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１．他団体の気候非常事態宣言 
　1-1  日本学術会議（2019年9月19日） 

（引用：日本学術会議「日本学術会議会長談話「地球温暖化」への取組に関する緊急メッセージ」令和元年9月19日） 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日本学術会議会長談話  

「地球温暖化」への取組に関する緊急メッセージ 

国民の皆さま 

私たちが享受してきた近代文明は、今、大きな分かれ道に立っています。 

現状の道を進めば、2040 年前後には地球温暖化が産業革命以前に比べて「1.5°C」を超え、気象・水災害がさらに
増加し、生態系の損失が進み、私たちの生活、健康や安全が脅かされます。これを避けるには、世界の CO2 排出

量を今すぐ減らしはじめ、今世紀半ばまでに実質ゼロにする道に大きく舵を切る必要があります。  

しかし、私たちには、ただ「我慢や負担」をするのではなく、エネルギー、交通、都市、農業などの経済と社会の
システムを変えることで、豊かになりながらこれを実現する道が、まだ残されています。世界でそのための取組は
始まっていますが、わが国を含め世界の現状はスピードが遅すぎます。 

少しでも多くの皆さんが、生産、消費、投資、分配といった経済行為における選択を通じて、そして積極的な発言
と行動を通じて、変化を加速してくださることを切に願います。我々科学者も国民の皆さまと強く協働していく覚
悟です。 

緊急メッセージ 
1  人類生存の危機をもたらしうる「地球温暖化」は確実に進行しています 
2  「地球温暖化」抑制のための国際・国内の連携強化を迅速に進めねばなりません  
3  「地球温暖化」抑制には人類の生存基盤としての大気保全と水・エネルギー・食料の統合的管理が必須です 
4  陸域・海洋の生態系は人類を含む生命圏維持の前提であり、生態系の保全は「地球温暖化」抑制にも重要な役割
を果たしています 

5  将来世代のための新しい経済・社会システムへの変革が、早急に必要です  

日本学術会議は、フューチャー・アースの推進と連携に関する委員会、環境学委員 会・地球惑星科学委員会合同 
FE・WCRP 合同分科会、地域研究委員会・環境学委員 会・地球惑星科学委員会合同地球環境変化の人間的側面 
(HD) 分科会、経済学委員会・環境学委員会合同フューチャー・デザイン分科会、地球惑星科学委員会地球・人間圏
分科会において、また、Future Earth グローバルハブ日本(東京大学、国立環境 研究所、日本学術会議ほか)、
Future Earth アジア地域センター(人間文化研究機構 総合地球環境学研究所)の協力を得て、地球温暖化への取組に
係る審議を進めてきて います。  

この度、9 月 23 日にニューヨークで開かれる国連気候行動サミットに合わせて、このメッセージを発信いたしま
した。  

引き続き、国際的な学術団体や国連機関とも緊密に連携し、この問題を含め、世界的な諸課題の解決に向けて積極
的に貢献してまいりたいと思います。 

令和元年9月19日 
日本学術会議会長 

山極 壽一

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-d4.pdf


CED を出そう！沖縄　2020.6.19

　1-2  長野県（2019年12月6日） 

（引用：長野県「気候非常事態宣言 -2050ゼロカーボンへの決意-」令和元年12月６日） 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https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/documents/kikohijyojitaisengen.pdf
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　1-3  神奈川県（2020年2月7日） 

（引用：神奈川県「かながわ気候非常事態宣言 ～いのちを守る持続可能な神奈川の実現に向けて～」令和２年２月７日） 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かながわ気候非常事態宣言  

〜いのちを守る持続可能な神奈川の実現に向けて〜 
 

2019 年 9 ⽉の台⾵第 15 号及び 10 ⽉の台⾵第 19 号は、県内に記録的な
暴⾵や⾼波、⾼潮、⼤⾬をもたらし、⼤規模な⼟砂崩れや浸⽔等により、県内各
地域で甚⼤な被害が生じました。 

世界においても、熱波、干ばつ、洪⽔、海面上昇などが頻発し、多くの被害が出
ており、その要因は地球温暖化などの気候変動の影響と言われています。 

今後も、このような異常気象の発生と被害リスクの増⼤が懸念されており、気候は、
今まさに非常事態に直面しています。このような状況の中、国内のみならず世界の
多くの自治体等が気候の非常事態を宣言し、気候変動対策に取り組んでいます。 
 
ＳＤＧｓが目指す持続可能な社会を実現するためには、気候変動問題への対

応が不可⽋であり、そのためには、あらゆる主体がこの問題を改めて認識し、「自分
事」として捉え、⽇ごろから意識をもって⾏動することが必要です。 
 

そこで、本県はＳＤＧｓ最先進県として、今、気候が非常事態にあるという「危
機感」を市町村、企業、アカデミア、団体、県⺠の皆様と共有し、ともに「⾏動」して
いくことを目的に、気候非常事態を宣言します。 

今後、「誰⼀⼈取り残さない」というＳＤＧｓの理念を踏まえ、「県⺠のいのちを
守る持続可能な神奈川」の実現に向けて、県内市町村の理解・協⼒のもと、企業、
アカデミア、団体、県⺠の皆様など多様な主体と連携し、次の３つを基本的な柱とし
て、災害に強いまちづくりなどの「適応策」と温室効果ガスの削減を図る「緩和策」な
どに「オール神奈川」で取り組んでいきます。 

 
１ 今のいのちを守るため、⾵⽔害対策等の強化 
２ 未来のいのちを守るため、2050 年の「脱炭素社会」の実現に向けた取組み 

の推進 
３ 気候変動問題の共有に向けた、情報提供・普及啓発の充実  

  
令和２年２⽉７⽇ 

                            神奈川県知事   ⿊岩 祐治 

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/58424/kanagawaweatherdecralation_1.pdf
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２．地球温暖化の概要と IPCC「1.5℃特別報告書」 

2-1【気候変動に関する政府間パネル（IPCC）とは】 

　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）とは、世界気象機関（WMO）および国連環境
計画（UNEP）により1988年に設立された国連の組織で、各国の政府から推薦された科学
者を中心とする集まりです。 
　気候変動に関して、科学的および社会経済的な見地から包括的な評価を行い、５～６年
ごとに評価報告書（AR）を公表しています。報告書には、対策の程度によって、将来進む
温暖化の幾つかのシナリオと、予測されるリスク（被害）が示されています。 

2-2【100年かけて上がってきた、CO2濃度と平均気温】 

■ 1880年～2012年の132年間に、地球の平均気温は約0.85℃上昇しました。 
　気温の上昇は、人の活動が引き起こしている可能性が極めて高く（95%以上の確率）、
温暖化を疑う余地がありません。近年になるほど気温上昇は加速しており、このまま対策
を取らなければ、今世紀末には、現在に比べて最大4.8℃上昇すると予測されています。 

■ 気温を上昇させている直接の主な原因は、温室効果ガスの増加です。 
　温室効果ガスは、太陽から地球に届く熱を大気中に保つ働きがあり、本来は生物に適し
た環境を作り出すもので、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、亜酸化窒素（一酸化二
窒素：N2O）などがあります。人口が増えたこの100年間で、産業活動や食糧生産、電気
や水、廃棄物など、人の活動が広がり、温室効果ガスの排出量が急増しました。 

