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IPPC第4次報告書の安定化シナリオ

と平均温度、海面水位上昇

ppm ppm 西暦 % ℃ ｍ
Ⅰ 350-400 445-490 2000-2015 -85～ -50 2.0-2.4 0 .4-1.4 6
Ⅱ 400-440 490-535 2000-2020 -60～ -30 2.4-2.8 0 .5-1.7 18
Ⅲ 440-485 535-590 2010-2030 -30～ +5 2.8-3.2 0 .6-1.9 21
Ⅳ 485-570 590-710 2020-2060 +10～ +60 3.2-4.0 0 .6-2.4 118
Ⅴ 570-660 710-855 2050-2080 +25～ +85 4.0-4.9 0 .8-2.9 9
Ⅵ 660-790 855-1130 2060-2090 +90～+140 4 .9-6.1 1 .0-3.7 5

出典：IPCC第4次報告書
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北極の氷の減少

シベリア

2008年1979年

グリーンランドの氷床溶解の下限（IPPC４次報告)

1.9℃～4.6℃上昇が数千年続けば海面が７ｍ上昇

地球温暖化の影響



世界平均気温の上昇による主要な影響

0 1 2 3 4

湿潤熱帯地域と高緯度地域での水利用可能性の増加
中緯度地域と半乾燥低緯度地域での水利用可能性の減少および干ばつの増加
数億人が水不足の深刻化に直面する

地球規模で重大(40%以上)な絶滅

サンゴ白化の増加 広範囲に及ぶサンゴの死滅
～15%

種の分布範囲の変化と
森林火災リスクの増加  海洋の深層循環が弱まることによる生態系の変化
小規模農家，自給的農業者・漁業者への複合的なマイナス影響

低緯度地域における 低緯度地域におけるすべての
穀物生産性の低下 穀物生産性の低下
中緯度地域における いくつかの地域で
いくつかの穀物生産性の向上 穀物生産性の低下

洪水と暴風雨による被害の増加
世界の沿岸地域の訳30％の消失

毎年の洪水被害人口が追加的に数百万人増加
栄養失調，下痢，呼吸器疾患，感染症による社会的負荷の増加

熱波，洪水，干ばつによる罹病率と死亡率の増加
いくつかの感染症媒介生物の分布変化

医療サービスへの重大な負荷
（出典）　IPCC第四次評価報告書第二作業部会，ｐ16
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  5℃  

最大30％の種で絶
滅リスクの増加

～40%の生態系が影響を受けることで，
陸生生物圏の正味炭素放出源化が進行

ほとんどのサンゴが白化

水

生態系



ヒマラヤの氷河が溶ける
１９７８年（昭和５３年） １９９８年（平成１０年）

山岳氷河は２０世紀後半、大幅に後退した。

※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/) 

地球温暖化の影響



福岡豪雨災害
～博多駅周辺の状況1999.6.29

１ｍ近い深さで冠水したＪＲ博多駅周辺
（筑紫口付近）

出典：６．２９博多駅周辺浸水調査連絡会作成パンフレットより

洪水

サウジアラビア西部
ジッダ洪水2009年11月



洪水と干ばつ



「気候変動の経済学」(スターン・レビュー)

の報告書 2006

気候変動を放置した場合の、気候変動による被害額は、
20％に相当しその対策は次の通り。

温室効果ガスの大きな機器や、サービス需要の抑制

エネルギーの効率の向上による、エネルギーコスト抑制
と排出量削減の両立

森林減少防止など非エネルギー起源の排出対策の推進

電力部門、熱供給部門、交通部門における低炭素技術
への転換



温室効果ガスの安定化は、実現可能・経済成

長の継続と矛盾しない (スターン・レビュー)

技術革新の便益が得られ、経済成長の好機

経済全体の非効率的なエネルギーシステム改善の
好機

大気汚染被害減少、森林の保全等、気候変動対
策以外の目的達成の助け。

エネルギー向上とエネルギー源及び供給の分散化
は、エネルギー安全保障に役立ち、発電設備への
投資者に対して長期的な政策枠組みを明確にでき
る。



ゼロエミッションと低炭素革命の違い

ゼロエミッションは、食料品工場や農村
的工業を中心とする、工業化初期の途上
国に適した経営手法

資源生産性革命は、企業にイノベーショ
ンを求める、先進工業国型技術的アプ
ローチである。イノベーションに成功し
た企業だけ勝ち組



ECの取り組み
1990年 都市環境緑書(Green Paper on the Urban Environment)都市問
題と環境問題を統合の必要性

1991年 欧州委員会は都市環境の専門家グループ(Expert

Group on the Urban Environment)を設立

1992年 欧州委員会は第5次環境行動プログラム（サステ
ナビリティへ向けて）を公表、欧州の環境政策の転換点

1994年 都市環境専門家グループ、EU欧州委員会第9理
事会、国際環境自治体協議会(ICLEI)「サステナビリティへ
の欧州諸都市会議」「サステナビリティへの欧州諸都市憲
章」（オルボー憲章）が調印



