単にでき

ません。日本は 2050 年までに 80％削減とい

る省エネです。建物の省エネ、
「うちは賃貸だ

う目標があります。炭素を出すことにお金がか

から関係ない」という人、今は「エネルギーパス」

かるようになれば大きく変わるでしょう。炭素

があります。1 年間に消費するエネルギー量を

税や排出量取引がそれです。身を削って我慢し

示すエネルギーパスを不動産屋さんで確認する

てやることではありません。低炭素ビジネスを

だけ。知らない不動産屋さんは、なんだろうと

行なう、経済の仕組みを変えていくことが必要

します。第 5 次報告の第 1 作業部会の場合、日

◆ IPCC とは

本からは 10 人の執筆陣が参加しました。特定

国連気候変動に関する政府間パネル
（Intergovernmental Panel on Climate Change）

のテーマに関する特別報告書（special report）

の略。人為起源による気候変化、影響、適応及

や気候変動に関する方法論に関する指針なども

び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済

作成、公表します。

学的な見地から包括的な評価を行うことを目的
として、1988 年に国連環境計画（UNEP）と世

◆ エネルギーパスとは

界気象機関（WMO）により設立された組織です。

ヨーロッパ（欧州連合加盟国）で義務化され

世界の科学者が発表する論文や観測・予測

ている「家の燃費」を表示する証明書です。床

データから、政府の推薦などで選ばれた専門家

面積 1m2 あたり何ｋＷh 必要なのか、数値で

がまとめます。科学的な分析のほか、社会経済

示されるため、家の燃費をすぐ確認できます。

への影響、気候変動を抑える対策なども盛り込

日本では義務化されていません。日本エネル

まれます。国際的な対策に科学的根拠を与える

ギーパス協会やパッシブハウス・ジャパンがド

重みのある文書となるため、報告書は国際交渉

イツの協力を得るなどして、建物燃費を計算、

に強い影響力を持ちます。

証明しています。大手ハウスメーカーなどでも

各国政府を通じて推薦された科学者が参加

独自に計算を行ない、公表してい

し、5 〜 6 年ごとにその間の気候変動に関する

るところもあります。

科学研究から得られた最新の知見を評価し、評
価報告書（assessment report）にまとめて公表
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です。
パリ協定、生かすも殺すも私たち次第。みん
なで育てて、低炭素の仕組みづくりを応援して
いきましょう。
《質疑》
Q：