■ 温室効果ガスの中でも、特に温暖化に大きく関わっているのがCO2です。 
　CO2は大気中に長く留まり、温室効果を保ち続けます。大気中のCO2濃度は、1900年ご
ろに300ppmほどだったのが、2010年には400ppm近くまで上昇しました。これは、過去
80万年においても見られない急激な水準の上昇です。 

■ 世界の気温の上昇は、主に大気中に人が排出したCO2の量（累積排出量）で決まりま
す。 

　温暖化を抑制するには、CO2の累積排出量を一定値に抑える（正味のCO2排出量を±０
状態とする）ことが必要です。 
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　（参考：環境省「IPCC 第5次評価報告書の概要 -第1作業部会(自然科学的根拠)-」2014年、環境省「IPCC
「1.5℃特別報告書」の概要」2018年（2019年7月版）） 

2-3【2030年と2050年のタイムリミット：IPCC 1.5℃特別報告書】 

　2018年10月8日、IPCCはいわゆる「1.5℃特別報告書」を発表しました。その主な内容
は次の通りです。　　 

■ 現在、人間の活動は産業革命以前と比べて1.0℃の地球温暖化を起こしていると考え
られる。私たちはすでに、異常気象の頻発や海水面の上昇、北極の海氷の後退な
ど、気候変動の影響を目の当たりにしている。  

■ 現在の割合で温暖化が進行すると、高い確率で2030～2052年の間に1.5°Cに達す
る。  

■ 地球温暖化を2°C以上ではなく1.5°Cに抑えることで、多くの気候変動の影響が軽
減・回避される。 生態系や、人の健康や福祉に対する厳しい影響は緩和され、国連
の持続可能な開発目標（SDGs）の達成も容易になる。  

■ 地球温暖化を1.5°C以内に抑えるには、社会のあらゆる側面で急速かつ広範な、これ
までに例のない変化が必要である。全世界の人為的な正味のCO2排出量を、2010年
の水準と比べて2030年までに45%減少させ、2050年頃に正味ゼロにする必要があ
る。メタン等の大幅な削減も求められる。 
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図：IPCC「Global Warming 
of 1.5℃」2018年より 
「FAQ1.2：How close are 
we to 1.5°C？」を一部改変

（注：下線は筆者による）

https://www.env.go.jp/earth/ipcc/5th/pdf/ar5_wg1_overview_presentation.pdf
http://www.env.go.jp/earth/ipcc/6th/ar6_sr1.5_overview_presentation.pdf
http://www.env.go.jp/earth/ipcc/6th/ar6_sr1.5_overview_presentation.pdf
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　IPCCは1990年の第１次報告書から2013-14年の第５次報告書まで、一貫して地球温暖
化の将来予測とその影響について警告してきました。これらには、数千人の専門家の科学
的知見が集約されています。1.5℃特別報告書は、人類がとるべき温暖化対策のタイムリ
ミットを明確に示しています。 
　研究者の間には、気候変動の「ティッピングポイント（臨界点、転換点）」についての
議論があります。温暖化が進んだある時点で、極地の氷床の崩壊と海面上昇、熱帯雨林や
サンゴ礁の消失といった環境変化が不可逆的に進み、さらに北極の海氷の消失が温暖化を
加速させて、世界規模の気候変動が連鎖的に生じ、後戻りできなくなるという予測です。
臨界点は、１～２℃の気温上昇でも生じる可能性があり、気温上昇を1.5℃までに抑える
のは、地球の緊急事態を避ける最低限のラインなのです。 

　  （ 参考：IPCC「Global Warming of 1.5℃」2018年、国際連合広報センター「プレスリリース18-072-
J」2018年10月16日、Nature「Climate tipping points - too risky to bet against」2019年11月27
日） 

2-4【すでに起きていること、これ以上温暖化が進んだ時に起こること】 

■ 異常気象 

　温暖化は、地球各地の気象を極端化させると考えられています。ヨーロッパでは2003年
の熱波で約７万人が死亡したと推定され、その後も度々熱波に襲われています。2010年は
北半球の各地で熱波が観測されました。2019年の熱波では、フランスで国内史上最高の
45.9℃が記録されました。日本でも2000年代からは毎年のように夏の気温が平年比を上
回り、最高気温が35℃を超える猛暑日が各地で頻繁に観測されています。日本の最高気温
の記録は2018年埼玉県での41.1℃です。 
　乾燥による干ばつや、森林火災も広がっています。地中海沿岸地域や、アメリカ西海
岸、オーストラリアなどの乾燥地域で、消すこともできないほどの威力で山火事が広が
り、森林だけでなく、多くの財産や命が失われています。 
　豪雨の頻度も増し、より強力で降水量の多い熱帯低気圧が発生すると予測されていま
す。日本でも、2018年の豪雨や2019年の台風により甚大な被害があり、まだ復旧できて
いない地域も残されています。 
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https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.unic.or.jp/news_press/info/30738/
https://www.unic.or.jp/news_press/info/30738/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0
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■ 海面の上昇 

　気温の上昇により、海水温も上がり、海水の体積膨張によって海面上昇も加速していま
す。さらに、気温上昇は極地の氷や氷河、永久凍土の融解を加速し、すでに1901年～
2010年の約100年の間に、海面水位は19cm上昇しました。今世紀末には、1986年～
2005年の平均と比較して、最大110cm上昇するとの予測が発表されています。 
　海面が上昇すると、浸水、浸食、台風時の高潮などにより、海抜の低い地域は住めなく
なります。すでに、アラスカやインドネシア、ツバルなどでは、日常的な浸水被害が出て
おり、地域全体での移住などを迫られています。世界の主要都市の多くは沿岸部にあり、
これらが被害を受けることは、世界経済に大きな打撃となります。また、人口過密のアジ
アのデルタ地帯では、すでに洪水・高潮被害が増えています。こうした地域は社会的な適
応力が弱く、このままでは甚大な被害と多くの環境難民を生むことが予測されています。 

■ 生物多様性が失われる 

　温暖化や農地開発などで生息地の環境が変化し、個体数が減る、あるいは絶滅する種類
が増えています。特に特殊な環境（高地、島嶼地域など）の生物は、急激な変化に適応で
きず、絶滅する可能性が非常に高いです。造礁サンゴ類は、気温上昇に伴う海水温の上昇
で白化現象を引き起こします。1.5℃の気温上昇で世界のサンゴ礁の70～90%が、2℃の上
昇で99%が消失すると予測されています。 
　IPBES（生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム）
は、約100万種の動植物が数十年のうちに絶滅しかねないと警告しています。この絶滅の
ペースは、過去1000万年の平均より10倍～100倍速いのです。現在も、動植物の種の約
25%が絶滅の危機にさらされています。世界規模でも、身近な地域でも、生物多様性が失
われつつあります。生物多様性は、人々の食の多様性や資源の確保、新薬の研究等にとっ
ても重要であり、生物多様性が失われることは、環境変化による食糧生産の危機や新たな
病気の流行に適応するための手段を失うことにつながります。 

