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はじめに 

 

 

本報告書は平成 30 年度に経済産業省の委託事業として実施した「地球温暖化問題を巡る国際動

向調査（温暖化抑制に係る取組指針の科学的根拠について）」の調査結果をまとめたものである。 

 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、温暖化に関する科学的知見を収集・評価し、温

暖化予測（第一作業部会）、温暖化影響と適応（第二作業部会）、温暖化緩和（第三作業部会）か

らなる報告書、さらに温室効果ガスの排出量及び吸収量の算出・報告手法に関わるガイドライン

を作成する。これまでに 5 回にわたる評価報告書、多数の特別報告書等の作成がなされ、気候変

動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）における温暖化抑制の目標数値に係る取り組み指針の

科学的根拠となるなど、気候変動の国際交渉の方向性に多大な影響を与えてきた。 

 

平成 30 年度は、IPCC では特別報告書及び第 6 次評価報告書（AR6）の作成に向けたプロセ

スが並行して本格化した。特に、「1.5℃気温上昇に関する特別報告書（SR1.5）」については、7

月の最終ドラフト政府レビューを経て、10 月に開催された IPCC 第 48 回総会で承認・採択の後、

公表された。また、AR6 については、昨年 2 月に決定した執筆者により各章の執筆準備が進めら

れ、平成 31 年 4 月には第 3 作業部会報告の第 1 回執筆者会合が開催された。 

経済産業省は、特に温暖化交渉と関連が強い温暖化緩和（第三作業部会）を担当し、政府意見

の取りまとめや IPCC ビューローへの発信、および我が国の執筆者間の情報交換や連携を促進す

る役割を持つ。こうした観点から、今年度の本調査事業では、IPCC 総会への参加、関連会合へ

の専門家派遣や IPCC 国内連絡会、我が国の執筆者と IPCC ビューロー、或いは産業界有識者と

の意見交換会等の開催を通じた情報収集と連携の促進、及び、SR1.5 最終ドラフト政府レビュー

から承認までのプロセスにおける政府コメントとりまとめの支援、シンポジウム等の開催を通じ

た IPCC 関連情報の発信等を行った。 

本報告書で取りまとめた内容が今後の地球温暖化対策の一助となれば幸いである。 

 

なお、IPCC の守秘義務に関わる事項、さらに IPCC 交渉に関連する国内における活動等につ

いては非公開になっているため、本報告書には記載していない。 
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第 1 章 IPCC 関連会合への出席と専門家派遣を通した情報収集、分析 

 

今年度に実施した IPCC 第 48 回総会への出席、および、4 件の IPCC 関連会合（IPCC 1.5℃特

別報告書（SR1.5） 執筆者会合、SR1.5 SPM Write Shop、SR1.5 SPM 準備会合／IPCC-48 総会

／SR1.5 SPM 記者発表、第 6 次評価報告書 第 3 作業部会（AR6 WG3）報告 第 1 回執筆者会合

への専門家派遣を通した情報収集、分析について記す。 

 

1.1 IPCC 総会への出席 

今年度に開催された IPCC 総会は以下の 1 件である。 

・2018 年 10 月 1 〜6 日 IPCC 第 48 回総会 仁川（韓国） 

 

この会合に出席し、調査・出席・文書の作成・報告、政府出席者に対する助言を行った。 

総会への対処方針の検討にあたっては、地球環境対策室（殿）の指示に従い、関連するテーマ

について適切な資料や情報を収集・分析・整理し、地球環境対策室（殿）へ報告・助言を行った。

また、IPCC から事前に公開される総会に用いられる資料を元に、総会のアジエンダに関連する

有識者に対するヒアリング等を行い、その内容を地球環境対策室（殿）に報告・助言した。 

総会には、専門的知見を有する人材 6 名を派遣し、地球環境対策室（殿）の代表者を補助する

ために、毎日会議の開始から終了まで出席した。また、地球環境対策室（殿）の指示に従い、コ

ンタクトグループ会議などプレナリーと並行して行われる会合にも参加して、その会合の内容を

地球環境対策室（殿）の代表者に報告・助言した。 

地球環境対策室（殿）の指示に従い、会合期間中に毎日 A4 サイズ、ワードにて 1～3 枚の日々の

交渉動向の概要を、現地時間翌日正午までに提出した。また、総会の終了後に、報告資料を会議

終了後 5 日以内に、A4 サイズ、ワードにて 10 枚程度のボリュームで作成した。以下に IPCC 第

48 回総会について記す。 

 

1.1.1 IPCC 第 48 回総会 仁川（韓国） 

①事前準備と対処方針 

IPCC 第 48 回総会の主要な議題は「1.5℃気温上昇に関する特別報告書（SR1.5）」の承認・採

択であった。SR1.5 の SPM 最終ドラフトに対するコメントについて関係省庁間で協議が行われ、

日本政府の対処方針が確定した。この一連の省庁間協議にあたり、地球環境対策室（殿）の指示

に従い、関連した調査、検討を行った。 

 

②総会の議事内容 

IPCC 第 48 回総会には、過去の総会に出席経験のある専門的知見を持つ 3 名、および、議事メ

モ作成担当 3 名が出張して、毎日会議の開始から終了まで出席し、地球環境対策室（殿）の代表

者を補助し、総会終了後には速やかに総会の概要資料を作成した。 

議題 5（SR1.5 の承認・採択）に関しては、総会の前夜に各国政府コメントを反映した総会で
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の審議用の SPM ドラフトが各国政府に配布され、さらにこのドラフトについて検討して総会に

臨んだ。また、総会での審議中においても、地球環境対策室（殿）の指示に従い、SPM ドラフト

の内容に関して調査、検討を行った。 

本総会の結果の概要、議事内容を以下に示す。 

 

＜IPCC 第 48 回総会の概要＞ 

 IPCC 第 48 回総会は 10 月 1 日から 6 日にかけて、各国政府の代表、世界気象機関（WMO）、

国連環境計画（UNEP）、気候変動枠組条約（UNFCCC）等の国際機関等の関係者が出席して開

催され、我が国からは、文部科学省、農林水産省、経済産業省、気象庁、環境省などから計 21 名

が出席した。今次総会では、1.5℃特別報告書に関する議論等が行われ、政策決定者向け要約（SPM）

が承認されるとともに、報告書本編が受諾された。 

2015 年に開催された第 21 回国連気候変動枠組条約（UNFCCC）締約国会議（COP21）にお

いて、UNFCCC は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）に対し工業化以前の水準から 1.5°

C の気温上昇にかかる影響や関連する地球全体での温室効果ガス(GHG)排出経路に関する特別

報告書を 2018 年に提供することを招請した。本報告書は、これをうけ IPCC が、2016 年 4 月

に開催された第 43 回総会において作成を決定したもの（同年 10 月の第 44 回総会でそのアウト

ライン及びスケジュールを決定）。タイトルにあるように、気候変動の脅威への世界的な対応の強

化と、持続可能な発展及び貧困撲滅の文脈のなかで、1.5°C の気温上昇にかかる影響、リスク及

びそれに対する適応、関連する排出経路、温室効果ガスの削減（緩和）等に関する特別報告書と

なっている。 

1.5℃特別報告書の SPM の構成、報告書本編のアウトライン、及び作成スケジュールを以下に

示す。また、SPM 各セクションの概要は別紙を参照のこと。 

また、第 49 回総会は 2019 年 5 月 8 日から 12 日に、京都（日本）において開催されること

が発表された。（2006 年 IPCC 国別温室効果ガスインベントリガイドラインの 2019 年改良

（Refinement）報告書が議論され、承認・採択される予定。） 

 

【SPM】 

はじめに 

セクション A： 1.5℃の地球温暖化の理解 

セクション B：予測される気候変動、潜在的な影響及び関連するリスク 

セクション C： 1.5℃の地球温暖化に整合する排出経路とシステムの移行 

セクション D： 持続可能な開発及び貧困撲滅への努力の文脈における世界的な対応の強化 

ボックス SPM1:  SR1.5 において重要な定義 

 

【報告書本編】 

第１章：枠組みと文脈 

第２章：持続可能な開発の文脈において 1.5℃と整合する緩和経路 
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第３章：自然及び人間システムにおける 1.5℃地球温暖化の影響 

第４章：気候変動の脅威に対する世界的な対応の強化と実施 

第５章：持続可能な開発、貧困の撲滅及び不平等の削減 

 

【作成スケジュール】 

2016 年 10 月～11 月  執筆者の推薦募集 

2017 年 1 月末  執筆者の選出 

2017 年 3 月   第 1 回代表執筆者会合 

2017 年 6 月   第 2 回代表執筆者会合 

2017 年 8 月～9 月   第 1 次ドラフト専門家レビュー 

2017 年 10 月  第 3 回代表執筆者会合 

2018 年 1 月〜2 月   第 2 次ドラフト専門家・政府レビュー 

2018 年 4 月   第 4 回代表執筆者会合 

2018 年 6 月〜7 月   政策決定者向け要約（SPM）の最終政府レビュー 

2018 年 10 月   IPCC による承認・受諾 
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1.2  IPCC 関連会合への専門家派遣 

今年度は下記の IPCC 関連会合への専門家派遣が実施された。 

 

1) 2018 年 4 月 9～13 日 

1.5℃特別報告書（SR1.5） 第 4 回執筆者会合：ハボローネ（ボツワナ） 

派遣専門家：甲斐沼美紀子氏（公益財団法人 地球環境戦略研究機関） 

      小林茂樹氏（中部交通研究所） 

      杉山大志氏 （一般財団法人 キヤノングローバル戦略研究所） 

 

2) 2018 年 5 月 24〜25 日 

  1.5℃特別報告書（SR1.5）SPM Work Shop：パリ（フランス） 

派遣専門家：甲斐沼美紀子氏（公益財団法人 地球環境戦略研究機関） 

 

3) 2018 年 9 月 28 日〜10 月 8 日 

  1.5℃特別報告書（SR1.5）SPM 準備会合／IPCC-48 総会／SR1.5 SPM 記者発表： 

仁川（韓国） 

派遣専門家：甲斐沼美紀子氏（公益財団法人 地球環境戦略研究機関） 

 

4) 2019 年 4 月 1〜5 日 

  第 6 次評価報告書 第 3 作業部会（AR5 WG3）報告 第 1 回執筆者会合： 

エジンバラ（英国） 

派遣専門家：有馬純氏 （第 1 章 LA。東京大学公共政策大学院 教授） 

      増井利彦氏（第 4 章 LA。国立環境研究所 社会環境システム研究センター 

 統合環境経済研究室 室長） 

       和田謙一氏（第 6 章 LA。RITE システム研究グループ 主任研究員） 

    村上迅氏 （第 8 章 LA。香港城市大学 建築・土木工学部 助教授） 

    梶野勉氏 （第 10 章 LA。豊田中央研究所 先端研究センター 

社会システム研究室 室長） 

    Nugroho Sudarmanto Bud 氏（第 10 章 LA。IGES リサーチマネージャー） 

      田中加奈子氏（第 11 章 LA。JST 低炭素社会戦略センター 主任研究員） 

    杉山昌弘氏（第 12 章 LA。東京大学 政策ビジョン研究センター 准教授） 

      杉山大志氏（第 16 章 CLA。キヤノングローバル戦略研究所 上席研究員） 

      秋元圭吾氏（第 17 章 LA。RITE システム研究グループ グループリーダー） 

    Zusman Eric 氏（第 17 章 LA。IGES リサーチリーダー） 

    桐山恵理子氏（第 16 章 CS。JST 低炭素社会戦略センター 研究員） 
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 関連会合へ派遣されるそれぞれの専門家と調整して、航空機、ホテルの予約、手配、支払等の

業務を行った。また、派遣される専門家が上記会合に出席するに当たり、関連する別途会合への

参加を計画された場合については、地球環境対策室（殿）の指示に従い、柔軟な対応を取った。

会議終了後は、速やかに、派遣された専門家に会議資料及び会議概要をまとめた報告書の提出を

求め、地球環境対策室（殿）へ提出した。なお、報告書の内容は、IPCC の規則により部外秘と

する。 

 それぞれの専門家派遣会合の内容を以下に記す。 

 

1.2.1 1.5℃特別報告書（SR1.5） 第 4 回 執筆者会合（LAM4）: 2018 年 4 月 9～13 日。ハ

ボローネ（ボツワナ） 

 SR1.5 の執筆者である甲斐沼美紀子氏（公益財団法人 地球環境戦略研究機関、SR1.5 第 1 章

LA）、小林茂樹氏（中部交通研究所、SR1.5 第 2 章 LA）、杉山大志氏（一般財団法人 キヤノング

ローバル戦略研究所、SR1.5 第 4 章 LA）が、SR1.5 第 4 回執筆者会合へ招聘されたため、地球

環境対策室（殿）の指示のもと、専門家派遣の所要手続きを取り、本会合へ参加頂き、情報収集・

分析を行った。 

 

1.2.2 1.5℃特別報告書（SR1.5）SPM Work Shop：2018 年 5 月 24〜25 日。 

パリ（フランス） 

SR1.5 執筆の事務局を担当している WGⅠTSU から甲斐沼美紀子氏に対して、SR1.5 SPM 

Writing Team の Drafting Contributing Author に選定されたとの通知があり、SPM 執筆者会合

（SR1.5 SPM Work Shop）への招聘があった。これについて、地球環境対策室（殿）の指示のも

と、専門家派遣の所要手続きを取り、本会合へ参加頂き、情報収集・分析を行った。 

 

1.2.3 1.5℃特別報告書（SR1.5）SPM 準備会合／IPCC-48 総会／SR1.5 SPM 記者発表：2018

年 9 月 28 日〜10 月 8 日。仁川（韓国） 

SR1.5 SPM Writing Team の Drafting Contributing Author である甲斐沼美紀子氏が、SR1.5

の承認総会の前の SPM 準備会合、承認会合（IPCC-48 総会）、および、総会の後の SR1.5 SPM

記者発表へ招聘され、地球環境対策室（殿）の指示のもと、専門家派遣の所要手続きを取り、本

会合へ参加頂き、情報収集・分析を行った。 

 

1.2.4 第 6 次評価報告書 第 3 作業部会（AR6 WG3）報告 第 1 回執筆者会合（LAM1）：2019

年 4 月 1 日〜5日。エジンバラ（英国） 

第 6 次評価報告書 第 3 作業部会（AR6 WG3）報告の第 1 回執筆者会合（LAM1）が英国エジ

ンバラで開催され、地球環境対策室（殿）の指示のもと、WG3 の執筆者、および Chapter Scientist

（CS）の方々の所要手続きを取り、本会合へ参加頂き、情報収集・分析を行った。 

第 1 回執筆者会合（LAM1）には、以下の 12 名の執筆者、CS の方々を派遣した。 

 



12 
 

有馬純氏 （第 1 章 LA。東京大学公共政策大学院 教授） 

増井利彦氏（第 4 章 LA。国立環境研究所 社会環境システム研究センター 

 統合環境経済研究室 室長） 

和田謙一氏（第 6 章 LA。RITE システム研究グループ 主任研究員） 

村上迅氏 （第 8 章 LA。Singapore University of Technology and Design,  

Assistant Professor） 

梶野勉氏 （第 10 章 LA。豊田中央研究所 研究推進部 部長） 

Nugroho Sudarmanto Budi 氏（第 10 章 LA。IGES リサーチマネージャー） 

田中加奈子氏（第 11 章 LA。JST 低炭素社会戦略センター 主任研究員） 

杉山昌広氏（第 12 章 LA。東京大学 政策ビジョン研究センター 准教授） 

杉山大志氏（第 16 章 CLA。キヤノングローバル戦略研究所 上席研究員） 

秋元圭吾氏（第 17 章 LA。RITE システム研究グループ グループリーダー） 

Zusman Eric 氏（第 17 章 LA。IGES リサーチリーダー） 

桐山恵理子氏（第 16 章 CS。JST 低炭素社会戦略センター 研究員） 
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第 2 章 「1.5℃気温上昇に関する特別報告書（SR1.5）」等のレビュー支援 

 

今年度に実施された「1.5℃気温上昇に関する特別報告書（SR1.5）」の最終ドラフト政府レビュ

ー、「土地に関する特別報告書（SRCCL）」及び「海洋・雪氷圏に関する特別報告書（SROCC）」

の 2 次ドラフト専門家・政府レビューについて、地球環境対策室（殿）の指示に従い、それぞれ

のドラフト、或いはレビューコメントに対する専門的知見からの助言、最終ドラフトの翻訳、有

識者へのヒアリング等を行い、日本政府コメントの作成を支援した。以下にそれぞれのレビュー

について記す。 

 

2.1 「1.5℃気温上昇に関する特別報告書（SR1.5）」の最終ドラフト政府レビュー 

SR1.5 の最終ドラフト政府レビューが 6 月 4 日から 7 月 29 日の期間に実施された。 

SPM 最終ドラフトの翻訳を行い、有識者へのヒアリング等を実施することにより、日本政府の

コメントの作成を支援した。 

 

