
今だから話そう！
気候変動と私たちの社会

FoE Japan オンラインカフェ
2020/4/27

15:00~16:30
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本⽇お話しする内容
• 今、気候変動によって何が起きているの？
• 気候変動には各国が等しく責任を持つべき？
• ⽇本に求められている気候変動政策って？
• 気候変動の悪化を防ぐため、私たちは何ができるの？
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今、気候変動によって
何が起きているの？
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コロナ下でも起き続ける気候災害
• 2020年4⽉上旬 Cyclone Harold（レベル5）
• ソロモン諸島で27⼈の死者を出し、フィジーやトンガで建物崩壊、⼀番勢⼒の強い状態

でバヌアツに上陸。
• 通信や電気は途絶え、⼈々は家を失い、学校も破壊され、⽔や⾷糧、シェルターが必要。
• バヌアツは2015年にも巨⼤サイクロンが直撃。当時の⼈⼝の半分が被害に遭い、⾸都で

は90%の建物が破壊され、まさに回復にある最中。
• 学校の先⽣「2017年の⽕⼭噴⽕を受けて、⼦どもの安全のために引っ越してきたが、

引っ越した先でこんなことになっているとは思わなかった。」
• 「多くの⼈々は、⾃分の庭先で⾷べ物を育てていた。⼀部の⼈はおかねをもらえる仕事

をしていから⾷べ物が買えるけれど、台⾵によって⾷べ物を育てていた庭がなくなって
しまった今、どのように⾷べていけばいいかわからない。」
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Cyclone Harold batters Fiji on path of destruction through Pacific
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/cyclone-harold-batters-fiji-on-path-of-destruction-through-pacific

'It's all gone': Cyclone Harold cuts a deadly path through Vanuatu
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/its-all-gone-cyclone-harold-cuts-a-deadly-path-through-vanuatu

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/cyclone-harold-batters-fiji-on-path-of-destruction-through-pacific


コロナ下だからこその困難
• Covid-19の感染防⽌のため、国境を封鎖中
→海外からの⽀援の困難さ。

• 救助中、復興作業中、避難先において、ソーシャルディスタンスが取れず。
集団感染発⽣といった複合的危機が⽣じる可能性も。
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Cyclone Harold batters Fiji on path of destruction through Pacific
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https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/cyclone-harold-batters-fiji-on-path-of-destruction-through-pacific


4/24デジタル気候マーチ
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• 今回のテーマ：
「NDCの引き上げを！」
• 今のNDC（ 2013年度⽐26%減）は、

パリ協定の1.5度⽬標の達成に
⾒合わない！

• NDC：National Determined Contribution.
⽇本として国連気候変動枠組条約事務局に
提出している、⽇本の気候変動対策⽬標）

• 17時からツイッターストームを呼びかけ
→6000ツイート、トレンド⼊り

• 実際に各地でマーチを実⾏する
という形は叶わなかったものの、
逆に地域を超えた連帯が強まった
のでは。



今の⽬標のままだと3度上昇…
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←全世界の今のNDCでは、3度まで…

←パリ協定の⽬標はここ！
• 各国が提出した計画をそのまま
実⾏すると、今世紀末に３℃以
上温度上昇してしまう。

• 各国がNDCを引き上げなければ、
1.5℃⽬標は達成できず、そのた
め、各国は⽬標を引き上げて再
提出することが求められている。

←1.5度と2度の差。
・熱波や豪⾬の頻度が増す
・海⾯上昇の影響を受ける⼈が
1000万⼈増える…など



気候変動には各国が等しく
責任を持つべき？
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温室効果ガスを最も排出していない⼈々が
気候変動の影響を最も受けている
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気候正義とは
地域間、世代間の気候変動の不公平
を正していこうという考え⽅。
• 気候変動を促進してきた先進国が、
まず⾃国の温室効果ガスを⼤幅に
削減する。

• 途上国に対しても、現地の⼈権や
環境に配慮した温室効果ガス削減
策の⽀援や既に発⽣している被害
への適応や復旧⽀援を⾏い、未来
世代の気候危機を可能な限り低減
すべく、世界規模での温室効果ガ
ス排出削減と適応策を進める。
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2030年に向けた気候正義に則った場合
現実と⽬標のギャップ