■ 作物の収量減による食糧難 

　気温の上昇により、陸域で利用できる水が減少します。農産物の収量が増える地域もあ
りますが、全体として収量が減少することがわかっています。また、度重なる水害や干ば
つで、土地が劣化することも追い打ちをかけます。世界の人口は増加を続けており、世界
的に食糧や水が不足し、これは特に貧しい人々により強く打撃を与えます。 
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■ 感染症の広がり 

　気温の上昇で、熱帯性の生物の生息域が広がり、主に蚊が媒介する感染症が増えると予
想されます。日本では2014年、70年ぶりにデング熱が発生し、160名に及ぶ感染例が報告
されています。また、アフリカ、中央・南アメリカなどの公衆衛生の整っていない地域で
は、生物媒介性感染症や水媒介性感染症の発生率の増加や、発生する地理的範囲の変化が
懸念されます。 

（参考：環境省「IPCC 第5次評価報告書の概要 -第1作業部会(自然科学的根拠)-」2014年、環境省
「IPCC 第５次評価報告書の概要 -第2作業部会(影響、適応、及び脆弱性)-」2014年、環境省「IPCC
「1.5℃特別報告書」の概要」2018年（2019年７月版）、環境省「変化する気候下での海洋・雪氷圏
に関するIPCC特別報告書　政策決定者向け要約（SPM）の概要（環境省仮訳）」2019年、IPBES
「Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services」2019年、国際連合広報セ
ンター「国連報告書が世界に「警告」：100万種の生物が絶滅の危機に」2019年５月10日、国立感染
症研究所「約70年ぶりに確認されたデング熱の第１例に関する報告」2014年12月15日） 
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https://www.env.go.jp/earth/ipcc/5th/pdf/ar5_wg1_overview_presentation.pdf
http://www.env.go.jp/earth/ipcc/5th/pdf/ar5_wg2_overview_presentation.pdf
http://www.env.go.jp/earth/ipcc/6th/ar6_sr1.5_overview_presentation.pdf
http://www.env.go.jp/earth/ipcc/6th/ar6_sr1.5_overview_presentation.pdf
https://www.env.go.jp/press/files/jp/112419.pdf
https://www.env.go.jp/press/files/jp/112419.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/33018/
https://www.niid.go.jp/niid/ja/dengue-m/dengue-iasrs/5268-pr4191.html
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３．沖縄県における温暖化の影響と対策 

3-1【沖縄県におけるこれまでの温暖化の影響と今後の予測】 

■ この100年あたりの変化 

　「沖縄の気候変動監視レポート2020」（沖縄気象台、令和２年3月）による、沖縄地方
で観測された気候変動は次の通りです。 

＜気温＞ 
・沖縄地方の年平均気温は1.19℃上昇した。これは世界平均よりもかなり高い。特に
夏と秋の平均気温は1.32～1.36℃と上がり方が大きい。 

・沖縄地方の日最高気温は0.92℃、日最低気温は1.87℃上昇した。 
・真夏日（日最高気温30℃以上）の年間日数が10年あたり2.7日増加し、2010年以
降、年間100日を超える年が増加。石垣島ではほとんどの年で100日を超え、150日
を超える年もある。 

・熱帯夜（夜間の最高気温が25℃以上）の日数が10年あたり5.7日増加し、那覇では
2000年以降に年間100日を超える年が増加。石垣島では1950年半ばから100日を超
える日が増え、150日前後の年もある。 

＜降水量＞ 
・年降水量に有意な変化は見られないが、沖縄地方の冬の降水量は減少。 

＜海水温＞ 
・沖縄周辺海域の年平均水温は、100年あたり0.81～1.20℃上昇。これは世界平均
（0.55℃）や北太平洋平均（0.53℃）の上昇幅よりも大きい。 

・沖縄地方の海面水位は、1967-68年の統計開始以降の約50年間で、１年に2.3mmの
割合で上昇している。世界平均では１年に３mm上昇している。 

■ 地域気候モデルによる今後の影響予測 

　今後、このまま温暖化が続くと、今世紀末までに、沖縄では次のような変化が予測され
ています。 

　＜1年の半分以上が真夏日 + 猛暑日、雨の降り方が変化＞ 

・沖縄地方の年平均気温は、20世紀末の22.9℃から21世紀末に3.3℃上昇し、約26℃
へ。 
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https://www.jma-net.go.jp/okinawa/data/kiko/climate_report_okinawa.html
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・年平均の最高気温は3.2℃上昇し約29℃へ、最低気温は3.4℃上昇し約24℃へ。 
・真夏日と熱帯夜はそれぞれ約92日・約97日増加して年間約170日・180日、さらにこ
のうち沖縄県ではわずかしか見られなかった猛暑日（最高気温が35℃以上）が約57
日間出現。 

・21世紀末、年降水量に有意な変化は見られないが、日降水量100mm以上の年間発生
日数が約1.４倍、１時間降水量50mm以上の年間発生回数が約2.１倍となる。 

＜沖縄で予想される温暖化のリスク＞ 

・気温上昇による、農林水産業における生産性の低下、病害虫の発生リスクの増加。 

・農林水産業、土木建設業、スポーツ、学校等で、野外活動における熱中症の増加。 

・熱帯地域に多い感染症や蚊媒介性感染症の増加、食中毒のリスクの増加。 

・ダム湖や河川水の水温上昇と溶存酸素の低下、水質悪化。淡水生物への影響。 

・ヤンバルの森等における陸上生態系の環境変化と固有種への影響。沖縄を南限とする
北方系・温帯性の生物種の消失と、南方系・熱帯性の生物種の分布拡大。それらに
よる生態系の変化。熱帯性の外来種の侵入・増加。 

・集中豪雨の増加と、それによる洪水・氾濫・土砂災害のリスクの増加。 

・農地等からの赤土流出と海域汚染の増加。 

・海水温の上昇と海洋酸性化の進行による、サンゴの白化・死滅、それによるサンゴ
礁生物の減少、漁獲量の減少。 

・海面上昇による砂浜・干潟・海草藻場の減少・消失と、水鳥・海鳥類の生息・繁殖
環境の消失、ウミガメ類の産卵場の消失、コアマモ等の海草類の生育環境の消失。 
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沖縄における１年間の夏日以下、真夏日、猛暑日の日数の割合

夏日以下

真夏日
夏日以下

真夏日

猛暑日

20世紀末　　　　       21世紀末の予測
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・ビーチの喪失による観光産業への影響、海沿いの低地における高潮被害の増加。 

・台風の大型化と被害の増加。 

・竜巻の発生頻度の増加。 

　　（参考：沖縄気象台「沖縄の気候変動監視レポート2020」令和２年３月、沖縄県「沖縄県地球温暖
化対策実行計画（区域施策編）改定版」平成28年３月） 

3-2【沖縄県における対策と気候非常事態宣言】 

■ 沖縄県の地球温暖化対策 

　「沖縄県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定版」（2016（平成28）年３月 ）
によれば、温室効果ガス排出量の削減の中期目標として、2020年度には2000年度と同レ
ベル（1244万トン）まで削減、長期目標では2050年までに80％削減し249万トンにする
としています。 