2.2 「土地に関する特別報告書（SRCCL）」の 2 次ドラフト専門家・政府レビュー 

SRCCL の 2 次ドラフトの専門家・政府レビューが 11 月 19 日から 1 月 14 日の期間に実施され

た。この 2 次ドラフトの専門家レビューについては、WG3 事務局から WG3 幹事会の委員メンバ

ーへ連絡して、専門家レビューを行い各自のコメントを情報共有頂けるようお願いした。 

また、RITE システム研究グループの専門家のレビューコメントを取り纏めると共に、12 月 14

日に有識者ヒアリングを行った。 

 

2.3 「海洋・雪氷圏に関する特別報告書（SROCC）」の 2 次ドラフト専門家・政府レビュー 

SROCC の 2 次ドラフトの専門家・政府レビューが 11 月 16 日から 1 月 11 日の期間に実施され

た。この 2 次ドラフトの専門家レビューについては、WG3 事務局から WG3 幹事会の委員メンバ

ーへ連絡して、専門家レビューを行い各自のコメントを情報共有頂けるようお願いした。 
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第 3 章 IPCC 国内連絡会の開催補助 

 

本章では IPCC 関連の国内の委員会である IPCC 国内連絡会の開催補助について記述する。 

IPCC 国内連絡会の開催にあたって、IPCC 第 3 作業部会の執筆者及び有識者、関係省庁担当者

や他 WG 支援事務局と日程・議題の調整を行い、国内連絡会の開催補助を行った。出席した IPCC

第 3 作業部会の委員、有識者には交通費・謝金を支払った。 

 

3.1 第 1 回国内連絡会 

第 1 回国内連絡会が 9 月 20 日に開催された。開催にあたり、RITE が WG3 事務局を担当し、

日程調整のとりまとめ、配布資料の準備、議事概要の作成等の補助を行った。 

以下に議事概要を示す。 

 

日時 ：平成30年9月20日 15:00～17:00 

場所 ：気象庁講堂 

出席者：IPCC 国内連絡会（WG1、WG2、WG3）委員、関係省庁担当者、事務局 

 

＜議事次第＞ 

開会       

議事 

1. AR6 の策定に向けた体制        

2. 第 6 次評価サイクルについて        

3. AR6 関連会合報告(質疑応答を含む) 

(1) 第 1 作業部会報告書第 1 回執筆者会合 (LAM1)  

(2) 1.5℃特別報告書     

(3) 海洋・雪氷圏特別報告書    

(4) 土地関係特別報告書     

(5) 専門家会合等 （シナリオ検討 WS 、都市 、地域評価 、SLCF ）     

(6) TFI 関連活動      

4. 自由討論 

「1.5℃特別報告書他、第 6 次評価サイクル成果物について」    

5. その他        

・次回開催予定      

閉会 
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第 4 章 アウトリーチ活動 

 

IPCC 第 6 次評価報告書（AR6）及び 1.5℃特別報告書（SR1.5）について、一般の理解を深め

るために、最新の知見及び今後の方向性等に関して報告し議論を行うシンポジウムを地球環境対

策室（殿）と適宜調整の上、開催した。 

 

4.1 IPCC シンポジウム 

4.1.1 開催状況 

3月 6日（水）に虎ノ門ヒルズフォーラムにおいて、「気候変動の緩和策について考えよう－IPCC 

1.5℃特別報告書と第 6 次評価報告書－」と題するシンポジウムを開催した。本シンポジウムでは、

IPCC 第三作業部会（温室効果ガスの排出削減等、気候変動の緩和に係る作業部会）の共同議長

である Jim Skea 博士を招き、「IPCC 1.5℃特別報告書と第 6 次評価報告書第三作業部会報告書の

計画」と題して、IPCC 報告書作成のプロセス、1.5℃特別報告書の概要、また、第 6 次評価報告

書に盛り込まれる重要な論点や取り組み課題等に関して基調講演を頂いた。これを受けて、RITE

システム研究グループ秋元グループリーダーから「1.5℃排出経路および緩和費用と低エネルギー

需要社会実現のインパクト」と題し、1.5℃特別報告書で提示された低エネルギー需要シナリオや

第 6 次評価報告書に向けた課題について、また JST 低炭素社会戦略センターの田中加奈子主任研

究員から「IPCC 報告書における産業部門への期待」と題し、気候変動問題に対する産業界の取

組みや将来への期待について講演を頂いた。更に、後半のパネルディスカッションでは、モデレ

ータを RITE の山口光恒参与にお願いして、パネリストには講演者に加えて日本経団連の手塚宏

之氏、国立環境研究所の山形与志樹主席研究員にも登壇頂き、IPCC への期待と課題や温暖化対

策への取組みについて、参加者の方々からの質問も織り交ぜながら広範な視点から議論を行った。 

企業、法人研究機関、省庁・自治体、業界団体、大学等から 269 名の方に参加いただいた。参

加者からのアンケート結果も「大変参考になった」「参考になった」という回答が 98%を占め、

大変有意義なシンポジウムであった。 

参加者の内訳（合計 269 名） 

省庁・ 

自治体 

法人 

（国研、

財団等） 

企業 
業界 

団体 
大学 報道 

非営利団

体 
その他 

10 名 28 名 178 名 11 名 5 名 8 名 7 名 22 名 

 

4.1.2 シンポジウムの概要 

日 時：2019 年 3 月 6 日（水） 13:00－17:00 

場 所：虎ノ門ヒルズフォーラム ホール B 

（東京都港区虎ノ門 1-23-3  虎ノ門ヒルズ森タワー4 階） 

主 催：経済産業省 



16 
 

共 催：公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE） 

参加者数： 269 名 

 

受付開始 12:30~ 

開会 13:00 

主催者挨拶 

共催者挨拶 

13:00~13:10 信谷和重（経済産業省 大臣官房審議官（環境問題担当）） 

茅 陽一（RITE 理事長） 

基調講演 13:10~13:50 

(40 分) 

「IPCC 1.5℃特別報告書と第 6 次評価報告書第三作業部会報告書の計

画」 

Jim Skea（IPCC 第三作業部会 共同議長） 

講演 13:50~14:20 

(30 分) 

「1.5℃排出経路および緩和費用と低エネルギー需要社会実現のインパ

クト」 

秋元圭吾（RITE システム研究グループリーダー・主席研究員） 

14:20~14:50 

(30 分) 

「IPCC 報告書における産業部門への期待」 

田中加奈子（科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 主任研究員） 

休憩 14:50~15:05 

パネル 

ディスカッ

ション 

15:05~16:55 テーマ：「IPCC への期待と課題、及び温暖化対策への取り組みについて」 

モデレータ： 

山口光恒 (公財)地球環境産業技術研究機構 参与 

話題提供「1.5℃特別報告書の評価と AR6 への期待」 

パネリスト： 

Jim Skea (IPCC 第三作業部会共同議長) 

秋元圭吾（RITE システム研究グループリーダー・主席研究員） 

田中加奈子（科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 主任研究員） 

手塚宏之（日本経済団体連合会 環境安全委員会  

国際環境戦略ワーキング･グループ座長） 

「Keidanren’s Commitment to a Low Carbon Society ~Ex. Long‐

term Vision for Steel Industry~」 

山形与志樹（国立環境研究所 地球環境研究センター 

気候変動リスク評価研究室 主席研究員） 

「New Technologies for Decarbonizing Future Earth: from Global 

to Local」   

閉会挨拶 16:55 本庄 孝志 (RITE 専務理事) 

閉会 17:00 
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4.1.3 講演発表・パネルディスカッションの概要 

シンポジウムにおける講演発表、及びパネルディスカッションの結果概要を以下に記す。 

シンポジウムのリーフレット、要旨集、各講演者の発表資料は、本調査報告書の巻末の添付資

料として添付する。 

 

 基調講演：『IPCC 1.5℃特別報告書と第 6 次評価報告書第三作業部会報告書の計画』  

Jim Skea（IPCC 第三作業部会 共同議長） 

先ず、IPCC の組織、報告書作成プロセス、また、第 6 次評価サイクルで計画されている報告

書の種類について説明された後、昨年 10 月に公表された 1.5℃特別報告書の概要、および、4 月

に第 1 回執筆者会合が予定されている第 6 次評価報告書第三作業部会報告書のアウトライン、執

筆スケジュール等について説明があった。第 6 次評価報告書の新しい試みとして、高レベルの気

候安定化目標と短期および中期で必要とされる実践的ステップとの関連性を評価すること、生活

様式、行動、消費、技術的選択および社会技術的移行に関連する問題への洞察を得るために社会

科学分野をより活用すること、気候変動の緩和を持続可能な開発、特に持続可能な開発目標（SDGs）

とより良く結び付けることを挙げている。これを反映して、第三作業部会報告書では、長期（2100

年）と短期/中期（NDCs と世紀半ばの戦略）における緩和に関する章を分け、そして、「需要、

サービス、緩和の社会的側面」、および、「イノベーション、技術開発及び移転」の新たな章を設

けた。 

 

 講演 1：『1.5℃排出経路および緩和費用と低エネルギー需要社会実現のインパクト』 

秋元圭吾（RITE システム研究グループリーダー・主席研究員） 

1.5℃特別報告書（SR1.5）が示したことと問題点（例えば、緩和費用の評価ができていないに

もかかわらず、1.5℃と SDGs 達成のシナジーを示唆している等、現在の科学の限界を超えた評価

が見受けられる等）について指摘された。また、SR1.5 で示された LED（Low Energy Demand）

シナリオに注目して、低エネルギー需要社会実現の可能性に関して言及され、SR1.5 では LED シ

ナリオは一研究機関による定量的分析に留まっているが、AR6 執筆に向けて、より幅広い研究機

関によって、需要サイドの革新に焦点を当てた、分野横断的に整合性を有した定量的分析を進め

ていくことが重要と述べられた。 

 

 講演 2： 『IPCC 報告書における産業部門への期待』 

  田中加奈子（科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 主任研究員） 

第 5 次評価報告から引き続き、第 6 次評価報告でも第三作業部会報告書の産業部門に関する章

の執筆者を担当される田中氏から、過去の IPCC 報告書における産業部門の章の評価の概要、気

候変動問題において産業部門に期待されていること、日本の産業界の取り組み等について説明が

あった。いかに人類が産業と共に持続可能な発展ができるかどうかが重要であり、そのためには、

産業部門における温暖化ガス排出抑制のための取り組みはもちろんのこと、産業の経済活動によ

る緩和機会への多様な貢献が重要であると述べられた。 
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 パネルディスカッション：『IPCC への期待と課題、及び温暖化対策への取り組みについて』 

モデレータ：山口 光恒（公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 参与） 

パネリスト： 

Jim Skea（IPCC 第三作業部会共同議長） 

秋元圭吾（RITE システム研究グループリーダー・主席研究員） 

田中加奈子（科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 主任研究員） 

手塚宏之（日本経済団体連合会 環境安全委員会 国際環境戦略ワーキング･グループ座長） 

山形与志樹（国立環境研究所 地球環境研究センター 気候変動リスク評価研究室 主席研

究員） 

 

○ 山口参与 

 話題提供として、「1.5℃特別報告書の評価と AR6 への期待」と題して講演され、SR1.5 は

目標達成の総コスト、限界削減費用、目標達成に向けた不確実性が不明確と指摘され、AR6

は 2023 年の Global Stocktake の前年に公表という意味で重要であり、目標の実現可能性に

関する明確な評価、CO2 ゼロエミッションへのパラダイムシフトへの呼びかけへの期待を述

べられた。 

○ 手塚ワーキング・グループ座長 

 話題提供として、「Keidanren’s Commitment to a Low Carbon Society ~Ex. Long‐term 

Vision for Steel Industry~」と題して、日本の産業界の低炭素社会にむけた取り組みの一例

として、日本鉄鋼連盟が昨年 11 月に公表した「鉄鋼業長期地球温暖化対策ビジョン～ゼロ・

カーボンスチールへの挑戦」に関する紹介があった。今後の革新技術の開発、実用化・普及

により段階的に進むことが想定されるが、今世紀末までにゼロ・カーボンスチールの実現を

目指すシナリオについて述べられた。 

○ 山形主席研究員 

 話題提供として、「New Technologies for Decarbonizing Future Earth: from Global to 

Local」と題して、脱炭素社会の実現に向けた新たな都市システムの可能性に関する講演があ

った。1.5℃や 2℃目標を達成する脱炭素化シナリオでは、BECCS が有力なネガティブエミ

ッション技術と位置付けられてきたが、大量バイオ燃料の生産に要する広大な農地や持続的

な水源、また、森林の生態系サービス劣化の問題等のため、大規模な BECCS に頼ることは

現実的ではなく、DAC 等の他のネガティブエミッション技術の開発と合わせて、IoT や AI

の技術も活用して脱炭素化を実現する革新的な都市システムの可能性について述べられた。 

○ パネルディスカッション 

 山口参与をモデレータとして、一般の参加者から寄せられた質問も織り交ぜながら、5 人

のパネリストによるパネルディスカッションが行われた。話題として、今までの IPCC の報
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告書では、2℃や 1.5℃目標にかかる緩和コストが上手く伝わっていない課題、技術のイノベ

ーションの重要性、ネガティブエミッション技術は重要であるものの BECCS の実現上の困

難性等に関して議論された。また、パリ協定の長期目標（2℃、できれば 1.5℃）は Goal で

あり Target ではないこと（Goal と Target の違いを認識が重要）、IPCC が査読論文を対象

としているがゆえに Realistic な緩和策、政策を求めることの難しさ等についてもパネリスト

の意見を聞くことができた。 

 

4.1.4 参加者アンケートの集計結果 

 シンポジウムの参加者にアンケートを配り記入をお願いした。回収されたアンケートの集計結

果について以下に記す。 

参加者数      ：269 人（講演者、RITE 関係者除く） 

アンケート回答者数： 103 人 （回収率：38.3.0%） 

 

Q1. 本シンポジウムをどのような方法でお知りになりましたか？ 

 

 
Q2. 本シンポジウムにはどのような動機で参加されましたか？ 
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Q3.  講演内容についてご参考になりましたか？ 
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第 5 章 IPCC AR6 WG3 執筆者と産業界の有識者との非公式意見交換会 

 

AR6 の執筆が開始されるにあたり、日本の重視する緩和に係るテーマについて、日本の産業界

の最新の知見を AR6 WG3 執筆者と共有するために、AR6 WG3 執筆者と産業界の有識者との非

公式意見交換会を地球環境対策室（殿）と調整して開催した。 

この意見交換会のモデレータを AR6 WG3 第 11 章（Industry）の LA(Lead Author)である田

中加奈子氏にお願いして、本意見交換会の内容について事前に相談させて頂き、また、司会進行

役をお願いした。また、本意見交換会に参加頂く産業界の有識者の人選については、幅広い産業

分野から相応しい有識者を選ぶために、一般社団法人 日本経済団体連合会（環境エネルギー本部）

に推薦頂き決定した。以下に本意見交換会の結果概要について記す。 

 

5.1  IPCC AR6 WG3 執筆者と産業界の有識者との非公式意見交換会 

IPCC AR6 WG3 執筆者と産業界の有識者との非公式意見交換会を企画・準備して、以下の様に

開催した。 

 

1. 日時： 平成 31 年 2 月 15 日(金)  9:45～12:22 

2. 場所： 経済産業省 別館 6 階 628 号会議室 

3. 出席者：産業界の有識者（13 名）、WG3 執筆者（9 名）、経済産業省（1 名）、事務局（3 名） 

4. 議題： 

モデレータ：田中加奈子氏（AR6 WG3 第 11 章 Industry,  LA） 

1) 開会   

・主旨説明【伊藤 麻純氏（経済産業省産業技術環境局 環境政策課地球環境対策室 総括係長）】 

・モデレータ挨拶・概要説明【田中 加奈子氏（WG3 AR6 第 11 章 Industry, LA）】 

2) 産業界の有識者からの情報提供 

① 電力部門：佐々木 緑氏（電気事業連合会 立地環境部 部長） 

② ガス部門：深野 行義氏（一般社団法人 日本ガス協会 企画・政策ユニット環境部長） 

③ 建設部門：本部 和彦氏（大成建設株式会社 常務執行役員、 

東京大学 公共政策大学院 特任教授） 

④ 自動車部門：大場 昇氏（一般社団法人 日本自動車工業会 環境委員会  

温暖化対策検討会 主査） 

⑤ 鉄鋼部門：手塚 宏之氏（JFE スチール株式会社 技術企画部 理事  

地球環境グループリーダー） 

⑥ セメント分野：青木 尚樹氏（一般社団法人セメント協会 生産・環境部門リーダー） 

⑦ 化学部門：牧野 英顯氏（一般社団法人 日本化学工業協会 技術部 常務理事） 

3) AR6 WG3 執筆者との意見交換 

4) 閉会 

 



22 
 

冒頭に経産省 伊藤総括係長より今回の意見交換会の趣旨説明、モデレータの田中氏から IPCC 

AR6 の概要説明を頂いた後、各産業界（電力、ガス、建設、自動車、鉄鋼、セメント、化学の 7

分野）の有識者の方々から情報提供があり、その後、執筆者からコメントを頂き意見交換を行っ

た。 
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第 6 章 「1.5℃気温上昇に関する特別報告書（SR1.5）」に関するセミナーの開催 