日本の動き、世界の潮流から逆行してい

るのではないか。日本政府の動きを知りたい。
A：

民主党政権が 2009 年に公約した 2020

年に 1990 年比 25％削減という目標は、その
札幌・江別会場とも時間いっぱい質疑応答 ( 写真は札幌）

後、東日本大震災が発生し、2013 年に自民党
政権が撤回した。そして代わりに出した目標は

A：

世界を失望させた。2005 年比 3.8％削減とし

しない。石炭は国際問題になっているが、原発

た。1990 年比にすると 3.1％増、1990 年比

は違う。ただし電気をつくるのに最も安いもの

6％削減の京都議定書も帳消しになる。欧州連

からと考えると原発は真っ先に消える。安全対

合、AOSIS（小島嶼国連合）は、日本を名指

策費用、事故が発生すれば補償は天文学的にな

しして批判した。震災の影響は大きいとしても、

る。経済原則から原発は淘汰される。

この数字はありえないものだった。

パリ協定は、各国の対策、内政には干渉

日本は FIT 制度を入れて、再生可能エネル

2015 年のパリ協定の会議では、日本の存在

ギーが増えた。再生可能エネルギーが主流にな

感はまったくなかった。高い野心同盟にもパリ

れば、石炭火力や原発を使う必要はない。再生

協定が採択される最終日に入った。日本抜きで

可能エネルギーはあてにならないと言われてき

国際交渉は動くし、スルーされている。

たが、それは昔のこと。今年 5 月 4 日、九州

民主党政権当時は各党が温暖化対策の基本法

電力は再生可能エネルギー比率 78％を達成し

をつくろうとしてきた。しかし自民党政権にな

た。一日を通しても再エネの割合は 38％だっ

りこの動きも立ち消えになった。パリ協定の批

た。再生可能エネルギーは天気任せでベース電

准の動きも遅い。

源にはならないというが需要も変動する。気象

ただ、政治家は風を読む。きっかけをつくる

予測を使えば再生可能エネルギーはもっと入

のは市民の行動。それが大切だ。

る。WWF の試算では 50％まで既存のインフ
ラで入る。地域間連系線もあるものを使わない

Q：

日本の批准がパリ協定の発効に間に合わ

だけ、なぜ使わないのか。既得権をなくし運用

ないとどうなるのか

を変えるべき。そうすれば原発も石炭火力もい

A：

らない。

ルールづくりはオブザーバー参加となる

が、おそらくパリ協定第 1 回締約国会議が開
催されると、ルールづくりが始まるまで一時中

Q：

断となる。この間にルールづくりに参加できる

かったのではないか

よう求めていく。それしかない。

A；

パリ会議の議長国フランスの役割も大き
フランスの議長国としての役割はすごく

大きかった。ホスト国がどれだけまとめる熱意
Q：

京都議定書では CO2 削減に原発を使っ

があるか。
「パリ」という名が未来に残るとい

ていたが、パリ協定ではどうなるのか。原発を

うこともある。30 以上の論点すべてに利害が

どう評価するのか

絡む。壊し屋、つぶし屋の国の交渉官をまとめ
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も間に合わない。排出量取引を知って、経済の
仕組みで環境を変えられることを知った。
気象予報士が異常気象の仕組み、気候変動を
良く知っているかというとそうではない。ただ、
今の地球は、ここで止めなければ転がり落ちて
いくような瀬戸際にいる。みなさんのこどもた
ちは今までと違う世界に住むことになる。いま
の自分だけではなく、未来世代のことを思い、
温暖化のことを学び、伝えていくこと。そうす
れば未来には晴天が広がっている。
司会進行役の岡崎朱実理事（札幌・江別会場とも）

役に任命し、上手におだててまとめさせた。功

〔小西雅子さんプロフィール〕

労はアメリカ、中国、高い野心同盟だけではな

WWF ジャパン自然保護室室次長兼気候変動・エネ

い。フランスの手腕もすごかった。

ルギープロジェクトリーダー。一般社団法人日本気
象予報士会副会長、ハーバード大学院・公共政策学

Q：

パリ協定にある「1.5℃」の意味は？

修士。

A：

太平洋などの島嶼国からすると 2℃では

中部日本放送アナウンサーを経て、１９９７年気象

沈んでしまうことから 1.5℃を求めた。結論と

予報士取得、民間気象会社で天気予報及び世界の異

して、2℃は「目標」、1.5℃は「めざす努力を

常気象に関する環境番組を プロデュース。２００２

する」数値となった。実は 1.5℃も 2℃もやる

年国際気象フェスティバル「ベスト気象キャスター

ことは変わらないと言われている。2018 年に

賞」受賞。２００５年９月から現職。国連気候変動

1.5℃に関するリポートが出る予定。

枠組条約会合参加など国際交渉と、国内のエネル
ギー＆気候変動政策提言に従事。

Q：

途上国は原発の計画を持っている。これ

主な著書に「地球温暖化は解決できるのか 〜パリ協

はどのように進むのか

定から未来へ！〜」
（岩波ジュニア新書２０１６）
「地

A：

球温暖化の目撃者」編著（毎日新聞社２０１１）など。

温暖化対策はコスト優先に行なわれる。

風力は石炭火力より安い。日本も 10 年くらい
で世界並みに追いつくだろう。原発は安全対策

シリーズ 2℃未満の道 Vol.2
に費やすコストが高く、ひとたび事故が起きた
地球温暖化は解決できるか−パリ協定から未来へ！
ら損害額は膨大だ。民間ではできない。中国、 ［札幌会場］2016.10.１Sat. 13 時開始
会場：TKP 札幌駅 カンファレンスセンター
インドなど国策で入れるところは違うが、両国
[ 江別会場 ]2016.10.1Sat. 18 時半開始
とも自然エネルギーも相当導入する。経済的に
会場：江別市野幌公民館研修室
原発は成り立たない。
主催：えべつ地球温暖化対策地域協議会、NPO 法
人北海道グリーンファンド
後援：北海道、公益財団法人北海道環境財団、環境
Q： 気象予報士という資格をとおして、いま
省北海道環境パートナーシップオフィス
の異常気象、気候のことをどう考えているか
協力：札幌市、札幌市環境プラザ（指定管理者：公
A： 気象キャスターという仕事を通して、異
益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会）、さっぽ
常気象が増えてきたと思い、そこで温暖化を
ろ地球温暖化対策地域協議会、パンダクラブ北海道
知った。私は環境意識の高い人だけが、取り組
助成：平成 28 年度 独立行政法人環境再生保全機
構地球環境基金助成事業
んでもダメだと思っている。それだけではとて
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