　しかし「沖縄県地球温暖化対策実行計画 進捗管理報告書」（2020（令和２）年３月）
では、沖縄県における温室効果ガス総排出量は、基準年の2000年度の1236.5万トンに対
し、2017年度は25.4万トン（2.1％）上回り、1261.9万トンでした。 

　IPCC 1.5℃特別報告書の削減目標（2030年までに世界のCO2の実質排出量を2010年水
準から45%以上削減し、2050年までに実質ゼロへ）に従うならば、沖縄県の2010年水準
（1362.6万トン）から45%削減すると、2030年度の総排出量を749.2万トンまでに抑
え、2050年度までに実質ゼロにする必要があります。現状では、削減量が大きく不足して
います。温室効果ガスは年々大気中に積み重なっていくものであり、目標年に目標値まで
下がればその途中は出し続けても良いということではなく、毎年確実に減少させていく必
要があります。またその減少幅が大きければ大きいほど、地球環境に対する貢献度を大き
くすることができます。 
　沖縄県の温室効果ガス排出量の内訳をみると、運輸が３割以上を占め、離島県で車社会
であることが反映されています。また県内に製造業が少ない分、民生部門（家庭および業
務）の割合が高くなります。民生部門における排出源の大部分は電力です。つまり、交通
のあり方の見直しと、電力の燃料源の見直しをすることが重要です。 
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https://www.jma-net.go.jp/okinawa/data/kiko/climate_report_okinawa.html
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　沖縄電力の電源構成を見ると、2018年度は石炭64%、
LNG23%、石油７%、FIT電気（再生可能エネルギーによる
発電）６％となっています。温室効果ガスを排出する化石燃
料の割合が非常に高い一方、再生可能エネルギーはわずかで
す。県内からの温室効果ガスを大きく低減させるには、民生
での省エネルギーを進めると同時に、発電に使う化石燃料を
再生可能エネルギーへと大きく転換させていくことが不可欠
です。 

　なお世界では、化石燃料からの投資撤退（ダイベストメント）を行う動きが広がってい
ます。日本でも、2019年のCOP25において石炭火力発電開発企業への融資額ランク世界
１～３位とされたみずほフィナンシャルグループ、三菱UFJ銀行、三井住友銀行が、今
年、石炭火力発電への新規融資の停止を発表しました。これは、化石燃料を用いる発電施
設の新設や維持にかかる融資が困難になってくる、ということです。脱炭素社会への流れ
は、金融や投資の世界においても顕著です。 

■ 沖縄県から気候非常事態宣言を出す意義 

　地球温暖化は、沖縄においても逃れることのできない問題です。温暖化が進んだ場合の
沖縄における環境変化と、生態系の破壊と自然災害の増加は、明らかです。温暖化対策
は、県民の暮らしと命を守る活動なのです。 
　沖縄は豊かな自然と美しいサンゴ礁に囲まれた温暖な島、というイメージがあり、こう
した自然環境を求めて観光客がやってきます。しかし、この自然環境は、近年のサンゴ白
化による海の生態系と漁業資源へのダメージなど、すでに大きく変化しています。そし
て、もはやこのままでは維持されません。島々で温暖化対策を率先して進めることは、自
然資源を保全し、観光立県である沖縄の経済活動を支えるためにも不可欠です。 
　沖縄においても、私たち自身が、日々の暮らしや経済活動で温暖化を進めているという
意識をはっきりと持ち、IPCCの1.5℃目標に向かって行動する必要があります。そのため
に、「気候非常事態宣言」を出すことで、県民の意識改革を促したいと考えます。 

　　（参考：沖縄県「沖縄県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定版」平成28年3月、沖縄県「沖
縄県地球温暖化対策実行計画 進捗管理報告書」平成31年３月） 
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FIT電気（再生可能エネルギー）

石炭

石油

LNG

沖縄電力の2018年度電源構成
（沖縄電力HPより）

https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/saisei/jikkkou-keikaku.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/saisei/taisaku/onndannkasinntyokukannrihoukoku.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/saisei/taisaku/onndannkasinntyokukannrihoukoku.html
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４．気候非常事態宣言と世界の温暖化対策 

4-1【 気候非常事態宣言 Climate Emergency Declaration (CED) 】 

■ 気候非常事態宣言とは 

　今や世界では、地球温暖化の影響について、気候変動（Climate change）から気候危
機（Climate crisis）へと呼び方が変わってきました。気候非常事態宣言は、気候危機と
いう非常事態を認識し、広く一般に知らせ、温室効果ガスの排出を実質ゼロにするため
に、包括的な行動計画の立案・実施を宣言することです。 

■ 気候非常事態宣言の意義 

　気候危機は、SDGsの多くの目標に直接関わっており、気候危機をこのまま放置すれ
ば、SDGsのそれぞれの問題も深刻化します。気候危機の問題を解決するためには、地球
上の全ての人が、社会の総力を挙げて取り組まなければなりません。気候システムの崩壊
が文明崩壊を引き起こすかもしれない緊急性を知り、すべての人々にアクションを促す手
段として、自治体や国家レベルでの気候非常事態宣言は大きな意味を持っています。 

■ 気候非常事態宣言を出した国・地域 

　＜気候非常事態宣言を出した世界最初の３地域と、その後の主な国・地域＞ 

　2016年12月５日、オーストラリアのビクトリア州デアビン市が、世界で初めて宣言を
行いました。その後、アメリカ、カナダで宣言が出され、2019年にはヨーロッパに広が
りました。ただし、すでにカーボンニュートラルの目標を掲げて取り組みを始めている
ヨーロッパの環境先進国では、宣言した地域は少ないです。2019年6月にはローマ教皇も
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デアビン市（オーストラリア） 2016年12月5日 
ヤラ市（オーストラリア） 2017年２月７日 
ホーボーケン市（アメリカ） 2017年11月1日 

ケベック州の394自治体（カナダ） 2018年８月以降 
ブリストル市（イギリス） 2018年11月13日 
スコットランド 2019年４月28日 
イギリス 2019年５月１日 
アイルランド 2019年５月９日 
ポルトガル 2019年６月７日 
カナダ 2019年６月17日

ニューヨーク市（アメリカ） 2019年６月26日 
アルゼンチン 2019年７月18日 
スペイン 2019年９月17日 
オーストリア 2019年９月25日 
フランス 2019年９月26日 
マルタ 2019年10月22日 
バングラデシュ 2019年11月13日 
ＥU 2019年11月28日 
イタリア 2019年12月12日 
モルジブ 2020年２月12日
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気候非常事態を宣言しました。2020年６月の時点で、国家としては12カ国、地域では30
カ国1700を超える自治体が宣言しています。 

　日本では、2019年９月25日に長崎県壱岐市が日本ではじめて宣言を可決しました。そ
の後、長野県北安曇郡白馬村、長野県等が宣言を行いました。2020年1月には、東北
SDGs未来都市サミットの開催に合わせ、東北の５市町で宣言が出されました。東日本大
震災からの復興途上である被災地域でも宣言が出されたことは、注目に値します。2020
年６月５日現在、２つの県と、29の市町村が宣言しています。 

　＜気候非常事態宣言を出した日本国内の地域＞ 

　* 飯豊町は東北SDGs未来都市サミットの後、再度独自に宣言 
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壱岐市（長崎県） 2019年９月25日 
白馬村（長野県北安曇郡） 2019年12月４日 