 

地球環境対策室（殿）と相談の上、10 月の「1.5℃気温上昇に関する特別報告書（SR1.5）」採

択から 12 月の COP24 開催までの間に、省庁関係者を対象とした「1.5℃気温上昇に関する特別

報告書（SR1.5）」に関するセミナーを開催した。以下に本セミナーの結果について記す。 

 

6.1 「1.5℃上昇に関する特別報告書（SR1.5）」に関するセミナーの開催 

省庁関係者に対して、SR1.5 の解釈やその政策的な影響に関する理解を深めて頂くことを目的

とした「1.5℃気温上昇に関する特別報告書（SR1.5）」に関するセミナーを企画し開催した。本セ

ミナーに関して以下に記す。 

 

日時： 平成 30 年 10 月 16 日(火)  14 時〜16 時 

場所： 経済産業省 別館 2 階 235 各省庁共用会議室 

出席者：講師 杉山 大志 氏（キヤノングローバル戦略研究所 上席研究員。SR1.5 第 4 章 LA） 

    小林 茂樹 氏（中部交通研究所 主席研究員。SR1.5 第 2 章 LA） 

上野 貴弘 氏（電力中央研究所 社会経済研究所 上席研究員） 

    参加者 外務省、環境省、経済産業省、資源エネルギー庁、国土交通省、気象庁、 

農林水産省、林野庁、森林研究･整備機構、文部科学省からの関係者 合計 37 人 

 事務局  RITE 企画調査グループ 高木主席研究員、出口副主席研究員、小林 

プログラム： 

 〇 開会挨拶 （経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 地球環境対策室）  

 〇 講演 

  １．IPCC 1.5℃特別報告書の解説 

      キヤノングローバル戦略研究所 上席研究員 杉山 大志 氏 

     （1.5℃気温上昇に関する特別報告書（第 4 章）Lead Author） 

  ２．1.5℃シナリオの概要 

      中部交通研究所 主席研究員     小林 茂樹 氏 

     （1.5℃気温上昇に関する特別報告書（第 2 章）Lead Author） 

  ３．パリ協定と IPCC 1.5℃特別報告書 

      電力中央研究所 社会経済研究所 上席研究員 上野 貴弘 氏 

 〇 質疑応答 

 

開催結果： 

経産省 産業技術環境局 環境政策課 地球環境対策室からの開会挨拶の後、杉山上席研究員

（SR1.5 第 4 章 LA）より 1.5℃特別報告書の政策決定者向け要約（SPM）の概要、各セクシ

ョン、及びカーボンバジェットなどの重要な項目についての解説があった。続いて、小林主席

研究員（SR1.5 第 2 章 LA）からは 1.5℃シナリオにおける分類の定義や各シナリオの特性につ
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いて、また 1.5℃シナリオの実現可能性などに関する講演があった。最後に、上野上席研究員か

らは、1.5℃特別報告書がパリ協定の今後のプロセス（タラノア対話や 2020 年の NDC 提出）

に及ぼす影響等に関する講演があった。講演終了後は、1.5℃特別報告書が IPCC 第 6 次評価報

告書に及ぼす影響などについて質疑応答が行われた。 
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第 7 章 総会・関連会合に関する調査と報告 

 

地球環境対策室（殿）の指示に従い、総会や関連するテーマについて、適切な資料、情報を収

集、分析・整理、また必要に応じて翻訳した後、必要な参考文献を添えて地球環境対策室（殿）

に報告した。また、総会や関連するテーマに関する情報共有と議論を目的として、以下の専門家

による非公式意見交換会を企画・運営した。 

 

7.1 Shukla WG3 共同議長と AR6 WG3 執筆者の意見交換会の開催 

7 月に来日された IPCC WG3 共同議長の Priyadarshi R. Shukla 博士の要望により、地球環境

対策室（殿）と相談の上、Shukla 共同議長と AR6 WG3 執筆者の意見交換会を開催した。 

 

1. 日時：平成 30 年 7 月 18 日（水）17：00～18：30  

2. 場所：東京工業大学 大岡山キャンパス西 9 号館 503 号室 

3. 出席者：IPCC  Priyadarshi R. Shukla WG3 共同議長 

   ＜AR6 WG3 執筆者＞ 

東京大学 公共政策大学院 有馬純教授（AR6 WG3 第 1 章 LA） 

国環研 社会環境システム研究センター 増井利彦室長（AR6 WG3 第 4 章 LA） 

RITE システム研究グループ 和田謙一主任研究員（AR6 WG3 第 6 章 LA） 

国環研 地球環境研究センター 山形与志樹主席研究員（AR6 WG3 第 8 章 LA） 

東京大学 政策ビジョン研究センター 杉山昌広准教授（AR6 WG3 第 12 章 LA） 

国環研 社会環境システム研究センター 久保田泉主任研究員（AR6 WG3 第 14 章 LA） 

キヤノングローバル戦略研究所 杉山大志上席研究員（AR6 WG3 第 16 章 CLA） 

＜事務局＞ 

RITE 企画調査グループ 出口副主席研究員、小林 

4. 議事内容 

Shukla WG3 共同議長より、WG3 の紹介及び AR6 サイクルにおける今後のスケジュール、AR6

報告書の方向性などについての説明が行われ、その後、執筆者からの質疑応答とディスカッショ

ンを行った。 

 

7.2 IPCC AR6 WG3 執筆者連絡会の開催 

 地球環境対策室（殿）と相談の上、9 月 20 日に開催した第 1 回 IPCC 国内連絡会の機会に併せ

て、国内連絡会の終了の後、AR6 第三作業部会（WG3）の執筆者の方々に参集頂き、AR6 執筆

に関する情報共有を目的とした連絡会を開催した。以下にこの連絡会の議事内容について記す。 

 

1. 日時：平成 30 年 9 月 20 日（木)   17：00～18：00 

2. 場所：気象庁 本庁舎 5 階 総務部会議室 

3. 出席者：  



26 
 

  ＜AR6 WG3 執筆者＞ 

東京大学 公共政策大学院 有馬 純 教授（AR6 WG3 第 1 章 LA） 

国立環境研究所 社会環境システム研究センター 増井 利彦 室長（AR6 WG3 第 4 章 LA） 

RITE システム研究グループ 和田 謙一 主任研究員（AR6 WG3 第 6 章 LA） 

国立環境研究所 地球環境研究センター 山形 与志樹 主席研究員（AR6 WG3 第 8 章 LA） 

豊田中央研究所 先端研究センター 梶野 勉 室長（AR6 WG3 第 10 章 LA） 

IGES Nugroho Sudarmanto Budi リサーチマネージャー（AR6 WG3 第 10 章 LA） 

東京大学 政策ビジョン研究センター 杉山 昌広 准教授（AR6 WG3 第 12 章 LA） 

森林研究・整備機構 森林総合研究所 森田 香菜子 研究員（AR6 WG3 第 15 章 LA） 

キャノングローバル戦略研究所 杉山大志上席研究員（AR6 WG3 第 16 章 CLA） 

GE ジャパン株式会社 政策推進本部 水野 瑛己 ディレクター（AR6 WG3 第 16 章 RE） 

  ＜経済産業省＞ 

経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 地球環境対策室 高栁室長、伊藤係長、岡島係長 

  ＜事務局＞ 

RITE 本庄専務理事、堀尾グループリーダー、高木主席研究員、出口副主席研究員、小林 

4. 議事内容： 

主旨説明【経済産業省 高栁室長】 

座長挨拶【WG3 有馬座長】 

事務局挨拶【RITE 本庄専務理事】 

議題  

(1)  AR6 の概要、Chapterer Scientist(CS) / Contributing Author(CA)について 

(2) 意見交換など 

(3)  その他 

閉会 

 

 WG3執筆者連絡会は、IPCC国内連絡会に出席されたWG3執筆者の方々に対する情報の連絡、

意見交換の場として催した連絡会で、経済産業省省高柳室長から本会議の主旨、及び、今後に開

催する予定の WG3 幹事会の主旨等を説明頂いた後、有馬 WG3 座長、事務局（RITE）の挨拶に

続き、杉山大志委員から、AR6 の執筆プロセス、Chapter Scientist（CS）・Contributing Author

（CA）等の制度の概要について説明を頂き。意見交換を行った。 

 

7.3 Jim Skea WG3 共同議長との意見交換会の開催 

 地球環境対策室（殿）と相談の上、3 月 6 日に開催した IPCC シンポジウムにて基調講演を頂

くために招聘した Jim Skea 共同議長の来日の機会に併せて、AR6 WG3 執筆者との意見交換会、

及び、自動車分野の運輸専門家との意見交換会を実施した。以下にそれぞれの意見交換会の結果

について記す。 
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7.3.1 AR6 WG3 執筆者との意見交換会 

 IPCC シンポジウムに招聘した Jim Skea WG3 共同議長と日本の AR6 WG3 執筆者との意見交

換会を以下の様に行った。 

 

1. 日時：平成 31 年 3 月 5 日（火)  15：30～17：30 

2. 場所：経済産業省 別館 6 階 628 号会議室 

3. 出席者： IPCC  Jim Skea WG3 共同議長 

  ＜AR6 WG3 執筆者＞ 

国環研 社会環境システム研究センター 増井利彦 室長（AR6 WG3 第 4 章 LA） 

RITE システム研究グループ 和田謙一 主任研究員（AR6 WG3 第 6 章 LA） 

IGES Nugroho Sudarmanto Budi リサーチマネージャー（AR6 WG3 第 10 章 LA） 

東京大学 政策ビジョン研究センター 杉山昌広准教授（AR6 WG3 第 12 章 LA） 

国環研 社会環境システム研究センター 久保田泉 主任研究員（AR6 WG3 第 14 章LA） 

森林研究・整備機構 森林総合研究所 森田香菜子 研究員（AR6 WG3 第 15 章 LA） 

キヤノングローバル戦略研究所 杉山大志 上席研究員（AR6 WG3 第 16 章 CLA） 

IGES Zusman Eric リサーチリーダー（AR6 WG3 第 17 章 LA） 

    ＜経済産業省＞ 

経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 地球環境対策室 高栁室長、伊藤総括係長 

＜事務局＞ 

RITE 企画調査グループ 高木主席研究員、出口副主席研究員、小林 

4. 議事内容：  

 本意見交換会は、杉山大志氏（AR6 WG3 第 16 章 CLA。一般財団法人キヤノングローバル戦

略研究所 上席研究員）にモデレータをお願いし、以下のプログラムで行った。また、本意見交換

会は同時通訳無しで行われた。 

 ＜プログラム＞） 

1）経済産業省 挨拶 

2）Jim SkeaWG3 共同議長 挨拶 

Q&A 

3）AR6 WG3 執筆者からの話題提供 

  ＊AR6 に向けて、重要と思われるポイント、知見、文献、情報源等について、 

各執筆者から話題を提供して頂く。 

 ①AR6 WG3 執筆者（3 名；第 6 章、第 10 章、第 11 章） 

Q&A 

   ②AR6 WG3 執筆者（3 名；第 4 章、第 12 章、第 17 章） 

Q&A 

   ③AR6 WG3 執筆者（3 名；第 14 章、第 15 章、第 16 章） 

Q&A  
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 4）全体討論 

 5）閉会 

先ず、Jim Skea 共同議長から”Important points for AR6 WG3 Authors”と題した講演、および、

出席した執筆者全員から、執筆者自身が担当する章についてショートプレゼンを行い、Jim Skea

共同議長と自由に意見交換を行った。 

 

7.3.2 運輸専門家との意見交換会 

 IPCC シンポジウムに招聘した Jim Skea WG3 共同議長を豊田中央研究所、及び、トヨタ自動

車へ案内し、自動車関連の日本の最先端の技術やプロジェクトを紹介すると共に、日本の自動車

分野の運輸専門家との意見交換会を以下の様に行った。 

 

1. 日時：平成 31 年 3 月 7 日（木)  9：30～18：00 

2. 場所：豊田中央研究所、トヨタ自動車株式会社（名古屋） 

3. 出席者  

IPCC Jim Skea WG3 共同議長 

経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 地球環境対策室 伊藤総括係長 

   豊田中央研究所 研究推進部 梶野 勉 主席研究員 他 

   RITE 本庄専務理事、出口副主席研究員、小林 

4. 議事内容  

 Jim Skea 共同議長が名古屋の豊田中央研究所、トヨタ自動車を訪問して、水素ステーションや

燃料電池関連設備等の見学、運輸の専門家との意見交換会を行った。豊田中央研究所では、研究

推進部の梶野部長（AR6 WG3 LA）らと将来の Mobility Pattern の変化等について活発な意見交

換を行った。また、トヨタ自動車の設備見学の後、自動車分野の専門家から地球環境問題への取

組みに関する説明を受け、意見交換を行った。 
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第 8 章 第 6次評価報告書 統括執筆責任者補助（CS）の公募・採用 

 

第 6 次評価報告書（AR6）の第 3 作業部会（WG3）報告書 第 16 章（Industry）の統括執筆責

任者（Coordinating Lead Author（CLA））である杉山大志氏から CLA の執筆活動の補助を行う

Chapter Scientist（CS）を起用したいとの要請が 6 月にあった。CS とは、IPCC のガイドライ

ンにより定められた、報告書執筆活動の補助を行う研究員であり、論文の評価や報告書の執筆を

行う Lead Author（LA）とは異なり、引用・レビューする文献の検索やチェック、図の作成、ド

ラフティング等の技術的サポートを、CLA の指示の下で行う。また、CS として執筆者会合への

参加も許されており、CLA の指導の下で気候変動の緩和策に関する科学的知見のレビュー等の研

究業務を行うこともでき、将来の執筆者を目指す若手研究者の経験の場としても位置付けられて

いるものである。 

杉山大志氏からの CS 起用の要望を地球環境対策室（殿）にあげて検討頂いた結果、IPCC 報告

書の将来の執筆者候補を育成する観点から CS 起用の重要性を認識頂き、CS 起用に対して協力す

ると共に CS の第 1 回執筆者会合への参加・派遣も許可頂いた。 

これを受け、CS の一般公募を行ったところ、2 名の応募があり、杉山大志氏による選考の結果、

1 名を選び、今年度の CS として起用した。以下に、CS の公募と採用に関して詳細を記す。 

 

8.1 CS の公募 

過去に IPCC が途上国の若手研究員を対象に公募した”Volunteer Chapter Scientist”の実績例

を参考にして今回の募集する CS の公募要要項を作成し、地球環境対策室（殿）、杉山大志氏の承

認を得て完成した。この CS 募集要項を資料.8-1 に示す。 

CS 公募の告知は、先ず、9 月 20 日に開催された AR6 WG3 執筆者連絡会において、WG3 執筆

者に連絡して候補者の推薦をお願いした。また、その後、CS 募集要項を RITE ホームページ等に

掲載して広く公募を試みた。 
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IPCC 第 6 次評価報告書 統括執筆責任者補助（チャプターサイエンティスト）募集要項 

 

 2014 年に公表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 5 次評価報告書（AR5）は、

広範な科学的知見を提供することにより、気候変動に関する国際連合枠組み条約（UNFCCC）に

おける温暖化抑制の目標数値や取組指針の科学的根拠となっています。 

既に、IPCC では次の第 6 次評価サイクルを開始しており、今年 2 月に第 6 次評価報告書（AR6）

の執筆者が選定されて執筆活動を開始しており、2022 年に一連の報告書が完成する予定です。 

 この AR6 は IPCC により選ばれた執筆者を中心に作成されますが、IPCC のガイドラインにも

とづき、その一部である第 3 作業部会報告書（WG3；気候変動に対する緩和策）の統括執筆責任

者の執筆活動を支援頂くチャプターサイエンティスト（CS；Chapter Scientist）を募集します。 

（AR6 の執筆スケジュール、および AR6 WG3 の概要については、下記を参照願います。 

 https://archive.ipcc.ch/pdf/ar6_material/AC6_brochure_en.pdf 

 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/AR6_WGIII_outlines_P46.pdf ） 

 

１．CS の活動内容 

下記の統括執筆責任者（CLA；Coordinating Lead Author）の活動を支援頂きます。 

・AR6 第三作業部会（WG3）報告書 第 16 章 CLA 

   一般財団法人 キヤノングローバル戦略研究所 杉山大志 上席研究員 

   執筆担当章：WG3 第 16 章 “Innovation, technology development and transfer” 

  

CS は、IPCC の CS に関するガイドライン（別紙）に従い、以下の業務を行って頂きます。 

(1) AR6 執筆プロセスにおける CLA の技術的サポート 

  引用・レビューする文献の検索、およびチェック、図の作成、ドラフティング等などを行って

頂きます。（業務場所、業務量等の詳細については CLA と打ち合わせの上、決定頂きます）。 

(2) 執筆者（LA）会合への出席 

必要に応じて、執筆者（LA）会合に出席して、IPCC および CLA の指示に従い、執筆に係る

技術的サポートを行って頂きます。 

(3) その他、気候変動に対する緩和策に関する研究 

CLA の指導のもと、気候変動に対する緩和策に関する科学的知見のレビューなどの研究業務を

行って頂きます。 

 

