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気候変動とパリ協定に
向けた動き  

WWFジャパン 
気候変動・エネルギーグループ 
市川大悟 

2019年世界湿地の日記念シンポジウム 

© R.Isotti, A.Cambone / Homo Ambiens / WWF 



WWFは世界の 

100ヶ国以上で活動を展開 

100 

1971 

世界で5000人を 

超えるスタッフにより 

活動を展開 

5000 

日本国内に約40000人の 

サポーター 

40000 

団体の紹介 

WWF ジャパンについて 

WWFジャパンは 

1971年に設立 

世界で16番目のオフィス 



本日のながれ 

 
１：  気候変動の現状と影響 （8 min） 

 

 
 
２：  国際的な解決への動き （12 min）   



１： 気候変動の 
   現状と影響 

（8 min） 
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出所: IPCC AR5, WG1 SPM, 図SPM７(a) 

このままでは 
2100年には 

4℃程度上昇の予測 

過去130年に 
0.85℃上昇 

１．気候変動の現状と影響 



出所: IPCC AR5, WG1 SPM, 図SPM７(ｂ)、図SPM．8（ｃ） 

海洋酸性化とか？ 
必要ならば、ここで口頭
で少しだけ、甲殻類へ
の影響が懸念されること
を説明してもいい。 

ｐｈの低下 
（海洋酸性化） 

１．気候変動の現状と影響 



出所: IPCC AR5, WG1 SPM, 図SPM.３(ｂ),(ｄ) 

海面水位の上昇 

約１９ｃｍ上昇 

 ©  Yifei  ZHANG / WWF-Canon 

今世紀末には 
８０ｃｍ以上の
上昇の可能性 

１．気候変動の現状と影響 



• 21世紀末の日本は、年
平均気温では4.5度上昇
する予測 
 

• たとえば東日本太平洋側
に位置する東京は、21世
紀末には4.3度上昇（現
在の東京の平均気温は
15.4度）、21世紀末には
現在の屋久島（年平均気
温19.4度）に近い気温に 
 

• 日降水量200ミリ以上とな
る大雨の年間発生回数
は2倍以上に 

(C)Haruko Ozaki/WWF Japan 

出典：気象庁：地球温暖化予測情報第9巻 （上記はＲＣＰ8.5の際の予測） 

１．気候変動の現状と影響 （日本では？） 



（※） 報告書では、現状比での年平均あたりの増加量 

今世紀末には 
最大２４％程度の浮
遊砂の増加可能性
（※） 

出典： 環境省Ｓ－８研究報告書  

１．気候変動の現状と影響 （日本では？） 



気候変動が進んで
しまうと、、、 
今世紀末には 
最大８２％の砂浜
が消失する可能性 

出典： 環境省Ｓ－８研究報告書  

１．気候変動の現状と影響 （日本では？） 



出所： ＷＷＦジャパンＨＰより 

温暖化だけの影響
と言い切れるのは
なかなかない。温
暖化も影響の一因
とされているものを
写真で説明 

１．気候変動の現状と影響 （現在までの生物への影響） 



温暖化だけの影響
と言い切れるのは
なかなかない。温
暖化も影響の一因
とされているものを
写真で説明 

出所： ＷＷＦジャパンＨＰより 

１．気候変動の現状と影響 （現在までの生物への影響） 



出典： IPBES Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Service 

・アジア・オセアニア 
  ＝ “控えめの気候変動シナリオでも、2050年までにサンゴ礁の90%は激しく劣化すると予想される“ 
 

・アフリカ 
  ＝ “アフリカは、気候変動の影響に極めて脆弱であり、2100年までには、植物種の多くが 
      失われ、鳥類や哺乳類の半数近くが失われる” （※） 
 

・南北アメリカ 
  ＝ “入植後以降、今日までに生息種は約31％減少したが、2050年までは気候変動が強い影響を 
      与えて、この減少が40％にまで増える（9％の増加）可能性がある” （※） 

（※） アジア・オセアニアの訳は農水省ＨＰより、アフリカと南北アメリカは筆者訳。ただし、この２つについては、ＳＰＭの記述では個体数か種数の減少かが明確でない（例えば、南北アメリカについては、 
    IPBESリリース内での解説で”population“としているが、SPMでは単に”loss of species”と記載されている）。7月12日時点ではSPMのみでFull reportが出ていないため、原典確認が難しい。そのため、 
    本紹介では個体数及び種数という記述は入れていない。ここでは、そのいずれにせよインパクトが大きいことをつかんで頂くための紹介であり、正確な把握には別途確認が必要であることに注意。 