■：先進国国別2030年⽬標
■：途上国国別2030年⽬標
■：歴史的責任を基にした
求められる公平な削減量

出典）FAIR SHARES: A CIVIL SOCIETY EQUITY REVIEW OF INDCS REPORT 2015

http://civilsocietyreview.org
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⽇本に求められている
気候変動政策って？
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⽇本のCO2排出第1位はエネルギー転換部⾨
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温室効果ガスインベントリオフィス
全国地球温暖化防⽌活動推進センターウェブサイトより
（http://www.jccca.org/）

2018年度発電量

(億kWh)

1kWhあたりCO2排出

(g-co2/kWh)

電源種別CO2排出量

(t-CO2)

⽯炭 3324 863.8 28,713

天然ガス 4029 357.7 14,412

⽯油 737 695.1 5,123

原⼦⼒ 649 0 0

RE 1773 0 0

• 2018年度発電量：国⽴環境研究所
「2018年度（平成30年度）の温室効果
ガス排出量（確報値）について」

• 1kWhあたりCO2排出：電⼒中央研究所
「⽇本における発電技術のライフサイク
ルCO2排出量総合評価」より抜粋

⽯炭

28,713 

59%

天然ガ

ス

14,412 

30%

⽯油

5,123 

11%

電源種別CO2排出量

エネルギーの中でも

⽯炭が⼀番CO2排出量が⼤きい！



⽯炭⽕⼒依存の⽇本のエネルギー政策

国内では…
• 3.11の福島原発以降の電⼒逼迫。
• 電⼒⼩売市場の⾃由化。

↓
• 2012年以降の⽯炭⽕⼒新設計画は50基。

• 運転開始...15（301.2万kW）
• 建設中... 15（866.9万kW）
• アセス中/完了...5(261.2万kW）
• 計画中 ...2（200万kW）
• 運転中⽌・廃⽌...13(703万kW)
(2020/4/26現在）

出典）気候ネットワーク作成 http://sekitan.jp/
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海外でも…
• ⽇本の⽯炭輸出の⾔い訳「途上国がほし
がってるだけ」←現地住⺠は望んでいない。

• 近隣の⼩規模漁業や農業、塩⽥が被害を受
ける。中には失業した⼈もいるが、⽣計回
復措置は⼗分に取られていない。

• ⼤型のインフラ事業は国家事業であること
が多く、地域住⺠の声がなかなか聞かれず
無視される状況が多い。

• 実際には低効率（超臨界圧⽯炭⽕⼒発電）
を⽀援しているものもある。



横須賀⽯炭⽕⼒建設計画について

• 旧横須賀⽕⼒発電所内の発電設備を撤去し、新たに⽯炭⽕⼒発電設備2基を建設するもの。
• 環境影響評価法等に基づく環境アセスメントの⼿続きを終え、2019年8⽉から着⼯。⻑期計画停⽌
していた既存設備の更新と位置づけ、環境アセスメントも通常のプロセスよりも簡易な形で実施。
本来⾏うべき既存設備解体⼯事も環境アセスメントの⼿続きなしで⾏われ、住⺠への説明も不⼗分
なまま解体がはじまった。

15

事業者 株式会社JERA
（東京電⼒と中部電⼒が50％ずつ出資）

設備
容量

新1号機 65万kW（2023年度稼働予定）
新2号機 65万kW（2024年度稼働予定）

発電
技術

超々臨界圧発電（USC）、
炭素回収・貯留システム（CCS）なし

CO2
排出量

年間726万トン
（神奈川県のCO2排出量の約1割）

2020/1/27撮影



横須賀⽯炭⽕⼒建設中⽌のために活動する⼈々
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https://yokosukaclimatecase.jp/

ポスターの掲⽰も開始！事業者JERAへ、建設中⽌を
求める署名活動

環境アセスメントの確定通知
取消を求める⾏政訴訟

署名はオンライン
でもできます！！ 訴訟の概要はこちら→ ポスター申込み

はこちら→

https://nocoal-tokyobay.net/ https://nocoal-tokyobay.net/contact/

https://yokosukaclimatecase.jp/
https://nocoal-tokyobay.net/
https://nocoal-tokyobay.net/contact/
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横須賀の漁師の現場の声、
建設現場の様⼦を紹介した動画を作成。
近⽇公開予定！