なお、CS として執筆活動の支援を頂くことにより、2021 年に IPCC から公表予定の AR6 

WG3 報告書 第 16 章の表紙の執筆者リストに CS として名前が掲載され、経歴の一部となりま

す。また、IPCC 事務局及び研究者とのネットワークが出来るほか、最新の研究活動に直に触

れる機会ともなります。これから世界を舞台に活躍するための足がかりとして活用出来ます。 

また、CS の活動を行って頂く期間は、AR6 WG3 執筆完了まで年度単位で継続頂くことがあ

り得ますが、今回の募集に基づく活動は、2019 年 4 月 10 日までと致します。 

資料.8-1 
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２．費用 

 今年度(2019 年 4 月 10 日迄)は報酬は支給いたしません。 

（従って、現在所属されている機関に対して、CS として IPCC の活動へ参画することを承諾頂

くことが必要です。） 

 ただし、執筆者会合出席などのための旅費は、別途定める旅費規定に基づき支給させて頂きま

す。 

 

３．応募条件 

次の条件を満たす方 

(1) 気候変動に対する緩和策の研究に関心があり、博士号または修士号を有す、あるいは、博

士号または修士号の取得を目指して研究をされている方 

(2) 科学論文を読解し、科学論文を英語で記述し、英語で討論できる英語能力を有する方 

(3) ご自身の就労時間の 30%以上を上記 CS としての業務に充てることができる方 

(4) IPCC が定めている報告書執筆にかかる守秘義務を順守頂ける方 

 

４．応募方法 

 以下の応募書類（様式は自由）をそえて、下記の CS 募集事務局まで郵送、または E-mail で

ご連絡下さい。 

 (1) 履歴書 (連絡先として電話番号、E-mail アドレスを記載願います) ： １部 

  (2) これまでの研究概要 ： １部 

（応募書類は返却致しませんが、その内容は当該事務用としてのみ使用することと致します。） 

 ※今回の募集は採用者が決定次第終了致します。 

 

５．お問い合わせ・お申込み先 

【AR6 WG3 CS 募集事務局】 

公益財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE） 

企画調査グループ  小林由美（kobayashi@rite.or.jp）、出口哲也 （deguchi@rite.or.jp） 

TEL：0774-75-2302 、FAX：0774-75-2314 

 

 

以上 
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別紙 
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8.2 CS の選考・採用 

2019 年 1 月末に応募を締め切り、杉山大志氏に選考を頂いて、CS1 名を選定した。その後、速

やかに IPCC WG3 TSU に連絡をして CS に活動を開始して頂いた。また、この CS は 4 月 1～5

日に英国エジンバラで開催された AR6 WG3 第 1 回執筆者会合にも出席した後、その出張報告を

終えて、計画通りに 4 月 10 日に CS としての活動を完了した。 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

別添資料 

 

 

１．シンポジウム関連資料（リーフレット、講演要旨集、講演資料） 

 

 



気候変動の緩和策について考えよう気候変動の緩和策について考えよう
　気候変動に関する国際交渉では、2020年以降の温暖化対策に関する国際枠組み「パリ協定」が2016年11月に発効し、

昨年12月の第24回締約国会議（COP24）において、パリ協定を運用するための実施指針が合意されました。また、長期的

な温室効果ガス低排出型の発展を目指した「長期低排出発展戦略」の国連への提出期限（2020年）が迫っていることもあ

り、2050年以降の長期にわたる温暖化対策やグリーン成長に関する議論が国内外で活発となってきています。

　温暖化に関する最新の科学的知見を提供する役割を担う「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」は、2015年の第

21回締約国会議（COP21）で提供を招請されていた「1.5℃気温上昇（産業革命前比）による影響とそれに関連する排出経

路に関する特別報告書（1.5℃特別報告書）」を昨年10月に公表し、さらに、2022年の完成を目指して「第6次評価報告書」

の執筆に取り組んでいるところです。

　こうした世界の動きを踏まえ、今回、IPCC第三作業部会（温室効果ガスの排出削減等、気候変動の緩和に係る作業部会）

の共同議長である Jim Skea 博士をお招きしてシンポジウムを開催し、1.5℃特別報告書の概要、また、第6次評価報告書

に盛り込まれるべき重要な論点や取り組み課題等に関してご講演を頂きます。また、この分野で活躍されている我が国の専

門家の方々から IPCCへの期待と課題、および温暖化対策への取り組みについてご講演頂くとともに、パネルディスカッショ

ンを行いますので、気候変動の緩和策に関する IPCCの最新の取り組みに対してご関心をお持ちの多くの皆様のご参加をお

待ち申し上げます。

定員：230名  
言語：日本語、英語（同時通訳有り）
主催：経済産業省
共催：公益財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE）

・「虎ノ門駅」1番出口徒歩約5分
・「神谷町駅」3番出口徒歩約6分
・「新橋駅」烏森口出口徒歩約11分

日時　2019年3月6日（水）
 13:00～17:00（受付開始：12:30）
会場　虎ノ門ヒルズフォーラム　
　　　ホールB　
　　　東京都港区虎ノ門1-23-3 
　　　虎ノ門ヒルズ森タワー 4階

参加費無料

参加
申し込み

RITEホームページ http://www.rite.or.jp より申し込み下さい。
定員になり次第締め切らせて頂きますので、予めご了承ください。

－IPCC 1.5℃特別報告書と第6次評価報告書－

IPCCシンポジウム

銀座線

虎ノ門駅

神
谷
町
駅

内
幸
町
駅

新橋駅

愛宕神社前

愛宕一丁目

芝郵便局前

西新橋交番前

西新橋二丁目

西新橋
一丁目

西新橋

虎ノ門

虎の門一丁目

虎の門二丁目

虎の門三丁目

神谷町

外堀通り

烏森通り

新虎通り（環状第二号線）

桜
田
通
り

日
比
谷
線

日
比
谷
通
り

第
一
京
浜

赤
レ
ン
ガ
通
り

柳
通
り

愛
宕
下
通
り

都
営
三
田
線

虎の門
病院

東京
慈恵会医科大学
付属病院

愛宕神社

愛宕グリーンヒルズ

虎ノ門
ヒルズ

文部科学省
特許庁

青松寺

S L
広場

三菱東京UFJ銀行

りそな銀行

三井住友
信託銀行

東京
スター銀行

三井住友銀行

三菱東京
UFJ銀行

新橋四郵便局

金刀比羅宮

芝郵便局

みずほ
銀行

JR 

新
橋
駅烏森

口

東急RE Iホテル

3

1

A3

虎ノ門郵便局



お問合わせ

プログラム

12:30 受付開始

13:00 開会・主催者挨拶 信谷 和重 （経済産業省 大臣官房審議官（環境問題担当））
 共催者挨拶  茅 陽一 （公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 理事長）

13:10 基調講演 「IPCC 1.5℃特別報告書と第6次評価報告書第三作業部会報告書の計画」
  Jim Skea （IPCC 第三作業部会 共同議長） 

13:50 講　　演 「1.5℃排出経路および緩和費用と低エネルギー需要社会実現のインパクト」
  秋元 圭吾 （公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 システム研究グループリーダー・主席研究員）

14:20 講　　演 「IPCC報告書における産業界への期待（仮題）」
  田中 加奈子 （国立研究開発法人 科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 主任研究員）

14:50 休　　憩

15:05 パネルディスカッション
 テーマ：IPCCへの期待と課題、および温暖化対策への取り組みについて
 モデレータ： 山口 光恒 （公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 参与）
 パネリスト： Jim Skea （IPCC第三作業部会 共同議長）
  秋元 圭吾 （公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 システム研究グループリーダー・主席研究員）
  田中 加奈子 （国立研究開発法人 科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 主任研究員）
  手塚 宏之 （一般社団法人 日本経済団体連合会 環境安全委員会 国際環境戦略ワーキング･グループ座長）
  山形 与志樹 （国立研究開発法人 国立環境研究所 地球環境研究センター 気候変動リスク評価研究室 主席研究員）
           （五十音順）

16:55 閉会挨拶 本庄 孝志（公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 専務理事）

公益財団法人 地球環境産業技術研究機構  企画調査グループ　出口、小林
〒619-0292　京都府木津川市木津川台9-2　 
TEL：0774-75-2302　FAX：0774-75-2314　E-mail：symposium@rite.or.jp、http://www.rite.or.jp



主催：経済産業省
共催：公益財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE）

日時　2019年3月6日（水）13:00～17:00
会場　虎ノ門ヒルズフォーラム　ホールB　　　　（東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー 4階）

講演要旨集講演要旨集

－IPCC 1.5℃特別報告書と第6次評価報告書－－IPCC 1.5℃特別報告書と第6次評価報告書－

IPCCシンポジウム

気候変動の緩和策について考えよう気候変動の緩和策について考えよう



プログラム

主催者挨拶：経済産業省 大臣官房審議官（環境問題担当）　　信谷 和重

共催者挨拶：公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 理事長　　茅 陽一

基 調 講 演：『IPCC 1.5℃特別報告書と第 6 次評価報告書第三作業部会報告書の計画』
 Jim Skea（IPCC 第三作業部会 共同議長）

講 演：『1.5℃排出経路および緩和費用と低エネルギー需要社会実現のインパクト』
 秋元 圭吾（公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 システム研究グループリーダー・主席研究員）

講 演：『IPCC 報告書における産業部門への期待』
 田中 加奈子（国立研究開発法人 科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 主任研究員）

パネルディスカッション『IPCC への期待と課題、および温暖化対策への取り組みについて』
 モデレータ： 山口 光恒 （公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 参与）
 パネリスト： Jim Skea （IPCC 第三作業部会 共同議長）
  秋元 圭吾 （公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 システム研究グループリーダー・主席研究員）
  田中 加奈子 （国立研究開発法人 科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 主任研究員）
  手塚 宏之 （一般社団法人 日本経済団体連合会 環境安全委員会 国際環境戦略ワーキング ･ グループ座長）
  山形 与志樹 （国立研究開発法人 国立環境研究所 地球環境研究センター気候変動リスク評価研究室 主席研究員）

閉 会 挨 拶：公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 専務理事　　本庄 孝志
　

Program
Opening remarks
　　Kazushige Nobutani
　　Ministry of Economy, Trade and Industry

　　Yoichi Kaya
　　Research Institute of Innovative Technology for the Earth 

Keynote lecture
   『Building on the IPCC Special Reports: Plans for the Working Group Ⅲ Sixth Assessment Report』 

Jim Skea （Co-Chair of IPCC Working Group Ⅲ）

Lecture
   『The emission pathways and mitigation costs for achieving below 1.5 ℃ and the impacts of low energy demand scenarios』 

Keigo Akimoto （Research Institute of Innovative Technology for the Earth）

Lecture
   『Expectations to industry sector seen from IPCC report』 

Kanako Tanaka （Japan Science and Technology Agency）

Panel discussion 『Expectations, issues regarding IPCC and how to tackle global warming』
　　Moderator
　　　Mitsutsune Yamaguchi （Research Institute of Innovative Technology for the Earth）
　　Panelists
　　　Jim Skea （Co-Chair of IPCC Working Group III）
　　　Keigo Akimoto （Research Institute of Innovative Technology for the Earth）
　　　Kanako Tanaka （Japan Science and Technology Agency）
　　　Hiroyuki Tezuka （Keidanren）
　　　Yoshiki Yamagata （National Institute for Environmental Studies）

Closing remarks
　　Takashi Honjo
　　Research Institute of Innovative Technology for the Earth
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IPCC 1.5℃特別報告書と第 6 次評価報告書第三作業部会報告書の計画

Jim Skea（IPCC 第三作業部会 共同議長）

　IPCC 第三作業部会では、第 6 次評価報告書のスコーピングプロセスを開始する際に、共同議長は 3 つの点を盛り込
むことを期待した。高レベルの気候安定化目標と短期および中期で必要とされる実践的ステップとの関連性を評価する
こと、生活様式、行動、消費、技術的選択および社会技術的移行に関連する問題への洞察を得るために、社会科学分野
をより活用すること、気候変動の緩和を持続可能な開発、特に持続可能な開発目標とより良く結び付けることである。
承認された報告書のアウトラインはこれらの期待を反映している。新しい試みとして、長期（2100 年、統合評価モデ
リングに基づく）と短期 / 中期（自国が決定する貢献（NDCs）と世紀半ばの戦略）における緩和に関する章を分け、 

「需要、サービス、緩和の社会的側面」および「イノベーション、技術開発及び移転」の新たな章を設けた。
　本講演では、2019 年 4 月に開催される第 1 回執筆者会合の準備とともに、いくつかの章で採用されている方法論の
革新、特に文献を評価するためのシステマティック・レビュー（系統的レビュー）の使用についても述べる。
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Building on the IPCC Special Reports: Plans for the Working Group Ⅲ Sixth Assessment Report

Jim Skea（Co-Chair of IPCC Working Group Ⅲ）

　At the start of the scoping process for the IPCC Working Group Ⅲ Sixth Assessment Report, the co-chairs sig-
nalled three ambitions: to assess the linkages between high-level climate stabilization goals and the practical steps 
needed in the short- and medium-term; to make greater use of social science disciplines to gain insight into issues 
related to lifestyle, behaviour, consumption, technological choices and socio-technical transitions; and to link climate 
change mitigation better to sustainable development and specifically the Sustainable Development Goals. The ap-
proved outline of the report reflects these ambitions. The principal innovations are: separate chapters on mitigation in 
the long-term （2100, based on integrated assessment modelling） and the short-/medium term （nationally determined 
contributions and mid-century strategies）; and new chapters on demand, services and social aspects of mitigation 
and innovation, technology development and transfer. The talk will describe preparations for the first Lead Authors 
meeting in April 2019 as well as some methodological innovations being adopted by some chapters, notably the use of 
systematic review techniques for assessing the literature.
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1.5℃排出経路および緩和費用と低エネルギー需要社会実現のインパクト

秋元 圭吾（公益財団法人地球環境産業技術研究機構　システム研究グループリーダー・主席研究員）

⒈　1.5℃特別報告書（SR15）が示したことと問題点
　IPCC SR15 では、1.5℃以下の場合、2℃と比較して、様々な分野において有意に影響被害が低減されるとしている。
しかしそれはほぼ自明なことであって、本来、緩和費用とのバランスの中で、1.5℃目標や 2℃もしくはその他水準とリ
スク（もしくは便益）のトレードオフを論じるべきであるが、それは困難な作業であるため実現できていない。また、1.5℃
は SDGs とのシナジーが大きいことが示唆されるようにまとめられているが、本来、緩和費用が増大すれば、世界の経
済成長、所得が低下し、貧困問題等に悪影響も考えられるが、それらの分析は十分に示されていない。よって、SR15
の評価の限界を率直に社会に伝えることが重要である。国際政治の要請に応えようとし過ぎれば、現在の科学で言える
ことを超えて、却って誤ったメッセージを発しかねず、引き続き、IPCC の抱える大きな課題である。

⒉　SR15 の示した排出経路と緩和費用および低エネルギー需要シナリオ
　SR15 では、1.5℃目標のための緩和費用は 2℃目標に比べて 3 ～ 4 倍高いとまとめられている。そして 1.5℃の 2050
年の限界削減費用は 245 ～ 13000 $2010/tCO2 と推計されている。これは、基本的に解が得られたモデルのものであり、
また、基本的に世界の限界削減費用が均等化し、また国内政策も費用効率的に行われる前提の費用最小化での結果であ
る。現実にはそのような対策は事実上不可能であり、この点からは、より大きな費用を要すると考えなければならない。
IPCC は政治判断的な記載は避けなければならないため記載できないが、緩和費用推計からは 1.5℃目標は事実上不可
能と言わざるを得ない。
　一方、SR15 では興味深いシナリオ提示がなされている。1.5℃目標に対する経路として P1 ～ P4 の類型化された 4 シ
ナリオが提示された。化石燃料が安価で経済成長率の高い社会経済シナリオの P4 ではベースライン排出量が大きく、
BECCS 等へのネガティブエミッション技術の役割が重要となる一方、AI, IoT 等の急速な技術進展、そして大きな社
会変化を想定した P1 シナリオ（もしくは LED（Low Energy Demand）シナリオ）では、ベースラインで低エネルギー
需要が実現し、1.5℃でも相対的に安価な限界削減費用となり、BECCS のみならず CCS 技術の利用がなくても実現で
きる可能性を提示している。

⒊　IPCC 第 6 次評価報告書（AR6）に向けた課題
　SR15 では LED シナリオは一研究機関による定量的分析に留まっており、AR6 に向けて、より幅広い研究機関によっ
て、需要サイドの革新に焦点を当てた、分野横断的に整合性を有した定量的分析を進めていくことが重要と考えられる。
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The emission pathways and mitigation costs for achieving below 1.5 ℃ and the impacts of low energy demand scenarios 

Keigo Akimoto（Research Institute of Innovative Technology for the Earth ）

⒈　Achievements and issues of the IPCC SR15
　　The IPCC SR15 evaluated that the climate risks under the emission pathways for the 1.5 ℃ were estimated 
to be significantly smaller than those for 2℃ . However, this is almost an insight of course. The total risks not only 
of climate change damages but also of mitigation costs （economic risks） should be discussed, while this is a very 
difficult research agenda. In addition the SR15 pointed out the expectations of greater synergies to SDGs, but if 
mitigation costs achieving for the 1.5 ℃ are very high, the global economies including incomes are declined, and 
then the negative impacts on some of the SDGs, e.g., poverty, will be expected. The limitations of climate change 
sciences should be conveyed to international societies appropriately. This is one of the difficult issues that IPCC is 
facing essentially but needs to tackle. 