あ づ み

長野県 2019年12月６日 
大木町（福岡県三潴郡） 2019年12月12日 

み づ ま

北栄町（鳥取県東伯郡） 2019年12月20日 
とうはく

堺市（大阪府） 2019年12月20日 
大和市（神奈川県） 2019年12月20日 
仙北市（秋田県） 2020年１月16日 
陸前高田市（岩手県） 2020年１月16日 
飯豊町（山形県西置賜郡）  2020年１月16日 

おきたま

東松島市（宮城県） 2020年１月16日 
郡山市（福島県） 2020年１月16日 
神奈川県 2020年２月７日 
鎌倉市（神奈川県） 2020年２月７日 
千曲市（長野県） 2020年２月25日 
池田町（長野県北安曇郡） 2020年２月28日

あ づ み

河南町（大阪府南河内郡） 2020年３月10日 
か わ ち

さいたま市（埼玉県） 2020年３月13日 
那須町（栃木県那須郡） 2020年３月16日 
木祖町（長野県木曽郡） 2020年３月16日 
小谷村（長野県北安曇郡） 2020年３月16日 

あ づ み

飯豊町（山形県西置賜郡） 2020年３月17日* 
おきたま

諸塚村（宮崎県東臼杵郡） 2020年３月18日 
う す き

小国町（熊本県阿蘇郡） 2020年３月18日 
明石市（兵庫県） 2020年３月23日 
大阪市（大阪府） 2020年３月26日 
多摩市（東京都） 2020年３月26日 
河内長野市（大阪府） 2020年３月26日 
熊取町（大阪府泉南郡） 2020年５月25日 

せんなん

立科町（長野県北佐久郡） 2020年６月３日 
泉大津市（大阪府） 2020年６月５日 
南箕輪村（長野県上伊那郡） 2020年６月５日

北海道 札幌市 195 新潟県 佐渡市 5.7 鳥取県 北栄町 1.5

古平町 0.3 粟島浦村 0.04 南部町 1.1

岩手県 久慈市 3.6 妙高市 3.3 岡山県 真庭市 4.6

二戸市 2.8 十日町市 5.5 愛媛県 松山市 51

葛巻町 0.6 富山県 魚津市 4.3 福岡県 福岡市 154

普代村 0.3 石川県 金沢市 47 大木町 1.4

軽米町 0.9 加賀市 6.7 長崎県 平戸市 3.2

野田村 0.4 長野県 軽井沢町 1.9 佐賀県 武雄市 4.9

九戸村 0.6 池田町 1.0 熊本県 熊本市 74

洋野町 1.7 立科町 0.7 菊池市 4.8

一戸町 1.3 白馬村 0.9 宇土市 3.7

八幡平市 2.6 小谷村 0.3 宇城市 6.0

山形県 東根市 4.8 南箕輪村 1.5 阿蘇市 2.7

福島県 郡山市 34 静岡県 浜松市 80 合志市 5.8

大熊町 1.0 御殿場市 8.8 美里町 1.0

浪江町 1.7 愛知県 岡崎市 38 玉東町 0.5

栃木県 那須塩原市 12 半田市 12 大津町 3.3

群馬県 太田市 22 豊田市 42 菊陽町 4.1

埼玉県 秩父市 6.4 みよし市 6.2 高森町 0.6

千葉県 山武市 5.2 三重県 志摩市 5.0 西原村 0.7

東京都 葛飾区 44 京都府 京都市 148 南阿蘇村 1.2

神奈川県 横浜市 372 宮津市 1.8 御船町 1.7

川崎市 148 与謝野町 2.2 嘉島町 0.9

鎌倉市 17 大阪府 枚方市 40 益城町 3.4

小田原市 19 東大阪市 50 甲佐町 1.1

三浦市 4.5 兵庫県 明石市 29 山都町 1.5

開成町 1.7 奈良県 生駒市 12 鹿児島県 鹿児島市 60

＊数字は人口（単位：万人）、枠で囲まれた団体は共同表明

2050年 二酸化炭素排出実質ゼロ表明 自治体
� 東京都・京都市・横浜市を始めとする99の自治体（18都道府県、46市、１特別区、25町、9村）が「2050

年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明。
� 表明した自治体を合計すると人口は約6,386万人(※)、GDPは約311兆円となり、日本の総人口の過半数を

超える勢いとなっています。 （2020年6月8日時点）

表明都道府県

※各地方公共団体の人口合計では、都道府県と市
区町村の重複を除外して計算しています。

表明市区町村

環境省HP 
「地方公共団体における 
　2050年二酸化炭素排出 
　実質ゼロ表明の状況」
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■ CO2ゼロエミッションの表明 

　気候非常事態宣言という言葉を使わずに、CO2排出ゼロを目指す「ゼロエミッション」
を表明した自治体も増えています。環境省のデータによると、2020年６月８日時点で、東
京都、京都市、横浜市をはじめとする99の自治体が、2050年までのCO2排出実質ゼロを
表明しています。表明した自治体を合計すると、人口は約6,386万人、日本の総人口の過
半数を超えています。 

■ なぜCO2ゼロエミッションではなく、気候非常事態宣言なのか 

　IPCC 1.5℃特別報告書における削減目標を達成するには、急速かつ広範な、革命的と
も言える温暖化対策を実行することが求められます。これは、行政、企業、一般市民がそ
れぞれの分野・立場において、総力を挙げて取り組んで初めて達成しうる、非常に高い目
標です。そして、これを行わない場合、地球温暖化は後戻りのできない臨界点を超えてし
まい、将来の沖縄を含む地球の各地で、気候変動による多大なコストを払うことが予測さ
れます。 
　しかし、現在の沖縄や日本においては、この危機意識が非常に薄く、問題の緊急性に対
する認知が乏しいと言わざるを得ません。また温暖化対策は、個人や民間への省エネル
ギーの呼びかけだけでは賄えません。社会に必要な電力を、大幅に再生可能エネルギーへ
と転換促進することが不可欠です。さらに、社会の交通システムやライフスタイルの変
革、ごみの削減、石油資源からなるプラスチック類の消費や廃棄の削減、森林や海域の保
全等、様々な項目が関係してきます。CO2の排出量ゼロを目指す「ゼロエミッション」は
温暖化対策の重要な柱ですが、将来的にはそれにとどまらず、森林面積を増やすなどで
CO2吸収量が排出量を上回るようにし、大気中からCO2を取り除く「ネガティブエミッ
ション」を目指すこともありえます。 
　「地球の気候問題が危機的状況にある」「全員が自分ごととして、総力を挙げて温暖化
対策に取り組む」という意識を社会全体において共有し、温暖化対策を速やかに実行して
いくために、沖縄県として、あえて「気候非常事態宣言」という強い言葉で対策方針を打
ち出し、内外に周知していくことが必要ではないでしょうか。 
　今年、私たちの社会は新型コロナウイルスに大きく揺さぶられました。沖縄経済への
打撃は非常に大きいものがあります。さらに、今後様々な場面で、これまでのやり方が
通用しない社会に変わっていく可能性があります。そうであれば、むしろこれを契機
に、社会の仕組みをアップデートするべきではないでしょうか。本気で温室効果ガスの
排出を止め、コロナ後の新しい未来を、100年先の環境を見越したエコロジカルな沖縄
社会へと転換していくことも可能だと思います。 
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　「気候非常事態宣言」は、社会や市民に対して不安を煽るものではありません。しか
し、危機感は共有する必要があります。何も手を打たなければ温暖化が進み、かつてない
規模の気候変動や災害、経済的損失に見舞われる、という科学的知見がすでにあるので
す。この近未来予測を真摯に受け止め、社会や市民が意識を変えて、全体で取り組むこと
で、より良い未来に修正することができる、という希望の宣言にしていきたいと考えま
す。 