オルボー憲章１９９４EU

地球レベルで人類の生存・生活条件の維持に対して、地域から
取り組む。

サステナビリティの原則

第１ 地球的・広域的・地域的な環境容量を枠組みとする「環
境的に維持可能」な都市の発展をめざす

第２ 社会・経済・環境という３つの相互連関的側面における
総合的にめざす

都市は環境問題をより広範囲の環境や未来に負わせず 地域レ
ベルで問題を解決

ユーロネット（ICLEI）
地域サステナビリティ優秀実践例情報サービス



サステナブルな都市開発に共通する4つの原則

① 民主的手続きの基で自由の制限を受け入れる

都市管理(Urban Management)、
② 都市経済政策と環境政策、交通政策と環境政策

政策統合（Policy Integration）、

③ 資源循環、広域交通流ネットワーク、水ネットワーク

エコシステム的発想、

④ 地域共通の利益の方向性を見いだすための
協力とパートナーシップ



欧州で新たな気候変動政策
二酸化炭素に関する欧州排出取引制度(EU-ETS)各国に
1990年比－8％の削減義務の再配分

試行期間第Ⅰ期(2005～2007年)スタート期間・第Ⅱ期
(2008～2012年)

対象施設・エネルギー多消費の一定規模以上の施設(排出
量の約46％)

排出枠を越えた場合、第Ⅰ期1トン当たり40ユーロ、第Ⅱ
期100ユーロの罰金



EUの社会経済システムの戦略

EUは現在、国内炭素税や域内排出量取引などに
より、いわば政策的な石油ショック状態を作り出し

温暖化が進み化石燃料が高騰する時代に備えて、
省エネ・技術開発をより一層推進し、

温室効果ガス排出量の増加と経済成長を出来るだ
け切り離し、環境問題と経済問題を同時に解決で
きる社会経済システムへの構造改革を進めている。



日本のエネルギー消費量

(世帯2005年)

日本 1.1TOE
(石油換算ト

ン)
イギリス2.7トン

ドイツ 1.6トン

アメリカ2.5トン

GDPあたりのエネルギー量の推移



日本の部門別二酸化炭素排出量の推移

二酸化炭素排出量の増加は、
規準年(1990)以降、
家庭部門が41.7% 
業務その他部門が43.9%
運輸部門が14.7%増加している。

温室効果ガス総排出量
は、2007年で13億7400万トン
（二酸化炭素換算）
基準年の総排出量を9％上回ってい
る、京都議定書の6% 達成するには、
15%も削減しなければならない。