⒉　 The emission pathways and mitigation costs for achieving below 1.5 ℃ and the impacts of low energy demand 
scenarios

　　The SR15 evaluated the mitigation costs for the 1.5 ℃ is 3–4 times higher than those for the 2 ℃ . The CO2 mar-
ginal abatement costs in 2050 for the 1.5 ℃ are 245–13000 $2010/tCO2. The costs are estimated only from the results 
that had feasible pathways in IAMs and under the assumptions of the least cost measures of equal marginal abate-
ment costs across all nations and of the least policy measures within each nation. But these assumptions are very 
unrealistic in the real world, and the costs are much higher than the estimates by the IAMs. If we consider these 
conditions, it is reasonable to consider that the 1.5 ℃ pathways are impossible to be realized. 
　　On the other hand, the SR15 provided the impressive scenarios. The scenarios were categorized to be P1–P4. 
The P1 scenario （LED scenario） is low energy demand even under the baseline and the mitigation costs are much 
lower than those for P2–P4 scenarios while the P1 does not consider CCS as well as BECCS.

⒊　The important research agenda for the IPCC AR6
　　However, only one quantitative scenario from one research institute are provided in the SR15. It will be 
important to enhance quantitative research studies by many researchers to show the possibilities and limitations in 
innovations in energy end–use sectors and the consistent analyses across sectors toward the IPCC AR6.   
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IPCC 報告書における産業部門への期待

　田中 加奈子（国立研究開発法人 科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 主任研究員）

　産業部門からの世界の CO₂ 排出量は、他の最終消費部門（建物、運輸）よりも大きく、全体の 30% 以上を占める（IPCC 
AR5 WG3, 2014）。将来社会は、人間も住まない、産業もなにもない世界ではない。いかに、人類が産業とともに持続
可能な発展ができるかどうか、が重要である。そのために、産業部門における温暖化ガス排出抑制のための取り組みは
もちろんのこと、産業の経済活動による緩和機会への多様な貢献が重要であることは疑問の余地がない。
　発表では、過去の IPCC 報告書における産業部門の章の評価内容、気候変動問題において産業部門に期待されること、
日本の産業界の取り組みなどをとりあげる。
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Expectations to industry sector seen from IPCC report

Kanako Tanaka （Japan Science and Technology Agency）

　　The global CO₂ emissions from the industrial sector are larger than other final consumption sectors （buildings, 
transport）, accounting for more than 30% of the total （IPCC AR5 WG3, 2014）. A future society is not a world 
where neither human nor industry exists. How human beings can develop sustainably with industry is significant. 
Accordingly, there is no doubt that diversified contributions to mitigation opportunities due to industrial economic 
activities are important as well as efforts to reduce greenhouse gas emissions in the industrial sector.
　　This presentation includes: overviews of assessments regarding industry in the past IPCC reports; expectations 
for the industrial sector to solve the climate change problem; and efforts of the Japanese industry.
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1.5℃特別報告書（SR1.5）の評価と AR6 以降への期待

山口 光恒（公益財団法人 地球環境産業技術研究機構　参与）

COP21（2015 年）から IPCC に下記につき特別報告書執筆の依頼
1）工業化から 1.5℃上昇した場合の影響
2） 1.5℃達成に向けての排出経路 

（コストの要請無し）

SR1.5 は短期間に多くの情報を総合して上記 2 点を書き上げたことを評価
ただし意志決定者の立場からすると、目標達成の総コスト、限界削減費用、目標達成に向けた不確実性が不明

AR6 及びその後への期待
AR6 は 2023 年の第 1 回の Global Stocktake の前年に出版という意味で重要
IPCC の役割である Policy Relevant とは何か（人為的かどうかは然り）
国際交渉の結果に追従しているだけでよいのか
目標の実現可能性に関してより明確な評価が必要

政治化に気温目標の不合理を知らしめることが Policy relevant
（気候感度や BAU の不確実性が余りに大きく、気温目標達成の排出経路を描くことは不可能）
CO₂ ゼロエミッションへのパラダイムシフトへの呼びかけ
　このためには論文が必要
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Assessment of SR1.5 and expectation toward AR6 and beyond

Mitsutsune Yamaguchi（Research Institute of Innovative Technology for the Earth）

COP 21 invited IPCC to report in 2018
1）on the impacts of global warming of 1.5 above pre-industrial levels and
2）related global greenhouse gas emission pathways

SR1.5 was excellent report completed in a limited time period.
On the other hand, policymakers need to know total economic cost, marginal abatement cost, as well as uncertainties 
of reaching the goal.

Expectation for AR6 and beyond
AR6 is more important in that it will be published just one year before first global stocktake in 2023.
What does policy relevant mean in IPCC? To focus on anthropogenic climate change was policy relevant throughout 
FAR to AR5.
Following international negotiations is policy relevant?
Clear assessment of feasibility is necessary for policymakers.

Let policymakers know temperature target does not work because of huge uncertainty of ECS and BAU
Paradigm Shift toward CO₂ zero emissions

For the above, experts are urged to publish literatures on the above subjects
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日本産業界の低炭素社会にむけた取り組み 日本鉄鋼連盟の長期地球温暖化対策ビジョンを例に

手塚 宏之（一般社団法人 日本経済団体連合会 環境安全委員会　国際環境戦略ワーキング・グループ座長）

　我が国産業界では、パリ協定の下で日本が掲げている自国決定貢献（NDC）の目標達成に向けた中期の対策として、「低
炭素社会実行計画」フェーズ1（2013~2020年）、フェーズ2（2021~2030年）を自主的に掲げ、生産プロセスへのBATの
最大導入・普及による国内事業活動における排出削減、低炭素製品を社会に供給することを通じた製品貢献、我が国の
優れた環境技術を世界に普及させることを通じた国際貢献、さらなる削減を可能とする革新的技術の開発・実用化の4
つを柱として取り組みを行っている。
　一方パリ協定の長期目標を見据えたより野心的な「長期ビジョン」については、経団連傘下67企業・団体が既に策定、
公表しており、さらに189企業・団体が策定に向けた検討作業を行っている。（2月1日時点）そうした「長期ビジョン」
の一例として、日本鉄鋼連盟が昨年11月に公表した「鉄鋼業長期地球温暖化対策ビジョン～ゼロ・カーボンスチールへ
の挑戦」について概要を紹介する。
　鋼材は近代的な社会を構成する基礎的、中心的な素材である。途上国を中心に経済が発展し、SDGsの目標を満たす
レジリエントな社会が実現していく中で、一人当たり鋼材蓄積量は長期的に見て先進諸国の水準である10トン程度ま
で拡大していくことが予想され、世界の総鋼材蓄積量は現状の290億トンから2100年には1120億トンに大きく拡大す
る。蓄積量の拡大は製品寿命を終えた鋼材スクラップのリサイクル量を拡大するため、粗鋼生産量におけるCO₂排出源
である鉄鉱石を炭素で還元して作る銑鉄プロセスの比率が低下し、鉄鋼生産におけるCO₂排出原単位は大きく改善する
ことが期待できるが、粗鋼需要拡大に伴い、総排出量は拡大を続けてしまう。そうした中で本ビジョンでは、鉄鋼業の脱
炭素化を目指す対策シナリオとして4つのシナリオを想定している。①既存の省エネ技術（BAT）の世界規模での普及、
②既に着手している高炉と製鉄所所内水素を使った部分水素還元製鉄（COURSE50）の2030年までの実用化と普及、③
COURSE50の発展形として、所外からの水素供給を前提に高炉法を前提とした最大限の水素還元製鉄。④高炉法によら
ない大量かつ安価な外部水素を活用した完全水素還元製鉄、ないしはCO₂の大規模分離回収、固定化・有用化（CCS/U）。
　これら4シナリオは革新技術の開発、実用化・普及により段階的に進むことが想定されるが、シナリオ②まででも
IEA–ETP2017の2℃シナリオ（2060年まで）と整合しており、その後、よりチャレンジングなシナリオ③→④を追求す
ることで、今世紀末までにゼロ・カーボンスチールの実現を目指す。
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Keidanren’s Commitment to a Low Carbon Society & JISF’s Long-termVision for Climate Change Mitigation

Hiroyuki Tezuka （Keidanren）

　　As a mid-term measures to achieve targets set by Japanese NDC under Paris Agreement, major Japanese 
industry sectors voluntarily stipulated “Keidanren’s Commitment to Low a Low Carbon Society” （Phase Ⅰ : 2013–
20/Phase Ⅱ : –2030）, which is consist of 4 Pillars : 1） Emission reduction from Domestic Business Operation, 2） 
Contribution through low carbon products, 3）International Contribution, 4）Development of Innovative technologies. 
 In addition to those efforts, to cope with the long-term goal of Paris Agreement, 67 companies/industry associations, 
who belong to Keidanren, have already developed and announced “Long-term Vision”, and 189 companies/industry 
associations have announced that they have started developing it （as of February 1）.An example of such “Long-term 
Vision” is “Long-term vision for climate change mitigation ～ A challenge towards zero-carbon steel” （November 
2018, Japan Iron and Steel Federation）. The essence of the vision is as follows:
　　Steel is a basic and essential material for modern society. As the economy is growing particularly in developing 
countries, where society is to be more resilient fulfilling SDGs, steel stock per capita shall grow to 10 tons; current 
level in developed countries. As the result, the global total steel stock shall expand from current 29 billion ton to 112 
billion ton by 2100. This expansion of steel stock will increase the availability of recycled end–of–life scraps and, as a 
result, reduce the production of virgin iron from iron ore through carbon reduction process; the major source of CO₂ 
in the industry. This will significantly improve the carbon intensity of steel production, but the total emission shall 
still expand with the steady growth of global steel demand.
　　The Vision sets up 4 Scenarios toward zero-carbon steel: 1）Global scale diffusion of best available energy saving 
technologies, 2）Realization and diffusion of COURSE50 ～ already started partial hydrogen reduction steelmaking 
project using captive hydrogen, 3）Maximum use of hydrogen reduction in blast furnaces using off–site hydrogen, 4）
Complete hydrogen reduction without using blast furnaces, assuming availability of vast cheap hydrogen, and/or a 
massive use of CCS/U for the remaining CO₂ from steelmaking.
　　Those 4 Scenarios are a step–by–step process. Realization of Scenario ① and ② will be consistent with IEA 
ETP–2017 2DS. Then, steel industry will pursue further journey toward the zero carbon steel by pursuing more 
challenging Scenario ③ and ④ .
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脱炭素社会の実現に向けた新たな都市システムの可能性：グローバルからローカルへ

山形 与志樹（国立研究開発法人 国立環境研究所　地球環境研究センター 主席研究員）

　2℃目標を達成する脱炭素化のために、IPCC のこれまでのシナリオでは、二酸化炭素回収貯留付きバイオ燃料生産
技術（以下 BECCS）は有力な技術と考えられてきた。しかしながら、シナリオに描かれている大量のバイオ燃料を生
産するには現在の世界の農地の 3 割近い広大な農地が必要であり食料生産との競合が懸念される。灌漑を行って単収を
高められれば必要な土地を少なくすることができるが、現在の灌漑水量を約 2 倍にする必要があり、持続的な水源と考
えられる河川からでは賄えない可能性が高い。またバイオ燃料作物栽培に森林からの土地利用転換を許容する場合には、
森林の生態系サービスの大幅な劣化がもたらさせる可能性が高い。（Yamagata, 2018）ネガティブエミッションの実現
可能性については、IPCC や IPBES の各種報告書での多面的な検討が進みつつあるが、大規模な BECCS に頼ることは
現実的ではない、Direct Air Capture（DAC）を始めとする多様なネガティブエミッション技術の開発と合わせて、主
に都市における排出側に焦点をあてた革新的な脱炭素化社会の実現シナリオの検討が次期の IPCC に向けて急務となり
つつあるといえよう。
　一方、都市における脱炭素化に向けた最近の研究によって、今世紀中に新たに発展する都市からの炭素排出量の増大
が、最新の省エネ技術の導入が既存の都市で急速に実装された場合でもグローバルには著しく大きくなることが示され
た（Creuzisら, 2016）。このため、われわれの研究チームでは、IoT や AI の技術も活用して脱炭素化を実現する革新的
な都市システムのデザインについての研究に取り組み始めている。（Yamagataら, 2018）

1  Y Yamagata, N Hanasaki, A Ito, T Kinoshita, D Murakami, Q Zhou （2017） Estimating water–food–ecosystem 
trade-offs for the global negative emission scenario （IPCC-RCP2. 6）, Sustainability Science 13 （2）, 301–313

2  F Creutzig, P Agoston, JC Minx, JG Canadell, RM Andrew, C Le Quéré, Y Yamagata （2016） Urban infrastructure 
choices structure climate solutions, Nature Climate Change 6 （12）, 1054

3  Y Yamagata, T Yoshida, D Murakami, T Matsui, Y Akiyama （2018） Seasonal Urban Carbon Emission Estimation 
Using Spatial Micro Big Data, Sustainability 10 （12）, 4472

4  山形 （2018） 和風スマートシティーづくりを目指して、地球儀 70 号 
http://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/70/70.pdf
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New urban systems to realize a decarbonizing society: from global to local

Yoshiki Yamagata（National Institute for Environmental Studies, JAPAN）

　　In order to achieve the 2℃target, biofuel production technology with carbon dioxide capture and storage （BECCS） 
has been considered in the IPCC's scenarios. However, in order to produce a large amount of biofuel in the scenario, 
it is necessary to have nearly 30% of the farmland in the world and competition with food and other ecosystem 
services are concerned. （Yamagata, 2018） Perhaps, we need to further study more about innovative decarbonizing 
scenarios focusing on urban systems to meet an urgent need for the next IPCC. In fact, our recent research showed 
that although we might be succeed in decarbonizing urban areas, the increase in carbon emissions from newly 
developing cities would cancel the efforts （Creuzis et al., 2016）. For this reason, our research team is challanging on 
the design of an innovative urban systems that realizes decarbonization as well as human well-being by employing 
latest Bigdata and AI. （Yamagata et al., 2018）

1  Y Yamagata, N Hanasaki, A Ito, T Kinoshita, D Murakami, Q Zhou （2017） Estimating water–food–ecosystem 
trade-offs for the global negative emission scenario （IPCC-RCP2. 6）, Sustainability Science 13 （2）, 301-313

2  F Creutzig, P Agoston, JC Minx, JG Canadell, RM Andrew, C Le Quéré, Y Yamagata （2016） Urban infrastructure 
choices structure climate solutions, Nature Climate Change 6 （12）, 1054

3  Y Yamagata, T Yoshida, D Murakami, T Matsui, Y Akiyama （2018） Seasonal Urban Carbon Emission Estimation 
Using Spatial Micro Big Data, Sustainability 10 （12）, 4472
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略歴／ curriculum vitae

氏名：信谷 和重 （のぶたに かずしげ）

経済産業省　大臣官房審議官（環境問題担当）
【学歴】 平成  2 年 東京大学法学部卒
 平成  9 年 カーネギーメロン大学院経営学修士取得

【職歴】 平成  2 年 通商産業省入省
 平成 18 年 ジェトロロンドンセンター産業調査員
 平成 21 年 経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課長
 平成 23 年 経済産業省産業技術環境局環境政策課地球環境対策室長
 平成 25 年 経済産業省通商政策局欧州課長
 平成 27 年 中小企業庁長官官房参事官
 平成 28 年 経済産業省貿易経済協力局通商金融・経済協力課長
 平成 29 年 経済産業省通商政策局総務課長
 平成 30 年 大臣官房審議官（環境問題担当）（現職）

Kazushige Nobutani
Deputy Director-General for Environmental Affairs
Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan （METI）
〈Education〉
1990 BA in Law, University of Tokyo
1997 Master of Business Administration, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA
〈Work Experience〉
1990 Joined Ministry of Economy, Trade and Industry （METI）
2006 Director, Industrial Research, JETRO London 
2009 Director, Media and Content Industry Division, METI
2011 Director, Global Environmental Affairs Office, METI
2013 Director, Europe Division, METI
2015 Director, Policy Planning and Coordination Division, 
 Small and Medium Enterprise Agency, METI
2016 Director, Policy Planning and Coordination Division, 
 Trade and Economic Cooperation Bureau, METI
2017 Director, Policy Planning and Coordination Division, Trade Policy Bureau, METI
2018 Deputy Director-General for Environmental Affairs, METI