　（参考：山本良一著「気候危機」（岩波ブックレット No.1016、岩波書店）2020年、CEDAMIA
「CLIMATE EMERGENCY DECLARATIONS」、The Guardian「Pope Francis declares 'climate 
emergency' and urges action」2019年6月14日、環境省HP「地方公共団体における2050年二酸化
炭素排出実質ゼロ表明の状況」） 

4-2【海外の温暖化対策の事例】 

■ ハワイ：100%再生可能エネルギー移行への取り組みと環境保全 

　ハワイは、2045年までに供給電力の100%を再生可能エネルギーでまかなうことを掲げ
た法律を制定しました。この法律は、2100年までに気候変動により浸水すると予想され
るすべての建造物と土地の価値を190億ドル以上と見積もる、第４国家気候評価の調査結
果を受けたものです。CNNの報道によると、ハワイ気候委員会が2017年にまとめた報告
書では、地球温暖化に伴う海面上昇の影響で、ワイキキビーチは今後15～20年の間に水
没する恐れがあると予想されています。 

　また調査報告書で強調されたその他の懸念と課題には、安全な飲料水の供給、沿岸イン
フラの損傷、サンゴ礁の喪失、および固有の生物多様性と固有種の絶滅危惧が含まれてい
ます。 

・ハワイのエネルギー事情：これまで、電力供給の70%を石炭や石油類に頼っています
（ハワイの電気代は、輸送コストと石油燃料の価格高騰により本土の２倍以上）。 

　2045年までに供給電力を再生可能エネルギーで100%賄うための目標値として、2015年
15%、2020年30%、2030年70％の再生可能エネルギー移行率を掲げています。実際には
2018年時点で27.6%、2020年の目標値30%が目前です。 

　また、消費される石油燃料では、航空輸送部門の使用率が最も高くなっています。 
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・再生可能エネルギーの内訳：「観光業」が重要な収入源であるハワイは、環境問題が観
光資源へ与える影響への危機感もあり、再生可能エネルギーに関する研究が盛んです。太
陽光、風力、地熱、水力、海洋温度差、バイオエナジーなどを使った発電システムの普及
と研究が進められています。 

・太陽光発電に関して：ハワイ島を筆頭に、2014年以降カウアイ島でもソーラーパネルの
設置が進んでいます。2018年７月１日から2019年３月31日までにソーラーファーム
（56MW）が建設され、ここから供給される電力は、173,000世帯が１年間に使う電力を
供給できる計算です。これにより、約100万トンの温室効果ガス排出量が削減されます。 

・クリーンな交通手段：2018年オアフ島の観光主要都市であるホノルルでは、BIKIとい
う自転車シェア事業が開始されました。半年で20万回使用され、需要が高まっています。
このため、ワイキキ市は自転車用道路の拡張に乗り出しています。 
　また、同年より公共交通機関の約600台あるバスについて、電気自動車への移行を進め
ており、充電スポットのインフラ整備や増設も併せて行われています 

・行政支援：エネルギー研究機関や、電気自動車への移行に支援がなされています。ま
た、一定量の再生可能エネルギーを生産・販売する納税者に対し、税額控除を用意してい
ます。 

「ハワイ州知事に見るハワイアンの意識」（HSEO年次報告ハワイ州知事あいさつ抜粋） 
　『750マイル以上の海岸線がある群島に住んでいるハワイの人々は、気候変動、地球温
暖化、海面上昇の影響に細心の注意を払っています。（中略）私たちがパリ協定に沿った
最初の州であり、温室効果ガスの削減に取り組み、より多くの炭素を回収し、環境に与え
る影響についてより深く考えていることを誇りに思います。コミュニティ全体でハワイの
クリーンエネルギーの変革を実施する必要があり、ハワイ州がこの取り組みを主導するこ
とを光栄に思っています。リーダーシップは家庭で始めることができることを知っていま
す。共に、私たちは先の課題に直面し、クリーンエネルギーの未来を確保します。』 

--- ハワイ州知事　デヴィッド・Y・イゲ　 

　沖縄とハワイは、海に囲まれ、自然環境が観光資源となっている島です。特徴や課題に
多くの共通点があり、ハワイの環境対策が沖縄に役立つことも多いと思われます。現在の
ハワイ州知事であるデヴィッド・Y・イゲ氏は沖縄にルーツを持っています。2010年に結
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ばれた「沖縄・ハワイ クリーンエネルギー協力推進事業」を、さらに実践的に活用でき
るのではないでしょうか。 

　（参考：2019 Hawaii State Energy Office Annual Report、CNN「ワイキキビーチ「水没」も、気候変
動対応へ法案通過 米ハワイ州議会」 https://www.cnn.co.jp/usa/35136247.html  2019年4月24日、
琉球新報 「＜南風＞ハワイの環境対策参考に」 https://ryukyushimpo.jp/hae/entry-973287.html  
2019年8月17日） 

■ ハワイ：SDGsに沿ったHawai’i Green Growth Local 2030を策定 
　 「Aloha ＋ Challenge」6つの取り組み目標 

１. クリーンエネルギー 

　2030年までに、再生可能エネルギー（40%）と効率化（30％）により、エネルギーの
70%をクリーンエネルギーに転換。2045年には100%再生可能エネルギーを目標。 

２. 地元産の食料生産 

　食料生産を２倍にし、消費される食料の20～30%を地元産に。 

３. 自然資源の管理 

　淡水の安全性、河川流域の保全、コミュニティを基盤とした海洋資源の保全、外来種の
制御、在来種の回復強化を図り、マウカ（山）からマカイ（海）における自然資源の損失
傾向を反転させる。2030年までに河川流域の森林や沿岸水域の30％を効果的に保全管
理。 

４. 廃棄物の削減 

　ごみの発生源の削減、リサイクル、生物変換、埋立て転換などにより、固形廃棄物を70%
削減。 

５. 持続可能なスマートコミュニティの形成 

　2030年までに建物環境の居住性と回復力を高める。住みやすいコミュニティ、健康や
災害耐性を考えたまちづくり。 

６. グリーンジョブと教育 

　これらAloha ＋ Challengeの持続可能な目標達成のために、2030年までに地元の環境
に関わる雇用と教育を増やしていく。 

　　（引用元：Aloha-Challenge  https://aloha-challenge.hawaiigreengrowth.org/aloha-goals/） 
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■ 台湾のエネルギー政策 

・2015年、「温室効果ガス排出量削減管理法」可決、同年のパリ協定の採択を受け、
2030年までに2005年比で20％削減、2050年までに50％削減する目標を掲げました。 