１．気候変動の現状と影響 （将来の生物への影響） 



出所：https://wwf.panda.org/our_work/climate_and_energy/ipcc152/ 



出所: UNEP, Emission Gap Report 2018 

現在の各国の削減目標
では、達成されたとしても 
３℃程度の上昇に 



２： 解決に向けた 
   国際的な動き  

（12 min） 
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地球規模の気候変動問題を解決する 
ためには、世界が“力“を合わせ、 
排出削減することが必要。 

長い国際交渉の末、 
世界が排出削減する
ための基礎（パリ協定）
が出来上がった。 

世界の気温上昇を、２℃未満に 
抑えることを目標に！ 

２．解決に向けた国際的な動き 



これまでの国際交渉のあゆみ 

図出所： ＷＷＦジャパン 

２．解決に向けた国際的な動き 



パリ協定の特徴（抜粋） 

２．解決に向けた国際的な動き 

２℃ 

全て 

責務 

５年 

気温上昇を２℃未満に抑えるため（可能な限り１．５℃未満）、 
今世紀後半までに世界の排出量を実質ゼロにする目標 

先進国・途上国を問わず、世界の国が削減に取り組むことを義
務としたもの 

目標達成を促すため、自国の削減進捗を「報告」させ、他国の
目に晒すことで、進捗度を国際的に評価する 

５年毎に自国の目標を見直す期間が設けられ、 
目標を前回以上に「強化」することが望まれる 



COP２４ について 

２．解決に向けた国際的な動き  

・２０１８年１２月４日～１４日 
 （１日延長で１５日終了） 
 
・参加国数 約２００ヵ国 
 
・注目点 
 １） ルールブックの策定 
 ２） タラノア対話 
  



COP２４ で話し合われたこと 

２．解決に向けた国際的な動き  

パリ協定は発行したが、大枠のみ
が決まっており、本格始動までに
具体的なルールを決めねばならな
い状況 

（１） ルールブックの策定 

１３０ページにわたる（※） 

ルールブック（実施指針）の成立 

UNFCCCサイトの
COP決定（左側の欄

１段目）で、文章に
“APAで議論して固

まった案について、
パリ協定のルールと
して採択するため、
CMAに送る”とある。 

 

同じくサイトのCMA

決定（右側の段全
て）で、パリ協定に紐
づく細かなルールが
概ね記載されている 

@WWF 

（※） 今後の文書とりまとめ次第ではページ数が変動することに注意  



参考） 

２．解決に向けた国際的な動き  

緩和 

（パリ協定４条） 

適応 

（パリ協定７条） 

定量情報として 
 ・参照年、基準年、   
  期間、開始年など 
排出量算定方法として 
 ・IPCCの算定ガイダンス 
  に準拠することなど 

適応への対応情報を定期
報告することに 
 ・情報は任意選択 
  （影響、自国の脆弱性、   
   計画の進捗具合など） 



２．解決に向けた国際的な動き  

パリ協定での“５年ごとの目標見直
し”に先立ち、２０１８年の１年間は、 
すでに各国が提出した目標を見
直せるよう促すため、対話を行うこ
とになっていた。 

（２） タラノア対話の実施 

COP決定で、“タラノア対話を 
意識した各国の国別目標（NDC）
の準備“が、促されることに @WWF 

CP.24決定の27項を
参照した 



（参考） 存在感を増す非国家アクター 

２．解決に向けた国際的な動き  

政府以外の主体＝“非国家ア
クター”が活躍 
 
様々な主体の取り組みや宣言
が披露される→気運の醸成に 
 
〇JCI（Japan Climate Initiative） 
 
〇WASI(We Are Still In) など 



長期低炭素 
ビジョン小委員会 

今後の注目点（１） 

２．解決に向けた国際的な動き 

環境省 経産省 

長期温暖化対策
プラットホーム 

内閣府 

パリ協定長期 
成長戦略懇談会 

G２０での対応 
（日本はG7（伊勢志摩サ
ミット）では、ホスト国として
２０２０年に先立って出すこ
とを宣言している） 

今後の注目点（２） 

2017年３月 
報告書発表 

2017年４月 
報告書発表 

G20までに 
報告書発表？ 



パリ協定に沿って排出削減を 
成功させるには、各国が意欲的に 
削減を実施していくことが重要。 
 
特に、二酸化炭素については、 
日本は世界５位の排出大国。 

これまで、経済成長にともない多くを排出し、 
いまも多くを排出している日本が対策をしなければ？ 

日本はやらないの？  
じゃあ、我々も，，， 

２．解決に向けた国際的な動き 