氏名：茅 陽一（かや よういち）

地球環境産業技術研究機構・理事長
1957 年東京大学卒業、1978 年に同学電気工学科教授、1995 年慶応大学教授。1998 年以来、地球環境産
業技術研究機構・副理事長兼研究所長となり、2011 年に同理事長となり現在に至る。エネルギー環境分
野のシステム工学を専門とし、特に地球温暖化に関心を持つ。IPCC WG3 の 1989 年の第一回会議で彼
により提示された CO₂ 排出をエネルギーの炭素濃度、GDP のエネルギー濃度、及び GDP で表現する式
は茅恒等式として現在よく知られ、エネルギー関連の CO₂ 排出の性向を分析するのに広く使われている。

Yoichi Kaya
President of Research Institute of Innovative Technology for the Earth （RITE）, Japan
He graduated from the University of Tokyo in 1957 and became Professor of Electrical Engineering  
of the University of Tokyo in 1978  and moved to Keio University in 1995. Since 1998 he has been 
Director General of Research Institute of Innovative Technology for the Earth （RITE） and became 
the President in 2011. He is specialized in system engineering in the field of energy and environment, 
and particularly interested in global warming issues. The equation of expressing CO₂ emission in 
terms of carbon intensity of energy, energy intensity of GDP and GDP proposed by him at the first 
meeting of IPCC WG3  in 1989 is now well known as Kaya identity, and widely used in the analysis 
of characteristics of energy related CO₂ emission. 
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氏名：Jim Skea

インペリアル・カレッジ・ロンドンにて持続可能エネルギー分野の教授を務める。研究関心領域はエネル
ギー、気候変動、及び技術革新。現在の主な役割は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第三作業
部会における第 6 次評価サイクルの共同議長である。英国工学・物理科学研究会議（EPSRC）より英国
エスタブリッシュト・キャリア・フェローシップを授与され、2012 年～ 2017 年までは英国研究会議協議
会（RCUK）エネルギー戦略フェローであった。2004 年～ 2012 年にかけては英国エネルギー研究センター

（UKERC）のリサーチディレクター、1998 年～ 2004 年にかけては政策研究所のディレクターを務めた。
経歴全体にわたって、研究、政策立案、及びビジネス間の接点で活動を続けてきた。英国気候変動委員
会においては 2008 年の創設時より 2018 年までメンバーを務め、現在はスコットランドの Just Transition 
Commission の議長である。2017 年 6 月までは、英国のエネルギー産業で働く人々のための専門機関、英
国エネルギー協会の代表であった。 英国の低炭素車パートナーシップ（LowCVP）では設立ディレクター
を務めた。2013 年に持続可能なエネルギーへの活動における大英帝国勲章を、2004 年には持続可能な輸
送への活動における大英帝国勲章を受賞。

Jim Skea is Professor of Sustainable Energy at Imperial College London with research interests in 
energy, climate change and technological innovation. His current main role is as Co-Chair of IPCC 
Working Group III for the 6th assessment cycle. He holds a UK Established Career Fellowship 
awarded by the Engineering Physical Sciences Research Council and was the Research Councils 
UK Energy Strategy Fellow from 2012-2017. He was Research Director of the UK Energy Research 
Centre 2004-12 and Director of the Policy Studies Institute 1998-2004.
He has operated at the interface between research, policy-making and business throughout his 
career. He was a member of the UK Committee on Climate Change from its inception in 2008 
until 2018. He is currently chairing Scotland’s Just Transition Commission. Until June 2017, he was 
President of the UK Energy Institute, the professional body for people working in the UK energy 
industry. He has acted as Launch Director for the UK’s Low Carbon Vehicles Partnership. He was 
awarded a CBE for services to sustainable energy in 2013 and an OBE for services to sustainable 
transport in 2004. 

氏名：秋元 圭吾（あきもと けいご）

平成 11 年 横浜国立大学大学院工学研究科博士課程修了。工学博士。同年 財団法人 地球環境産業技術
研究機構 入所、研究員。主任研究員を経て、平成 19 年、同システム研究グループリーダー・副主席研
究員、平成 24 年 11 月、同グループリーダー・主席研究員、現在に至る。平成 18 年 国際応用システム
分析研究所（IIASA）客員研究員。平成 22 ～ 26 年度 東京大学大学院総合文化研究科客員教授。日本
学術会議連携会員。IPCC 第 5 次および第 6 次評価報告書代表執筆者。総合資源エネルギー調査会 基
本政策分科会委員、産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会委員、中央環境審議会 地
球環境部会 気候変動影響評価等小委員会委員など、政府の各種委員会委員も務めている。エネルギー・
環境を対象とするシステム工学が専門。1997 年 IIASA より Peccei 賞、1998 年電気学会より優秀論文発
表賞、2004 年エネルギー・資源学会より茅奨励賞をそれぞれ受賞。

Keigo Akimoto
Keigo Akimoto was born in 1970. He received Ph.D. degree from Yokohama National University in 
1999. He joined Research Institute of Innovative Technology for the Earth （RITE） to work with the 
Systems Analysis Group in 1999, was a senior researcher in 2003 and the Leader of the Systems 
Analysis Group and an associate chief researcher at RITE in 2007. Currently he is the Leader of 
the Group and a chief researcher at RITE. He was a guest researcher at IIASA in 2006, a guest 
professor, Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo between FY2010 and 
2014, and a Lead Author for the Fifth and Sixth Assessment Report of IPCC. He is an associate 
member at the Science Council of Japan, and a member for several advisory bodies on energy and 
environmental policy for Japanese government including Strategic policy committee, Advisory 
committee for natural resources and energy; and Global environment subcommittee, Industrial 
structure council; Climate change impact assessment subcommittee, Central environment council. 
His scientific interests are in modeling and analysis of energy and environment systems. He received 
the Peccei Scholarship from IIASA in 1997, an award from the Institute of Electrical Engineers of 
Japan in 1998, and an award from the Japan Society of Energy and Resources in 2004.
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氏名：田中 加奈子（たなか かなこ）

1999 年東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻、工学（博士）。英国ティンダル気候変
動研究所、日本エネルギー経済研究所、OECD 国際エネルギー機関を経て、現職は国立研究開発法
人科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター主任研究員。IPCC 第 6 次報告書産業章代表執筆者。
第 3 次から 5 次まで、代表執筆者（技術要約、産業章）、査読編集者（統合報告書）など継続して関
わる。内閣府総合科学技術・イノベーション会議重要課題専門調査会、産業構造審議会地球環境小
委員会、文科省環境エネルギー科学技術委員会、環境省中央環境審議会など国の重要施策に関わる
委員会で委員を歴任。専門は地球環境問題・SDGs、温暖化対策や省エネ・エネルギー効率性向上に
関わる技術、システム、政策の設計と評価、国際戦略提案。共著「電力危機」ほか、学術論文、政
策提案書など多数。

Kanako Tanaka
Research Group Leader/senior researcher, Low Carbon Society Strategy（LCS）, Japan Science and 
Technology Agency（JST）. Lead Author for industry chapter of IPCC 6th assessment report.
Tanaka had been involved in the IPCC process for the 3rd, 4th and 5th Assessment Reports as Lead 
Author, Review Editor, etc. Tanaka has been professionally working as a researcher, analyst and 
project manager for the area of climate mitigation, energy efficiency and sustainable development. 
As an analyst in the IEA, she executed analysis on energy efficiency policy for industry under G8 
Gleneagles Action Plan and provided policy recommendation to G8 summit （2007 and 2008）. She 
also initiated and developed an important project, IEA Energy Management Action Network. At 
LCS-JST, Tanaka had taken a major role in research management for electricity saving program 
at residential sector, future low-carbon society scenario development, and international strategy 
research. 
She has served as a member for significant national meetings, e.g.: National Energy and 
Environment Innovation Strategy （NESTI 2050） Group of Energy Strategy Committee and Expert 
Panel on Important Issues of Council for Science, Technology and Innovation, Cabinet Office; 
Global Environment Subcommittee, Committee on Industrial Science and Technology Policy and 
Environment, Industrial Structure Council; Science and Technology Committee for Environment and 
Energy, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan. She has got a doctor’s 
degree of engineering at the University of Tokyo （chemical engineering）. 

氏名：山口 光恒（やまぐち みつつね）

地球環境産業技術研究機構　参与
1962 年慶應義塾大学卒業、1996 年慶應義塾大学経済学部教授、2006 年～ 2015 年東京大学先端研客員
教授、特任教授を歴任。2012年より地球環境産業技術研究機構兼務。IPCC第三作業部会リードオーサー

（第 3 ～ 5 次報告書）、OECD 貿易と環境合同専門家会議副議長兼日本政府代表等歴任。実現可能な気
候変動対策（編集及び共著・2013）をはじめ著書、論文多数。専門は環境経済学。

Mitsutsune Yamaguchi
Mitsutsune Yamaguchi is an environmental economist and Special Advisor of Research Institute of 
Innovative Technology for the Earth （RITE） since 2012. Professor of Economics at Keio University 
（1996–2006）, Visiting Professor at the University of Tokyo （2006–2015）. He has been a lead author 
of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change （IPCC） for the 3rd, 4th 
and 5th assessment reports for past 20 years, and a Vice Chair of the Joint Working Party on Trade 
and Environment, OECD （until December 31, 2016）, and also had hold prominent positions such as a 
member of several committees on climate change of the Government. He has published many books 
and papers.
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氏名：手塚 宏之（てづか ひろゆき）

JFE スチール（株）技術企画部理事　地球環境 Gr. リーダー
経団連　環境安全委員会　国際環境戦略 WG 座長
東京大学工学部物理工学科卒。MIT スローン経営大学院で MBA 取得。
日本鋼管（現 JFE スチール）入社後、製鉄所の制御システム開発、新素材事業の立ち上げなどに従事。
総合企画部を経てワシントン事務所長、米ナショナルスチール社経営管理部長として８年にわたり米国勤
務。07 年から気候変動、環境エネルギー問題を担当し、温暖化対策、環境エネルギー政策分野で内外の
活動に従事。世界鉄鋼連盟環境委員長、日印鉄鋼官民協力会合議長、日本鉄鋼連盟エネルギー技術委員長、
国連「緑の気候基金（GCF）」民間セクターアドバイザーグループ委員などを務めている。執筆論文に「COP21
パリ協定の意味するもの」（月刊環境管理 2016 年 2 月号）、LSE での共同論文に「The Hartwell Paper; A 
new direction for climate policy after the crash of 2009」（2010）、「The Vital Spark; Innovating Clean 
and Affordable Energy for All」（2013）がある。

Hiroyuki Tezuka
General Manager, Climate Change Policy Group
Technology Planning Dept. JFE Steel Corp.
Chairman, Working Group on International Environmental Strategy, KEIDANREN
Mr. Tezuka is General Manager, Climate Change Policy Group at JFE Steel Corporation, and 
the Chairman of Working Group on International Environmental Strategy, KEIDANREN 

（Japan Business Federation）.　He joined NKK Corporation （now JFE Steel Corporation） as a 
system control engineer in a steel works, then has been in charge of various positions including 
the head of Washington DC office, Director at National Steel Corporation in USA, and Deputy 
General Manager at Corporate Planning Department.  Since 2007, Mr.Tezuka has been in 
charge of Climate Change, environment and energy policy issues.  He chairs the Environmental 
Committee at worldsteel Association and Energy Technology Committee at Japan Iron and 
Steel Federation.  He also chairs the Public & Private Collaborative Meeting between Indian 
and Japanese Iron & Steel Industry, and a member of Private Sector Advisory Group at Green 
Climate Fund.  He has been contributing in various papers including, “The Hartwell Paper; 
A new direction for climate policy after the crash of 2009” （LSE, 2010）, “The Vital Spark; 
Innovating Clean and Affordable Energy for All” （LSE, 2013）.  Mr.Tezuka received MBA from 
Massachusetts Institute of Technology and BE on Applied Physics from The University of Tokyo.

氏名：山形 与志樹（やまがた よしき）

1985 年、東京大学教養学部卒業。総合文化大学院学術博士。現在、国立環境研究所において、主に気
候変動にレジリエントな土地利用シナリオ構築に関する研究に従事し、国際的研究プラットフォーム
Future Earth の GCP 国際オフィス代表として、都市と地域の炭素管理研究（URCM）を国際的を推進。
IPBES や IPCC の土地利用関係報告書の執筆に Lead Author（LA）や Review Editor（RE）として参
加し、次期 IPCC では新たに WG3 に設定された建築と交通を組み合わせた都市システムを担当する LA
に着任。現在、スマートシティーの都市システムデザイン研究に取り組み中。その他、本学術会議連携
会員（環境）、IIASA 客員研究員、統計数理研究所客員教授等を併任し、これまで東京大学、筑波大学、
北海道大学、慶応大学、早稲田大学、上智大学ほかで関連するテーマに関する講義を担当。

Yoshiki Yamagata 
YOSHIKI YAMAGATA graduated from the University of Tokyo （PhD in System Science） in 1985. 
Since 1991, he is at the National Institute for Environmental Studies （NIES, Japan）. He is studying 
about climate risk assessment as principal researcher at the Center for Global Environmental 
Research. Over two decades, he has coordinated international projects as the Head of Global Carbon 
Project （GCP） Office at NIES. He is also affiliated at International Institute for Applied Systems 
Analysis （IIASA, Vienna） and the Institute of Statistical Mathematics （ISM, Tokyo） as visiting 
professor. He also serves as editorial member for “Applied Energy” and “Environmental Planning 
B” journals. His recent research topics include: Decarbonization, Urban analytics, Smart community 
design. He has published over 200 journal papers and books. Recently, he is nominated as the Lead 
Author for next IPCC （Urban systems chapter）. Especially, collaborating with Georgia Tech. and 
Univ. of Tokyo, he has been organizing a series of Urban Systems Design workshops （studios） for 
Tokyo over the last 3 years.
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The Panel 

• The Panel makes major decisions at Plenary Sessions of government 
representatives 

• 195 members who send government representatives 

• Plenaries are also attended by observer organisations (currently 152) 



The Working Groups 

• The IPCC is organised into 3 Working Groups and a Task Force 

• Each Working Group has a Bureau, which is the elected scientific 
leadership 
• WG III Bureau is composed of 2 Co-chairs and 7 Vice-Chairs  

• Assisted by Technical Support Unit which provides scientific, technical 
and organisational support to the Bureau 



What is the IPCC writing  
and review process? 

Source: Adapted from IPCC, 2013 

Leading author meetings (LAMs) 



1) The Special Reports 

Main Products during the AR6 cycle 

Special Report on Global Warming of 
1.5°C (SR15) 

Special Report on Climate 
Change and Land (SRCCL) 

Special Report on Ocean and 
Cryosphere (SROCC) 

Approved  

October 2018 

Approval  

August 2019 

Approval  

September 2019 



 

2) A methodology report (inventories) 

 

 

 

 

3) Three Working Group reports 

 

 

 

                4) A Synthesis  Report 

 

Main Products during the AR6 cycle 



8 

SPM3a| 
SR1.5:  

 

CO2 emissions need to fall by ~45% by 

2030 on the path to limiting global 

warming by 1.5 °C;  

 

CO2 emissions need to fall to “net 

zero” by mid-century to limit global 

warming to 1.5 °C 

 

Source: IPCC 



9 

SPM3b| 
SR1.5:  
 

There are multiple mitigation pathways 

compatible with 1.5 °C warming  

Source: IPCC 



Government questionnaire:  
priority topics for WG III  
Policy relevant information on the Paris Agreement goals (well below 2°C, efforts to 

achieve 1.5°C, climate neutrality); anticipate the global stocktake; transformation 

pathways to meet 2°C and 1.5°C; social + financial + technological + sectoral + 

regional implications of pathways  

19  

Geo-engineering, including limits, negative emissions  7  

The role of short-lived climate pollutants and other benefits  6  

Options for decarbonization pathways, including solutions from business  6  

Links between climate change and SDGs 5  

Technological, economic, social, and institutional barriers to realizing mitigation 

targets and benefits from carbon offset mechanisms  

4  

Opportunities, challenges, barriers and co-benefits of climate change mitigation 

policies and measures 

3  

Impacts on land-use change, including ecosystem restoration, biodiversity and 

ecosystem functions and services 

3  



Challenges for AR6 

 

 

 

AR5 achieved a systemic view of mitigation opportunities. But there is a need to 

include a wider range of approaches in the assessment, including national and 

regional modelling as well as global models.  

Challenges for AR6: 

• To assess the linkages between high-level climate stabilization goals and 

scenarios on the one hand and the practical steps needed in the short- and 

medium-term to make the realisation of these goals possible 

• To make greater use of social science disciplines, in addition to economics, 

especially for gaining insight into issues related to lifestyle, behaviour, 

consumption, technological choices and socio-technical transitions.  

• To link climate change mitigation better to other agreed policy goals nationally 

and internationally (e.g. the Sustainable Development Goals - SDGs). 

 



AR6 scoping Meeting (1-5 May 2017) 
 

• Structured bottom-up process: no draft outline to start the meeting. 

• Outline emerged over the course of the week through interactive series of 
discussions. 

To better inform the scoping of AR6, an expert meeting was held in advance 

of the meeting to address some of the specific challenges identified for AR6. 