　※台湾はパリ協定には参加していないが、パリ協定の規定に基づき気候変動へ対処する
と宣言。 

・2016年、2025年までに全発電量のうち再生可能エネルギーを25％に上げる目標と、
2025年までに全ての原発停止を打ち出しています。 

（参考：鄭方婷「サステナ台湾―環境・エネルギー政策の理想と現実―第１回 過渡期にある温暖化・エ
ネルギー 転換対策」（日本貿易振興機構アジア経済研究所）2019年８月、鄭方婷「サステナ台湾―
環境・エネルギー政策の理想と現実―第２回 温暖化対策・エネルギー転換の政策立案と法整備」（日
本貿易振興機構アジア経済研究所）2019年11月） 

■ ニューヨーク市版グリーンニューディール政策 

　山本良一著「気候危機」（岩波ブックレット No.1016）より抜粋。（下線は筆者。） 

『2019年６月、ニューヨーク州会議では2050年までに温室効果ガス排出をネットゼロ
にする法案が通過した。法案では、2050年までに温暖化ガス排出量を1990年比85％削
減する目標を設置している。残りの15%については、植林や湿地の回復など、炭素吸収
策によって相殺するほか、2040年までに再生可能エネルギーで州のすべての発電量を
まかなうことなどが定められている。 

　ニューヨーク市のビル・デブラシオ市長は総額140憶ドル（１兆5600憶円）の予算
を投じるニューヨーク市版グリーン・ニューディールの詳細を発表した。計画は、市議
会で可決された５つの法案から成る「気候モビライゼーション法」（Climate 
Mobilization Act）で、市内の建物に温暖化ガスの排出上限規制を設け、2030年まで
に40％の総排出量削減を目指すとしている。2050年までにカーボンニュートラルと
し、100％クリーンな電気へと移行する。 

　ビルからの温暖化ガス排出量を、2005年比で2030年までに40％、2050年までに
80％削減。同市の温暖化ガスの70％は100万棟以上あるビルのエネルギー使用によ
る。 

◎２万5000平方フィート（2300m2）以上の面積の大きなビルに対して排出枠を設定、
炭素取引市場も導入。 
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◎エネルギー効率の高いヒーティング、エアコン、断熱性能の高い窓、再エネ導入に対
してファイナンスする。NYC Local Low 96 (2019) により100％までの長期のファ
イナンスを行う。』 

　　（引用元：山本良一著「気候危機」（岩波ブックレット No.1016、岩波書店）2020年） 

■ デンマークの地域熱供給と風力発電 

　人口約580万人のデンマークは、かつてはエネルギーを輸入の化石燃料に頼っていまし
た。しかし1970年代のオイルショック以降、輸入燃料に頼らない安定したエネルギー供
給を目指すようになりました。 

　デンマークのエネルギー供給の特徴は、エネルギー効率を良くし、使う燃料が少なくて
済むように徹底されていることです。一人当たりの一次エネルギー消費量は、他の北欧３
国に比べても、半分ほどで済んでいます。地域熱供給という、発電すると同時に熱も生産
し、温水で各家庭に供給する仕組みがこれを支えています。複数の小規模な発電所や焼却
施設から熱や電気が送られ、供給業者が需要に合わせて供給量を細かく調整するので、無
駄がありません。さらに、化石燃料の他に、風力や太陽光、農業由来の廃棄物（ワラ、バ
イオガス）、各家庭や工場からの廃棄物、木質チップなど、様々なものが燃料に使われ、
エネルギー市場に合わせて経済的なバランスをとって使うことができます。 

　デンマークは古くから風力発電の歴史があり、地域熱供給と同時に自国のエネルギー源
として風力発電開発にも力を注いできました。固定価格買い取り制度や、補助金の他に
も、様々な法整備で国が支援し、現在はデンマークの重要な輸出産業になっています。デ
ンマークは、2050年には脱化石燃料を宣言しており、再生可能エネルギーへの転換を進
めています。2019年には総発電量の47％を風力が占めました。 

　デンマークは、1990年から2016年にかけて、CO2排出を40%減らしながら、GDPは
150%成長しています。持続可能な社会への転換は、経済成長と両立することを証明して
います。 

　（参考：平成30年度国際エネルギー情勢調査 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/
000518.pdf 

　　デンマーク、昨年2019年の国内発電総量の50％を風力等の再生可能エネルギー発電で達成。2030年の
CO2排出量70%削減目標実現に向けて順調に前進 https://rief-jp.org/ct8/97830 

　　デンマークにおける分散型エネルギー供給 https://www.isep.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/
Tanaka20191028.pdf 
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　　前進する風力発電 State of Green https://stateofgreen.com/jp/uploads/2018/10/13197.pdf?
time=1577052445　 

　　地域熱供給 State of Green https://stateofgreen.com/jp/uploads/2018/10/12788.pdf?
time=1571422558） 

■ コペンハーゲンの自転車道路 
【 What makes Copenhagen the world's most bike-friendly city? 】2018年10月5日 

　コペンハーゲンには67万5,000台の自転車と12万台の車があり、自転車の数は車の５倍
です。コペンハーゲンにおける移動の29％、通勤通学の41％が自転車によるものです。 

　デンマークで人々がサイクリングを好む理由の１つは、街中に自転車専用の高速道路
ネットワークがあることです。革新的な橋梁化道路もあります。これは、サイクリストに
とって安全に走れる場所となっています。 

　自転車道路へのインフラ投資には、色々な成果があります。自転車に乗ることは、体へ
の負担が少ないながら、筋肉をつけ、骨密度を高め、循環器系にも良い運動となります。
これは、交通渋滞や病気などによる経済的損失を減らすため、財務大臣の試算では、コペ
ンハーゲンで誰かが自転車に１km乗るたびに、市にとっては4.80クローネ（約80円）の
利益となります。 

　（引用元：世界経済フォーラム https://www.weforum.org/agenda/2018/10/what-makes-copenhagen-
the-worlds-most-bike-friendly-city/） 

【自転車に優しい街、コペンハーゲンの温暖化対策】　2014年11月7日  

　『（前略）自転車利用者を増やす驚きの工夫があります。道路に埋め込まれたLED。こ
のLEDの横を走れば、赤信号に当たらずに済むようになっています。LEDがない道路には
速度メーターが。時速20キロ前後で走っていれば、赤信号に当たらないのです。道路際の
ごみ箱は斜め。走りながらのごみ捨てに便利な角度になっています。交差点には、赤信号
で止まったときの足置きが設置されていて、まさに至れり尽くせりです。  

　安全面も普及には重要です。自転車の停止線は車よりも前。自転車用の信号は車より早
く青に変わります。この２秒間の差によって車による巻き込みを防止、事故件数を減らし
ています。電車にも当然乗れます。しかも４年前から追加料金はなし。郊外からの自転車
通勤が増えたことで、郊外の駅前にできた10階建てのマンション。上から下までスロープ
でつながり、どの部屋にも自転車で行くことが可能です。最上階の家の玄関から下まで、
エレベーターの電気を使わず、１分少々。しかし、コペンハーゲンの人が挙げる自転車を
使う理由は、環境のためではありません。  
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　「より便利で早いから」  