横須賀⽯炭⽕⼒建設中⽌のために活動する⼈々

3⽉、横須賀市役所前で建設中⽌を求める学⽣たち



繰り返される⽇本の⽯炭⽕⼒政策批判
“これまでも声を上げてきたにも
関わらず、⽇本政府は過去の過
ちから学ぼうとしていない。
台⾵は威⼒を増し、フィリピン
だけでなく、⽇本、そしてアジ
ア各国に甚⼤な被害を及ぼして
いる。
⽇本は「⾼効率」として⽯炭⽕
⼒を売り込み、気候変動対策よ
りも利益を優先している。
⽇本は直ちに⽯炭⽀援を⽌め、
世界有数の経済⼤国として、
持続可能な⾃然エネルギー社会
への転換を牽引して欲しい”
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持続可能な社会の実現のために…
求められる気候変動対策

• 政府による再⽣可能エネルギー推進の
ための補助⾦や仕組みづくり

• 化⽯燃料依存の経済活動から抜け出す
のと同時に、すべての⼈々が⼈間らし
い仕事と⽣活を維持できる持続可能な
経済へと変えていこうという公正な移
⾏への⽀援

• ⼤企業ではなく、市⺠や地域によって
⺠主的に管理されたエネルギー発電・
供給の仕組み

誤った気候変動対策
• ⾼効率⽯炭・⽯油・天然ガスあるいは
原⼦⼒発電の推進

• パーム油などバイオ燃料作物の栽培・
輸出⼊促進）

• 炭素分離貯留（CCS/CCUS)技術
• 先進国の国内対策を遅らせる国際炭素
市場制度

• 先住⺠族の権利を侵害し、⼟地収奪を
招く植林や熱帯林減少劣化防⽌事業
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気候変動の悪化を防ぐため、
私たちは何ができるの？
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1.5℃ライフスタイル
―脱炭素型の暮らしを実現する選択肢

⽇本において、CO2削減の
ために最も有効な選択肢は、

q家庭の電気を⾃然エネル
ギーへ切り替える。

q個⼈的⽤途の移動では⾞
を使わない。

q電気⾃動⾞へ切り替える。

21https://www.iges.or.jp/en/pub/15-lifestyles/ja

https://www.iges.or.jp/en/pub/15-lifestyles/ja


コレクティブ・アクションの重要性
アースデイに寄せて by Emma Marris
• 少なくとも過去10年間、環境団体は、公共交通機関の選択、より少な

い⾁⾷、より効率的な電球の購⼊など、私たちの⾏動を変えることに
よって個⼈の排出量を減らすことを提案してきた。しかし、実際、
「個⼈のカーボンフットプリント」を広めたのは⽯油⼤⼿会社のBP
で、「個⼈のカーボンフットプリント」へ焦点を移すことで、市⺠が
気候変動から利益を得る政府や企業に注意を向けることを妨げていた。

• 先進国⼀⼈当たりの平均排出は10トン。つまり、個⼈が努⼒したとこ
ろで抑えられる排出は年間約10トンしかないが、もしその⼈が⽯炭⽕
⼒を閉鎖するためのキャンペーンに参加し、それが広がって成功した
場合、年間1000万トンもの排出を⽌めることができる。

• 気候変動へのアクションは、⼈の数だけある。⾃分の⽣活をより脱炭
素化することも⼤事だが、それだけでは限りがある。だからこそ、環
境に配慮した選択を⾏うことが難しく、お⾦が余計に必要となるよう
な現在私たちが住んでいる社会システムを、⼤きく変えることを優先
すべきです。連帯して求めることが⼤切。
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2020 April 20, Nature, “World View: To mark the 50th Earth Day, take collective action”
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01123-z

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01123-z


Climate Action Now!

おうちの電気を
⾃然エネルギーに
切り替える！

JERAへの署名に
参加する！

カーボンフットプリント
を抑えるために、
国産の⾷材を買う！

気候変動に関する
映画を⾒てみる！ あなたのアクションは？ ミートフリーの⾷事を

取り⼊れてみる！

気候変動に関する
ニュースの通知を
受け取る！

FridaysForFutureが
呼びかけるアクション

に参加する！

移動の際は、
公共交通機関を使う！
（もしくは充実するよう、⾃治体に呼びかける！）
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コロナ危機から学ぶ気候対策への5つの教訓
クリスティアナ・フィゲレス

1. グローバル問題に国境はない。どの⼈
にも関わる問題。

2. 社会として、脆弱な⼈々が最も危機に
陥っている。

3. グローバル問題はシステムチェンジを
要求している。

4. 治療より予防の⽅が効果的。
5. 全ての対応策は科学に基づいてなされ

るべし。
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5 Lessons From Coronavirus That Will Help Us Tackle Climate Change(2020/3/24)
https://time.com/5808809/coronavirus-climate-action/

https://time.com/5808809/coronavirus-climate-action/