Outline approval: 46th session of the IPCC in Montreal 
(September 2017) 



15. Investment and finance 
16. Innovation, technology development and transfer 

5: Demand, services and social aspects of mitigation 
6: Energy systems            9. Buildings 
7. Agriculture, Forestry, and Other Land Uses 10. Transport 
8. Urban systems and other settlements    11. Industry 
12. Cross sectoral perspectives 
 

Agreed outline of WG III AR6  
Framing (1 chapter) 

High-level assessment of emission trends, drivers 
and pathways (3 chapters) 

Sectoral chapters (8 chapters)  

Institutional drivers (2 chapters) 

Synthesis (1 chapter) 

17. Accelerating the transition in the context of sustainable 
development 
 

13. National and sub-national policies and institutions  
14. International cooperation 
 

1. Introduction and framing 
 

2. Emissions trends and drivers 
3. Mitigation pathways compatible with long-term goals 
4. Mitigation and development pathways in the near- to mid-term 
 

Set up sustainable development as 
key framing concept 

Balancing sources and sinks/warming 
levels 

NDCs, emissions peaking, mid-
century long-term low greenhouse 

gas emission development strategies  

Orients sectors to human needs 

The sectoral core: maps on to 
inventories 

Financial flows + technological 
innovation 

Synthesis sustainable development in 
different geographical scales 

Financial and technological drivers (2 chapters) 

Responses not captured by sectoral 
framing 

Institutions, policies and cooperation 



• Energy services, energy systems and energy sector, integrations with other systems 
(including food supply system, buildings, transportation, industrial systems) 

• Energy resources (fossil and non-fossil) and their regional distribution 

• Global and regional new trends and drivers 

• Policies and measures and other regulatory frameworks; and supply and demand systems 

• Fugitive emissions and non-CO2 emissions 

• Global and regional new trends for electricity and low carbon energy supply systems, 
including deployment and cost aspects. 

• Smart energy systems, decentralized systems and the integration of the supply and demand 

• Energy efficiency technologies and measures 

• Mitigation options (including CCS), practices and behavioral aspects (including public 
perception and social acceptance) 

• Interconnection, storage, infrastructure and lock-in 

• The role of energy systems in long-term mitigation pathways 

• Bridging long-term targets with short and mid-term policies 

• Sectoral policies and goals (including feed-in tariffs, renewables obligations and others) 

• Mainstreaming climate into energy policy 

 

Chapter 6: Energy systems 
Sectoral 

chapters 



Breakdown of WG III AR6 authors  



Countries nominating 

 

53 individuals 

Japan: 
67 nominations 
14 selections 



How to get involved in AR6: Report writing process 

 

Coordinating Lead Author 

Lead Author 

Review Editor 

Contributing Author 

 

Expert Reviewer 



How to get involved in AR6: Meetings, workshops   



How to get involved in AR6: Produce the literature 



Timeline for WGIII contribution to AR6 

26-28 April 2017        Expert Meeting on Mitigation, Sustainability 

   and Climate Stabilization Scenarios 

1-5 May 2017         AR6 Scoping Meeting  
    

6-10 Sept         Panel consideration of outline for AR6  
  

15 Sept – 27 Oct 2017   Call for CLA/LA/RE Nominations  

 

29-30 Jan 2018        Decision on selection of CLA/LA/RE  
   

1-5 Apr 2019        1st Lead Author Meeting (LAM1, Edinburgh)  

 

30 Sep – 4 Oct 2019       2nd Lead Author Meeting (LAM2)  
   

9 Dec 19 – 31 Jan 20      1st Order Draft (FOD) Expert Review  
   

30 Mar – 3 Apr 3 2020   3rd Lead Author Meeting (LAM3)  
   

1 Jun – 24 Jul 2020        2nd Order Draft (SOD) Expert Review  
   

19-23 Oct 2020         4th Lead Author Meeting (LAM4)  
   

1 Feb – 26 Mar 2021     FGD Government Review of SPM  
   

12-14 Jul 2021         IPCC acceptance/adoption/approval 
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Jim Skea 

Co-Chair, IPCC Working Group III 
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1.5℃排出経路および緩和費用と 

低エネルギー需要社会実現のインパクト 

気候変動の緩和策について考えよう 

－IPCC 1.5℃特別報告書と第6次評価報告書－ 

2019年3月6日 

(公財)地球環境産業技術研究機構（RITE） 

   システム研究グループ グループリーダー 

 秋 元 圭 吾 
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累積排出量と気温上昇の関係および気候感度の不確実性 

出典）IPCC AR5 統合報告書 

【長期のビジョン】 累積排出量と気温上昇には線形に近い関係が見られる。CO2排出に対する気温

応答は減衰に非常に長い時間を要する。すなわち、いずれのレベルであろうとも、気温を安定化しよ
うとすれば、いずれはCO2の正味ゼロに近い排出が必要。長期的には正味でCO2排出をゼロに近づ
けていくことは重要（時間スケールの問題は残る） 
【現実におけるとるべき方策】 一方、気候感度には大きな不確実性あり。長期でCO2正味ゼロ排出に
近づけていく過程は大きな排出経路の幅が存在し得る。総合的なリスクマネジメントが重要。 

平衡気候感度（likely(>66%)レンジ）
（括弧は最良推計値もしくはmedian等）

IPCC WG1 第４次(AR4)以前 1.5～4.5℃（2.5℃）

IPCC WG1 第４次(AR4) (2007) 2.0～4.5℃（3.0℃）

IPCC WG1第５次(AR5) (2013) 1.5～4.5℃（合意できず）

IPCC WG3 第５次(AR5) ｼﾅﾘｵ
気温推計（MAGICCﾓﾃﾞﾙ） (2014)

2.0～4.5℃（3.0℃）

“likely”レンジが同じ

便宜上、第４次の
評価をそのまま利用

気候感度（濃度倍増時の気温上昇）推計の変遷（IPCC） 

WG3 AR5の気候感度の確率密度関数 

出典：J. Rogelj et al., 2012 



3 

2℃および1.5℃目標と整合した排出シナリオ 

ー想定シナリオの位置づけー 

2100年の等価CO2

濃度カテゴリー
（ppm CO2eq） 

サブカテゴリー 

2050年世
界排出
（2010年
比） 

2100年気温
（℃、1850-

1900年比） 

21世紀中に当該気温
（1850-1900年比）を
超えない確率 

1.5℃ 2.0℃ 

[0] <430 

 

極めて限定的な数の分析報告しか存在しない 

（AR5シナリオデータベースへの登録はなし） 
50%以上* 

[1] 450 (430-480) ― -72～-41% 
1.5～1.7℃ 

(1.0～2.8) 
66%以上 

[2] 500 (480-530) 

[2a] 530 ppm 

CO2eqを超えない 

  

-57～-42% 
1.7～1.9℃ 

(1.2～2.9) 

50%以上 
[2b] 2100年までの間

に530 ppm CO2eq

を一旦超える  

-55～-25% 
1.8～2.0℃ 

(1.2～3.3) 

[3] 550 (530-580) 

[3a] 580 ppm 

CO2eqを超えない 

  

-47～-19% 
2.0～2.2℃ 

(1.4～3.6) 

[3b] 2100年までの間

に580 ppm CO2eq

を一旦超える  

-16～+7% 
2.1～2.3℃ 

(1.4～3.6) 

21世紀中に当該気
温（1850-1900年比）
を超えない確率* 

1.5℃ 2.0℃ 

66%以上 

50%以上 

66%以上 

50%以上 

IPCC第４次（＝WG3 第５次 

およびSR15） の気候感度 

(2.0-4.5℃、最頻値3.0℃) 

IPCC WG1第５次＋第３次  

の気候感度(1.5-4.5℃、 

最頻値2.5℃) 

出典）IPCC AR5;  *はRITEによる概算 
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気候感度の不確実性によるGHG排出量推移 

- 気候感度の0.5℃程度の違いで排出経路にかなり差異が生じる。 

注）一旦ネガティブCO2排出となる経路も含めて、いずれの排出経路もCO2では2300年にはほぼ排出ゼロ 
 

出典）MAGICC、DNE21+を用いてRITEにて試算 
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2100年2.0℃_気候感度2.5℃

（オーバーシュート）

2.0℃安定化_気候感度3.0℃

2.0℃安定化_気候感度3.4℃

2100年1.5℃_気候感度3.0℃

（オーバーシュート）

2100年1.5℃_気候感度3.4℃

（オーバーシュート）

実績

2020年以降の約束草案を踏まえた排出

見通し（119か国INDC考慮（RITE H27

年度評価））
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1.5℃に向けた取り得る様々な排出経路 

気候感度の不確実性がないと仮にしても、1.5℃目標達成には様々な気温経路および排出経路が
考えられる。 

出典）IPCC 1.5℃特別報告書（第1章） 



出典）電中研筒井、https://criepi.denken.or.jp/jp/env/research/eetw/201812.html 

- カーボンバジェットに関しての不確実性は相当大きく（まして2℃や1.5℃のような厳し

い排出削減（小さなカーボンバジェット）においては相対的に不確実性の影響が大きく
なる）、バジェットで排出を管理しようとするリスク管理は意味が乏しいと言わざるを得
ない。 

6 

1.5℃目標に対する残余カーボンバジェットの比較 

1.5℃目標に対する残余カーボンバジェット（単位：GtCO2） 
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大幅排出削減（1.5℃シナリオ）の排出削減シナリオの類型化 

出典）IPCC 1.5℃特別報告書(SPM) 

最終エネルギー需要 
小 大 

SSP1 SSP2 

（中位シナリオ） 
SSP5 SSP1よりも更に小さい 

エネルギー需要シナリオ 

炭素価格大（炭素リーケージ
を防ぐためにも排出削減の
強力な国際協調が不可欠） 
気候リスク対応のためCDR 

（CCS, BECCS, DACS等）
技術も大規模に利用 

炭素価格小（排出削減の国
際協調が緩やかでも民間主
導で対策が進展） 
エンドユースの技術革新に
より経済自律的にエネルギ
ー需要が大きく低下 

 全体のリスクマネージメントが重要であり、各
技術に役割有。 

 一方、エンドユースの技術革新とそれによるエ
ネルギー需要低下の可能性とその気候変動
対策全体への効果について注目すべき（P1） 

グロスゼロ排出 

ほぼゼロだが 

若干正の排出 

21世紀前半の 

排出に対する調整 

のためBECCS 

ほぼゼロだが 

若干正の排出 
ほぼゼロだが 

若干正の排出 
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1.5℃排出削減におけるシナリオ形態別の対応オプション 

出典）IPCC 1.5℃特別報告書（第2章） 

P1 P4 P3 P2 
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1.5℃排出削減におけるシナリオ形態別の 

CDR （Carbon Dioxide Removal）の寄与 
出典）IPCC 1.5℃特別報告書（第2章） 

P1 P4 P3 P2 

いずれのシナリオでもグロス
ゼロ排出は技術的、コスト的
に難しいと見ており、CDRで
キャンセルアウト 

P1（LED）シナリオでは、
CCS, BECCSが想定さ
れていない。（モデル計
算結果としてではなく、
前提条件として⇒この
扱いが妥当かは議論の
余地あり） 

気温のオーバー
シュートが大き
いことを意味 
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CDR（Carbon Dioxide Removal）のコストとポテンシャル 

（2050年時点） 

- BECCSで50～250 $/tCO2程度、年間3～11 GtCO2/yr程度と推計 

- 植林は数ドル～100 $/tCO2程度、年間1～5 GtCO2/yr程度と推計 

- 2100年に向けて、人口低下、生産性の向上が見込まれると、更にコスト低下、ポテンシャル増の推
計も  

出典）IPCC 1.5℃ 

特別報告書（第4章） 

土壌炭素固定 

大気直接回収貯留 

バイオマスCCS 

植林 

風化促進 

海洋アルカリ化 
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社会経済シナリオ別のモデル分析の実行可能解 

6つのモデルによる評価結果 

SSP1以外では、1.5℃では解が得られなかったモデルも多い。 
出典）Carbon Brief 

1.5℃相当 
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1.5℃、2℃シナリオのCO2限界削減費用（炭素価格） 

出典）IPCC 1.5℃ 

特別報告書（第2章） 

P1 

P2 

P3 

P4 

P1（低需要シナリオ）：150 $/tCO2程度 P2, P3, P4：400 $/tCO2以上 

注）IPCC SR1.5では、1.5℃目標の炭素価格は、2℃目標の炭素価格の3～4倍程度と評価されている。 
（ただし、解が得られたモデルでの比較であり、1.5℃目標では解が得られなかったシナリオ分析も多いことに留意が必要） 

 P1（低需要シナリオ）ではかなり限界削減費用（炭素価格）が低く実現できる可能性は示されている。 

P1：300 $/tCO2程度 

P2,3,4：1000～2000 $/tCO2程度 

（245～13000 $/tCO2） 

基本的に費用最小化時の推計。 

現実には実行不可能と思われる 

水準。 
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2℃目標の温暖化緩和コストと経済影響（IPCC AR5） 

- CO2限界削減費用（炭素価格）は、430-530 ppm CO2eqシナリオの場
合、2100年では約1000～3000 $/tCO2（25-75パーセンタイル）、全ﾓﾃﾞﾙ
では150～8000 $/tCO2程度が推計。 

- 世界GDPは4～10%程度（25-75パーセンタイル）の損失と推計 

2℃目標相当 2℃目標相当 

出典）IPCC 第5次評価報告書 
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NDCsのCO2限界削減費用推計 

- 約束草案NDCsの排出削減費用は各国間で大きな差異あり。もしNDCsで期待できる世界全体での排出削減を費
用最小化（限界削減費用均等化）で実現できるとすれば、RITEモデルでは限界削減費用6$/tCO2で済む。また、
2030年時点の総削減費用は費用最小化に比べ6.5倍程度高い。 

- 通常の長期モデル分析では、世界での費用最小化時の費用を推計しており、現実の費用はもっと大きい（実際には
国内対策も費用最小化では達成できず、各国の費用も現実にはもっと大きい可能性あり）。 

Source: J. Aldy et al., Nature Climate Change, 2016 

Source: K. Akimoto et al., Evol. Inst. Econ. Rev., 2016 

2025-30年平均値 
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スイス

CO2限界削減費用（$/tCO2）

米国 (2025)

2030年（米国のみ2025年） 
【世界GDP比削減費用】 NDCs:0.38%、最小費用：0.06% 

最小費用（限界削減費用均等化）：6$/tCO2 
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日米欧NDCsのCO2限界削減費用（各種制約による差） 

0
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O
2
)

I. 米国 II. 欧州 III. 日本

I-a

III-a

I-a: -26%; 最小費用

I-b: -28%; 最小費用

I-c: -26%; 発電部門がCPPに

従った場合の非発電部門

の限界削減費用

I-d: -28%; 発電部門がCPPに

従った場合の非発電部門

の限界削減費用

I-b

II-a: 最小費用

II-b: ブレグジット（英国が-40%

に留まる場合の英国以外

の限界削減費用）

II-c: ETS部門での排出削減が

計画に従った場合、非ETS

部門での限界削減費用

III-a: 最小費用（ただし原子力

比率は20%が上限の場合）

III-b: 最小費用（ただし原子力

比率は15%が上限の場合）

III-c: 電源構成を含むNDC目標

（原子力比率20%の場合）

III-d: 電源構成を含むNDC目標

（原子力比率15%の場合）

I-c

I-d

II-a

III-c

III-d

III-bII-b

II-c

Source: RITE DNE21+

モデルによる推計 

- 各国の対策について、現実には、社会的な制約や、政治システム的な制約などもあり、費用最小とな
る効率的な対策をとることは容易ではない。 

- 通常の長期モデル分析で示されるような費用で排出削減はできず、ずっと大きな費用が必要となる
可能性も高い。 



CO2 

排出量 

炭素 

価格 

ベースラインシナリオ 

（SSP5やSSP2のような世界） 

気候変動政策シナリオ 

炭素価格（限界削減費用） 

- 現実世界においては、 高い明示的な炭素価格をつけるようなことは非現実的（世界で高い炭素価

格で協調することは不可能であり、一方、国際協調無しに高い炭素価格付けを行えば、製造業は産
業移転を起こし、炭素排出は他国にリーケージを起こし、温暖化抑制効果は期待できない）。 

- 高くない（暗示的もしくは明示的な）炭素価格であっても（２次エネルギー価格の世界的な協調を含
め）結果として、排出が大幅に減るように誘発するような技術、社会の大幅なイノベーションが起こら
なければ、現実世界では大幅な排出削減は不可能と考えられる。 

モデル分析による典型的シナリオ:  
通常の技術進展の想定 

CO2 

排出量 

炭素 

価格 

ベースラインシナリオ 

（SSP1やより一層自律的に需
要低下する世界） 

気候変動政策シナリオ 

暗示的もしくは明示的炭素価格/ 

限界削減費用 

技術、社会の広範な
イノベーションにより 

現実社会で要求される世界: 
技術革新がより大きく誘発、実現される必要あり 
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モデル分析によってIPCC等で通常示される大幅排出削減 