　自転車を使う理由として最も多かったのは「早いから」。「環境にいいから」と答えた
人はわずか５％でした。市は現在、新たな目標を設置。2025年までに今よりさらに15％
早く移動できるよう、自転車だけが得をする道路づくりを進めています。  

　「地下鉄を50メートル造るのと同じコストで１キロの自転車専用道路が造れる。はるか
に簡単で安いインフラ整備なんです」（デンマーク・コペンハーゲン モルタン・カベル
市長） 』 

　（引用元：http://green-plus.co.jp/co2news/2014/11/post-847.html 

　　参考動画：Streetfilms Snippets - Green Wave LED Lights (Copenhagen, Denmark) 

　　　　　　　https://www.youtube.com/watch?v=6Kx1XZeFkXk&app） 

【A nation of cyclists】デンマーク外務省のウェブサイトより 

　自転車高速道路は、通勤者のニーズを最優先にした自転車道路です。停止回数を減ら
し、安全性を向上させた快適な道です。自転車高速道路の主な目的は、自転車にとってよ
り良い条件を作り出し、仕事場や学校と居住地域をつなぐことです。これにより、通勤者
は車に乗るよりも自転車で仕事に行きやすくなります。また自転車高速道路は駅の近くを
走るので、自転車と公共交通機関を組み合わせる便利さがあります。 

　自転車高速道路には、エアポンプ、フットレスト、安全な交差点、平均サイクリング速
度に合わせた信号機など、一連の基準に沿った設備が必要です。自転車高速道路は、道路
標識とアスファルトのオレンジ色の標識スポットでマークされており、昼夜を問わず通勤
者が道を識別しやすくなっています。 

　・デンマークの自転車道路は12,000kmを越え、コペンハーゲン市だけで約400km 

　・サイクリストは、平均年２万トンのCO2排出量を削減 

　・車を自転車に変えて１km移動するごとに、１ユーロ（約120円）の健康上の利益 

　（引用元：デンマーク外務省 https://denmark.dk/people-and-culture/biking） 

■ ドイツの太陽光発電 

　ドイツは現在も石炭、特に褐炭の世界的産地ですが、政府は2022年までに脱原発、遅
くとも2038年までに石炭褐炭火力全廃を国家目標に掲げています。2005年から再生可能
エネルギー発電率が上昇、2011年からは原子力発電の割合は減少しています。2019年は
再生可能エネルギーによる発電量が化石燃料の割合を上回り、総電力の４割を超えまし
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た。再生可能エネルギーは、多い順に、風力、太陽光、バイオマス、水力発電となってい
ます。 

　（参考: 国立研究開発法人国立環境研究所：http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=28521 
　　日本経済新聞2020年1月4日「ドイツ再生エネ46%、初めて化石燃料を上回る 19年」：https://

www.nikkei.com/article/DGXMZO54032220U0A100C2000000/ 

　　Fraunhofer ISE：https://www.energy-charts.de/energy.htm） 

・太陽光発電装置の設置場所の規制 

　ドイツでは、都市計画と自然保護法との兼ね合いがあるため、ソーラーパネルの設置場
所は厳格に選ばれています。 

　以下、「再生可能エネルギーの地域自立型活用を巡る最近の動向Ⅱ」（農林中金総合研
究所 2015年1月）より抜粋します。 

『「連邦建設法典」は日本の都市計画法に相当し、一定物の建設のためのゾーニングと各
種建築規制を規定した法律であり、同法に基づき各自治体が開発を進めるべき区域等を対
象に建築計画を策定し、具体的な区域の設定と必要な開発規制等を行う。ドイツの町並み
が 均整や統一性のとれている最大の理由は、この規制が徹底されているからであると言わ
れ、ドイツの土地利用規制や開発行為制限は極めて厳格に構成されている。再生可能エネ
ルギー法との関係で考えれば、建設法典及びこれに基づく建築計画(地区計画)に明確に位
置づけられたものしか補償の対象としないということを法文上明確にしている点で重要 
な意味があり、このことは日本の再生可能エネルギー施設の設置規制にとっても示唆に富
むと考えられる。』 
　（引用元：「再生可能エネルギーの地域自立型活用を巡る最近の動向Ⅱ」農林中金総合研究所 2015年1

月  https://www.nochuri.co.jp/skrepo/pdf/sr20150311.pdf） 

  

■ 世界の環境都市 フライブルク市（ドイツ） 

　ドイツの西南端に位置し、人口約23万人のフライブルグ市は、環境保護で先進的な取り
組みをしている都市です。持続的でクリーンな町づくりが経済立地の基盤となり、そこか
ら雇用を生み出しています。マイカー利用を減少させるため、路面電車や様々な取り組み
がなされています。環境対策の多くは、住民参加型の活動が大きな力となっています。  

　（引用元：フライブルク市経済観光公社「Freiburg GreenCity」https://www.freiburg.de/pb/,Len/
372840.html） 
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■ 持続可能な住宅地というヴィジョンが実現したフライブルク市ヴォーバン地区 

・ヴォーバン地区の誕生：1992年、フランス軍がフライブルク市のヴォーバン駐屯地から
引き揚げた際、環境と社会福祉という視点を統合する新しい住宅地をつくる運動が始まり
ました。これには都市計画の専門家だけでなく、市内、市外を問わず多くの人が参加しま
した。この都市開発対策によって、市民5,500人のための新しい住宅地と600人を上回る
雇用の場が作られました。  

・エコロジカルな移動手段：市内のどの地区と比べても格段に車が少ないです。住民千人
あたりの乗用車保有台数はドイツ平均では500台以上、フライブルク市全体で339台に対
し、ヴォーバンはたったの183 台。ガソリン車からの排出ガスを抑えるため、マイカーを
持たずに生活できる条件が提供されています。街の中心部、子どもの遊びや交流スペース
となる道路エリアの大部分には駐車場がありません。マイカー利用の際は、住民は決めら
れた集合駐車場へ徒歩や自転車で移動します。また、自転車用道路の整備、路面電車、
カーシェアリング制度もあり、車なしでも困らない街になっています。  

・エネルギー：「パッシブハウス」という、最小限の暖房エネルギー消費で年中快適な室
温を保つ建物が造られました。さらに優れているのは「ゼロエネルギーハウス」で、エネ
ルギーとCO2それぞれの年間収支がゼロ。これは、より厳しい省エネ対策と再生可能エネ
ルギー設備により、エネルギー消費を相殺させることで達成されています。 

　2011年までに、144棟の建物にソーラーエネルギー施設が設置されました。暖房と給湯
を部分的に賄う太陽熱温水器、あるいは太陽光発電です。住宅地のほぼ全ての建物は、コ
ジェネ（熱電併給）によって、14km以上におよぶ地域熱供給網を通じて、暖房・給湯用
のエネルギーが供給されています。ヴォーバン住宅地には、30棟を超えるパッシブハウス
と２棟のゼロエネルギーハウスが建てられました。 

　（引用元：「総合ガイド フライブルグ市・ヴォーバン住宅地」NPO法人 ヴォーバン住民協会　http://
stadtteilverein-vauban.de/infos/publikationen_files/vauban.pdf） 
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