運輸部門（人や物を運ぶのに必要な

エネルギー消費と輸送量の関係）



地球温暖化防止向けた国内対策 －９％

森林吸収量（3.8%）不足分京都メカニズム（1.6%)
①産業部門、企業の自主行動計画、電力・鉄鋼業・10業種、京

都メカニズムの大幅な活用

②業務その他部門、省エネルギー法、工場オフィスビルの省エ
ネ取り組みを強化

③家庭部門、省エネルギー性能の優れた住宅を選択するための
情報提供に努めている

④運輸部門、クリーンエネルギー自動車の普及促進、港湾の整
備によるモーダルシフトによる物流の効率化、効率的な物流
体系の構築た、公共交通機関の利用促進



コンパクトシティ

共通の5原則

都市形態のコンパクトさ

混合用途と適切な街路配置

強力な交通ネットワーク

環境のコントロール

水準の高い都市経営

都市の分散化傾向のつよさは簡単なも
のではない

• 情報通信技術の発達で低密度住居は
有利になっている。

•かえってエネルギー消費を高める

• 緑地の減少・道路混雑・汚染増大を高
める

• 宅地価格の上昇、格差の発生、社会的
公平性の喪失

コンパクトシティへの批判



91アワニーの原則

（アメリカ都市計画家が示したサステナブルなまちづくりにおいて遵守すべき原則）

・94ニューアーバニズム憲章
（次世代のアメリカの都市作り） の共通ポイント

土地利用の多様性、人種や収入、年齢など住民の多
様性がありかつ公平性が保たれていること

歩行者・自転車・公共交通中心の交通システム、デ
ザイン、施設配置

公共空間・コミュニティ施設の充実と人々が利用し
やすい立地、デザイン

自然・歴史風土に合致した建築やランドスケープ、
地域の材料の重視

都市やコミュニティは農地やグリーンベルト、自然
地域などの一定の境界をもち無限に拡大させてはな
らない。



ヨーロッパの事例

ザールブリュッゲンのエネルギー節約のための価格インセンティブ手法

コペンハーゲンの地区暖房システム

ボローニャの都心部流入抑制策

フライブルグ公共交通整備と地域環境定期券

ベルリンの自動車共有会社 中小企業の環境技術促進策

オーストリア グラーツ 1993エネルギー改革 石炭から天然ガスへの燃料転換

コジェネレーションによる地区暖房 太陽光発電 による大気汚染改善 二酸化
炭素排出削減

1996の事例

エコプロフィト・プログラム 地元中小企業に対してワークショップを開催し、収
集されたデータ・情報に基づいて産業連鎖に基づいて廃棄・排出を最小化し効率を
高める方式が検討される。

プログラムに参加し一定の基準（固形廃棄物・30％削減、危険物の廃棄削減50％削
減など）を達成した企業にはエコプロフィトロゴの使用が認められる。ロゴは1年おき
に更新・削減努力を継続。



低炭素社会

入り口が開いたままで、出口で対策をたてようと
しても、問題の解決は、非効率

循環型社会とは、資源消費を大幅に削減する
という永続可能な社会：10分の一だけの消費で、
経済を維持できるような、資源生産性の革命的
な大幅上昇を可能にする革新技術の導入が課題

自由時間や働きがいなどを重視する、脱物質主
義的な豊かさを創造すること。



将来の
都市構造
（福岡市）



福岡市都心部
（山笠の神事のコース）

天
神

博多駅



福岡市都心部
（飛行場による高度制限）



知的価値集
約施設の年
間利用者数
（人）



排出量の比較
（国・北九州・福岡市）

福岡市

国内航空
11%

自動車
20%

業務
35%

家庭
21%

廃棄物
3%

鉄道
1%

国内船舶
2%

農林・水産業
1%

建設業
3%

製造業
3%

８，２９万ｔ

２００７



二酸化炭素排出量の部門別推計

（福岡市）



業種別二酸化炭素排出量

(福岡市2004)



運輸部門における排出量

(福岡市)



博多港外国航路旅客数の推移



博多港海上出入貨物量の推移



幹線道路12時間交通量



フランスリヨン
都市交通計画
策定の際に
住民協議され
た
シナリオ比較



フランス
モンペリエ
交通計画策定
のシナリオ



サンフランシスコ都市圏

ダウンタウン（オフィスの抑制）

グレーターダウンタウン

サンフランシスコ

ゴールデンゲイトブリッジ
ボトルネック

バート路線（地下鉄）

カルトランス路線（二階建通勤列車）

主要フェリー路線

サンフランシスコ湾

オークランド

ベイブリッジ
ボトルネック



トランジットファースト政策

高速道路を増やさない

都心部駐車場抑制・料金値上げ

都心部公共交通ターミナル・公共施設・歩道
ネットワーク

増加分の交通需要は公共交通が受け持つ

交通システム管理による交通需要をコント
ロール

サンフランシスコ



サンフランシスコ（アメリカ）都心を走るムニ



LRT導入を中心とした施策パッケージ



LRTを軸としたバス網再編のイメージ



LRTを軸とした機能的な公共交通ネットワークの例（フライブルク）



バスと乗り継ぎ施設の例



パークアンドライド駐車場の事例



パークアンドライド



自転車道路



エコスタイルの削減対策（自転車）

徒歩

17% 自転車5%
原付・バイク2%

自動車29%
バス23%

鉄道24%

５ｋｍ圏での天神地区への

交通手段

出典：福岡市道路自転車利用総合計画（平成１６年）

自転車の省エネ

○気軽に使える
○時間の制約がない

（フレキシブル）
○健康によい

○お金がかからない
○季節・風が感じられる

○町を楽しめる

自転車の特性

人口の４割が都心の自転車利用圏（５ｋｍ）に居住
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