シナリオと現実社会でよりあり得る大幅排出削減シナリオ 

（追加的費用） 
（追加的費用） 



5 Watts

2.5 Watts

449 Watts

72 Watts

Power

Stand-by

energy use

75 kWh

0.1 kg 1706 kWh

26 kg

Embodied energy

Weight

17 

IT, AI等のエンドユース技術の革新と社会変化 

• 社会はエネルギー消費を目的にエネ
ルギーを消費しているわけではない。
製品・サービスが効用増をもたらすた
め、それに体化されたエネルギーを消
費しているに過ぎない。 

• 効用増をもたらす製品・サービスの展
開は急速な場合が多く、それに付随し
たエネルギー・CO2排出低減は急速に
なる可能性あり。 

出典：IIASA 

 

完全自動運転等で、AI, IoTの革新が

社会変化を誘発し、エネルギー効率
向上をもたらす機会は多く存在 

例えば自家用車の稼働率
は5%前後であり、完全自
動運転でシェアリングとな
れば大きな変化がもたら
され得る。 
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低エネルギー需要をもたらす技術イノベーションは 

エネルギー供給サイドの技術選択に柔軟性をもたらす 

出典）IPCC 1.5℃特別報告書（第2章） 

- 高エネルギー需要の下では、1.5℃以内を達成しようとすれば、BECCS等に頼ることが不可欠になっ
てしまう。 

- 低エネルギー需要の下では、CO2限界削減費用も低下し、エネルギー供給サイドの技術選択に柔軟
性がもたらされる。 



19 

IPCC WG3 AR6の構成（Co-vice chair: Diana Urge-Vorsatz 氏資料より） 

AR6で特に新しい 

とされている章 



緩和と持続可能な発展指標（SDGs）の関係性 
20 

- 1.5℃目標を達成すると、
SDGsにトレードオフよりもシナ

ジーが多いように受け取れる図
の整理となっている。 

- しかし、大幅な費用が発生す
る緩和策をとれば（2100年の
限界削減費用は245～13000 

$/tCO2）、所得が減少し、結果、
SDG 1（貧困）やSDG 2（飢餓）

などにネガティブな影響がある
はずだが、図には、そのネガ
ティブ影響は表示されていない。 

- スコアリングは文献の数を基

にしていたり、また、それは
1.5℃とは異なる気温水準の評

価結果を利用していたり、あま
り学術的な整理となっていない。 

出典）IPCC 1.5℃特別報告書（SPM） 



IPCCのSR15の解説としてのCOP24でのプレゼン資料 

“is not impossible”はSR15で
の記載のニュアンスと異なる。 

影響被害面だけからの知見だが、その明記がない。 
SPMでは、”This excludes the costs of mitigation, adaptation investments and the benefits of adaptation.”と記載 

COP24プレゼン資料全体として、緩和費用に関する記載が一切なされていない。（SR15には、一応は
SPMにも記載があるものの） 
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1.5℃排出目標の実現可能性 

- 実現可能性については、様々なレベルでの実現可能性があり、1.5℃が実現可能か、不可能かは一
概に言うことはできない。（第1章ES：”There is no single answer to the question of whether it 

is feasible to limit warming to 1.5 C and adapt to the consequences.”） 
- しかし、緩和費用の推計結果からは、極めて難しいというのが現実である。（ただし、IPCCは、”not 

policy prescriptive”の制約の下で、それを率直に伝えることはできない制約がかかっている。） 

出典）IPCC 1.5℃特別報告書（第4章） 
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IPCCの課題 

 IPCC報告書は査読論文を基本としている。  

 IPCCの原則は”not policy prescriptive but policy relevant”  

 これら原則自体は必ずしも不適切とは思わないが、一方、これら原則
によって、現実の経済的、社会的、政治的制約を踏まえた、現実社会
で実現性の高い解決策を提示しにくい面もあり、IPCCの有する課題
と言える。  

 費用便益分析は困難であるとしても、影響被害、適応費用、緩和費用
の総合的なリスク分析の結果として、より妥当性の高い排出削減の対
応方策が見えてくる。また、総合的な分析は、不確実性が大きく、明
確なことが言えない場合は、無理な記述をせず、それを率直に認め、
正しく伝わるような記述を行うことが重要（特にアウトリーチ）。 

 原子力については温暖化対策として重要にも関わらず、IPCCはこれ
まで避けている感がある。総合的なリスク対応として幅広いオプショ
ンの検討が重要。 

 需要サイドのイノベーションの可能性と、その部門横断的な排出削減
および排出削減費用への影響の評価は、今後、研究の拡大が大変重要。 



付録 
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共有社会経済パス（SSPs）の概要 

技術進展：低; 

人口：低; 

GDP：低 

技術進展：大;  

大規模技術の社会的
受容性：低;  

人口：低; GDP：高 

ガバナンス：低; 

化石燃料価格の地域間
格差：大 

化石燃料価格：低; 

化石燃料資源量：大; 

GDP：かなり高い 

SSPs: Shared Socioeconomic Pathways 

中位 
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IPCC報告書における産業界への期待

2019年3月6日

IPCC第6次評価報告書第三作業部会第11章「産業」Lead Author

国立研究開発法人科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 主任研究員

田中加奈子

IPCCシンポジウム
気候変動の緩和策について考えよう

－IPCC 1.5℃特別報告書と第6次評価報告書－

気候変化をとりまく動的システム

気候変化
（気温、海水面、降雨、

異常気象など）

GHG排出と
濃度上昇

人間と自然システム
への影響

人類の
社会的・経済的

発展

適応

適
応

緩
和

原図：IPCC 気候変化2001

タイムラグ
小～大

タイムラグ
小～大

タイムラグ
小

タイムラグ
小

タイムラグ
大

タイムラグ
大

タイムラグ
小～大

タイムラグ
小～大

田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月

産業活動は
原因にも対策にも
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IPCC報告書の変遷 産業界からの貢献

横断的課題への対応 黎明混乱期 認知実践期 徹底実践期

統合報告書

第一次
1990

気象の科学

第二次
1995

気象の科学

適
応
・
緩
和
の

技
術
的
側
面

第三次
2001

気象の科学

適応策

緩和策

第四次
2007

気象の科学

適応策

緩和策
イシュー別 ＋部門別

第五次
2014

気象の科学

適応策

緩和策

統合報告書 統合報告書

気象の科学

適応策

緩和策

統合報告書

第六次
2022

産業の専門家
会合２回

実質的参加

影響

経
済
社
会
的
側
面

コスト、障壁、政策…
エネルギー、建物、産業、交通…

田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月

IPCC報告書の章における「産業」の取り扱い

鉄鋼、セメント、化学、
紙・パルプ、非鉄金属、
食品、繊維・皮革、
採掘 など

電力、ガス

建設、
電化製品、機械など
器具製造

自動車、船舶など輸
送用機械器具製造

エネルギーの章

産業の章

建物の章

運輸の章

製品・サービスの
利用の場として…

組立産業として…

田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月
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産業部門による直接・間接排出も増加

産業部門の直接・間接
排出総量は増加

＞建物・交通部門

地球GHG排出の30％

1990:42％がOECD

2010:52％が非OECD
アジア, 25%がOECD

アジアの影響が増加

直接排出

熱と電力による間接排出

原図：IPCC AR5, WG3, Chapter 10田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月

10.4 13.0 15.5

IPCC（2014）AR5第３作業部会産業章

• 対象とした産業

• 鉄鋼、セメント、化学、紙・パルプ、非鉄金属、食品、繊
維・皮革、採掘、サービス産業（旅行）、廃棄物

• 産業のエネルギー効率や直接的なGHG削減方策のみ
に焦点を当てるのではなく、

• 他業種、他部門との関連性（システム）：メソスケール
（２，３の会社の組み合わせ）からマクロレベル（企業と
自治体、他部門間など）

• サプライチェーン全体からみた緩和策の可能性

• 茅恒等式をベースにした式をもとに議論

田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月
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IPCC 産業部門の５つの主要なGHG削減オプション

原料
生産
原料
生産

素材
産業
素材
産業

組立
建設
組立
建設

廃棄
産業
廃棄
産業

原料
生産
原料
生産

素材
産業
素材
産業

組立
建設
組立
建設

製品
利用
製品
利用

国内,
域内

国外, 
域外,

廃棄廃棄

ストック

エネルギー章 建物、交通の章

エネルギー章

下流

下流

エネルギー
エネルギー由来排出
プロセス排出

原図：IPCC AR5, WG3, Chapter 10
田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月

参考…日本産業界：経団連より2018
年11月に「グローバル・バリュー
チェーンを通じた削減貢献」発表

 
G 

G

E


E

M


M

P


P

S
 S

IPCC AR5, WG3, Chapter 10より作成田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月

消費エネルギー
あたりの排出量

生産量あたりの
エネルギー消費量

ある製品の量
を得るために
必要な生産量

その製品を利用する
ことにより得られる
サービスのために必
要な製品の量

製品を利用する
ことにより得ら
れるサービス

CO2 =
CO2

E
×

E

GDP
×

GDP

人口
×人口

GHG排出の要因
～茅恒等式の応用
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IPCC AR5, WG3, Chapter 10より作成田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月

燃料転換、低炭素
電力、水素還元利
用、CCSの利用

加熱炉の断熱、プロセ
ス統合、物質リサイク
ルの増加

金属打ち抜き加
工時収率向上、
溶解せずに構造
物鉄鋼を再利用、
軽量設計

カーシェアリン
グ利用、建物の
利用率向上

個別交通から公共
交通へのシフト、
長寿命化と新規デ
ザイン

例えば・・・

CO2 =
CO2

E
×

E

GDP
×

GDP

人口
×人口

GHG排出の要因
～茅恒等式の応用

AR5産業章の主要メッセージ 1/2
• 短期的、中期的にみてGHG緩和に大きく貢献するのは

エネルギー効率と行動の変化

– BATの普及、設備の刷新や入れ替えにより、産業部門のエネ
ルギー強度は、現在のレベルから約２５％直接削減可能

– 追加およそ２０％のエネルギー強度の削減は、技術革新に
よって実現

– Non-CO2ガス排出にも大きな削減機会がある

• 長期的には、電力の低炭素化、急進的な製品革新（セ
メント代替など）、CCSなど

• システム的アプローチや企業や部門を超えた協力的
活動がよい

– エネルギー・物質消費を減らし、GHG排出も減らす

IPCC AR5, WG3, Chapter 10より作成田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月
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AR5産業章の主要メッセージ 2/2

• 物質効率、製品・サービス効率、需要削減は

– 緩和策としての実施が少ない

– 需給側ともに緩和インセンティブが少ない

• 複数の政策が有効

– 情報プログラム、経済的手法、規制、自主的活動など

• 廃棄物管理が重要

– 量の削減、再利用、リサイクル、未利用エネルギー利用

• 課題

– 利用可能なデータの質、不確実性、不完全性

IPCC AR5, WG3, Chapter 10より作成田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月

燃料・
電力

プロセス

プロセス プロセス

全体からの熱
損失燃料・

電力

プロセス

プロセス プロセス

全体からの熱
損失

新規
プロセス

新規プロセ
スへの転換

熱損失
の軽減

熱損失

熱を他プロ
セスで利用

プロセス

プロセス

新しい技術への転換、
古くなった設備の更新

原材料・
燃料

再利用、リサイ
クル資源利用

生産

生産

生産性
の向上

省エネ技術方策

改良後

プラント

ものづくり（産業）における
省エネ技術方策

出典：K.Tanaka, Energy Policy, 20田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月
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産業部門の省エネ政策

AR5 Figure 10.15, (original) Tanaka(2011), Energy Policy,39,6532–6550

規制的手法

経済全体産業全体企業工場工程機器

協定

経済的手法

直接投資

情報プログラム

レベル

直接財政的支援

規制
効率基準 エネルギー管理

エネルギー管理

省エネ目標

ベンチマーク基準

ベンチマーク目標

エネルギー・炭素税

免税、減税

優遇金利
補助金

排出量取引

パートナーシッププログラム
プロモーション

教育、トレーニング

政府調達
効率化技術の設置

改良や刷新についての規制

データ収集、エネ会計、モニタリング
ベンチマーキング

税

キャップアンドト
レード

田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月

産官協調

省エネ機会

キャパシティビ
ルディング

自主的行動

日本の省エネ：産業
• 省エネ法※による効率改善

– 1979年発公布、数回改訂

– 対象：原油換算1500kL以上エネ消費
の企業

– エネルギー管理者の設置

– エネルギーの使用状況と省エネ計画に
ついて年次報告

– 年1%のエネルギー消費原単位の向上

• 経団連自主行動計画（1997～）、
低炭素社会実行計画（2009発表
2013～）
– 1997年比10％減目標のところ、実際

は12％達成（クレジット償却なしで
9.5％）

– 2013-2015年度で、4.7％削減

※エネルギーの使用の合理化に関する法律

（出典：経団連HP）

我が国の実質GDPとエネルギー効率
(エネルギー供給量／実質GDP)の推移

（エネルギー白書 2017）

田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月
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AR6アウトライン（2017IPCC46回会合で承認済）
部門別の章6〜11に共通の要素
• 境界、範囲および変化する文脈
• AR5および特別報告書からの主な結果
• 排出量とその主な要因の動向
• 世界および地域のコストとポテンシャル
• 地域の固有の問題
• 気候変動が排出量と緩和の選択肢に与える影響
• 適応や持続可能な開発へのリンク（リスク、相乗効果、トレードオフ、波

及効果など）
• インフラとロックイン効果
• セクター固有の障壁、政策、資金調達、そして実現条件
• ナレッジギャップ
第11章産業
• 産業開発パターンとサプライチェーン
• 材料と資源効率を最大化、循環型社会
• 分野横断的な需要と供給の開発という文脈での工業製品需要の進化
• 緩和技術と効率的なシステムオプション（プロセス排出量、産業廃棄物お

よび炭素回収と利用含む）
• シナリオ、緩和オプション、およびシステム間の影響
• 野心的な気候目標と将来の政策に対する持続可能な開発の影響
田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月

IPCC AR5 WG3 技術要約、Figure7.16

・450ppm安定化シナリオでは
低炭素及びゼロ炭素エネ供給の
割合が3～4倍に
・排出と同等の削減（CCS利用）
・あるいは森林吸収源活用

シナリオで見込まれる、再生可能エネル
ギー、バイオマス利用、大幅なCCS導入

2030 2050 2100

土地利用 発電 運輸 建物 産業 CO2以外

土地利用 発電 運輸 建物 産業 CO2以外

CCSあり、450ppmシナリオ

CCSなし、450ppmシナリオ

一
次
エ
ネ

ル
ギ

ー
に

対
す

る
低

炭
素

エ
ネ
ル
ギ

ー
の

割
合

（
％

）

直
接

排
出

量
(G

tC
O

2
eq

/y
r)

直
接

排
出

量
(G

tC
O

2
eq

/y
r)

→再エネが大きく入る世界で
技術への大きな期待

田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月
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世界の金属、製品生産量

Sources: (WSA, 2012a; FAO, 2013; Kelly and Matos, 2013).

セメント
鉄鉱石
アンモニア
紙・板紙
銅
銀
鉄鋼
金

原図：IPCC AR5, WG3, Chapter 10田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月
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生産量は増加し
GHG排出の要因に

→途上国の今後の発展を考えると増加？

技術利用を中心とした国際的枠組みの重要性
日本のパリ協定・国別約束草案の中では・・・

「JCM及びその他の国際貢献」

「途上国への技術普及を通じて削減したGHG排出による日本貢
献を定量的に評価」

←第一に目標の達成に二国間の排出クレジット活用。2030年度
累積で5千万～ 1億tCO2の削減見込み

←ほか「産業界による取組を通じた優れた技術の普及等により
2030年度に全世界で10億tCO2の排出削減」の見込み

NESTI2050(エネルギー・環境イノベーション戦略）

2050年を見据え削減ポテンシャルとインパクトが大きい有望革
新技術の開発推進

←地球規模で100億tCO2超の削減を期待
田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月
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途上国

LCS統合的貢献アプローチ
Integrated Contribution Approach

先進国

世界、とりわけ途上国に大きな緩和の機会がある

技術の世界的普及、移転、協力

メリットと機会

国際的な
目標・約束等へ

の貢献

高いレベルの技術の
実用化、適切な利用

技術のR&Dと普及
への動機づけ

MRVを利用した
新しいファイナンススキームの下での

技術移転投資の促進

緩和「貢献」の視覚化と定量化

持続可能な発展への
ニーズの明確化

田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月 ※LCS政策提案書より抜粋

IPCCからみた産業への期待

• 製造プロセスでの低炭素化、省エネ

• バリューチェーンからみたときの貢献

• 長期的目標（2100年で2度など）に向けた努力

私見として..期待すること
• ボトムアップの議論が多い
→長期的な削減目標からのバックキャスティング 要

↑一企業、一業種では出来ない！？
– 社会がどうなるのか？（人口構造、電源構成、産業構造、新し

い情報技術進展・・）

– 産業が、どう変わるのか、変わることで何が起きるのか議論が
必要。

• 世界の発展の中での産業の役割
– 付加価値を生み出し、イノベーションを牽引実行

– 世界に市場を開拓

– 途上国発展のリープフロッギングを
田中加奈子、IPCCシンポジウム, 2019年3月
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