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4. 各国のGHG排出量はいくらにすべきか 
＜本章の目的＞ 
パリ協定は2℃未満1.5℃の温暖化防止を求めています。現状、世界各国は

それなりに温暖化防止に努めており、例えば日本は温暖化防止のために年間

3兆円以上を投じていると言われます。しかし、現状のトレンドに従うなら、

世界の平均気温上昇は2100年には3℃近くに達することは確実です。 
本章では、世界各国が常識的な範囲で精一杯温暖化防止に努めたら、2100

年のGHG 排出量はどこまで削減できるかを検討します。前章で紹介した 4
つのRCPシナリオの2100年のGHG排出量を念頭に、2012年の各国の排

出実績と、2030年の削減目標を基に考えます。 
パリ協定の目標を達成するには、GHG 排出量をゼロにすることが必要で

す。そのためには、先ず石油・石炭・天然ガスの使用をほとんどゼロにする

必要があります。しかし、化石燃料の使用をゼロにしても、GHG 排出量は

2/3しか減少しません。詳しくは5.3項を参照下さい。 
化石燃料の使用を無くすことは、社会全体を変革する大変なことです。先

進国は現在の豊かさをかなりの程度犠牲にすれば実行できるかもしれません。

しかし、今より豊かになろうとしている発展途上国や低所得国は、貧困が増

し、難民が発生するかもしれないのです。 
GHGの大幅削減に着手する場合、削減の程度に応じ、温暖化被害の甚大さ

に関する予測の確実さが必要とされます。加えて、温暖化による被害規模が、

GHG 削減対策の経済負担と同等かそれ以上であることが求められるでしょ

う。更に、温暖化は世界全体の問題ですから、ほとんどの国の賛同を得て実

施しなければ効果が上がりません。 
これらの視点から、2100年の各国のGHG削減がどの程度になるかを考え

ます。なお、今後の温暖化の進展によっては異常気象の恒常化などのため、

GHG 排出ゼロが不可避の事態が生じるかもしれませんが、その場合の問題

は5章以降に記載します。 
 
4.1. 1人当たりのGHG排出枠 
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3 章で世界全体のGHG 排出量と気温上昇等の予測を紹介しました。温暖

化防止の困難さを理解するには、世界全体のGHG排出目標を各国に割り振

り、各国がどれだけの排出削減を実行しなければならないかを示す必要があ

ります。GHG 排出削減は経済的負担を伴いますから、各国の削減割り当て

は、合理的で納得できるものであることが不可欠です。 
2.章に記載したように、人口1 人当たりのGHG 排出量を等しくする各国

のGHG 排出枠を基本とすべきと筆者は考えています。なぜなら、1 人当た

りの GHG 排出量は、1 人当たりの GDP と相関があり、豊かさの尺度に繋

がるからです。現状はどうであれ、どこの国の人々も等しく豊かになる権利

があると考えます。 
但し、1人当たりのGHG 排出枠を、各国の状況に応じて2次的に調整す

ることが必要でしょう。例えば寒冷地の国は、温帯の国よりもエネルギー消

費が大きくなり、1 人当たりのGHG 排出量が増大します。同じ温帯でも、

日本の夏は蒸し暑く、冷房負荷によるGHG排出が増加するから、その考慮

も必要になるかもしれません。各国の気候風土に応じた排出枠の2次調整が

必要です。 
世界には、水力発電が総発電電力量の96％を占めるノルウェーや、地熱と

水力で総一次エネルギー供給の 86％を占めるアイスランドのような国があ

ります。再生可能エネルギーの賦存量が豊富な国と乏しい国の違いを考慮し

ないのは不公平です。 
2015 年の実績で日本の GHG 総排出量の 13.8%は、鉄鋼業から排出され

たものです。GHG 排出量を減らすため、日本は鉄鋼業を止めるべきでしょ

うか。日本が鉄鋼生産を止めても、日本や日本の輸出先の鉄鋼需要が減るわ

けではありません。海外での鉄鋼生産が増加することになります。鉄鋼生産

1トン当たりのGHG排出量は、日本の鉄鋼業は世界で も低い水準にあり、

鉄鋼生産が海外に移行した場合、世界全体のGHG排出は増加することにな

ります。鉄鋼に限らず各国の輸出入量は、GHG 排出枠に対する 2 次的調整

を必要とする事項です。 
実際に各国の削減目標を協議する段階では、上記の他にも各国から種々の
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要望が出されることでしょう。その調整では、大国や先進国の主張やエゴが

発揮されることは避けられないでしょう。だからこそ、人口1人当たりの排

出枠を等しくする基本が重要になります。 
 
4.2. RCPシナリオと2100年の1人当たり排出量 
＜GHG排出削減の合意＞ 

2009 年の G8 ラクイラ・サミットで、世界全体の温室効果ガス排出量を

2050 年までに少なくとも50％削減する目標を再確認するとともに、先進国

全体として80％またはそれ以上削減する目標が支持されました。日本からは

当時の麻生首相が出席しました。 
繰り返しになりますが、2015 年末のCOP21 で採択されたパリ協定では、

次の長期目標が合意されました。 
◆世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち、

1.5℃に抑える努力をする。 
◆そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウト

し、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と（森林などによる）吸収量

のバランスをとる。 
これらの合意を念頭に、3 章で紹介した温暖化防止の RCP シナリオに従

いGHG排出削減を考えてみましょう。 
RCP シナリオは、2000～2100 年の GHG 排出経路を示したものですが、

2100 年の世界全体のGHG 排出量から、人口 1 人当たりのGHG 排出量を

検討することにします。なお、GHG 排出量の 2 次的調整を現時点で想定す

ることは難しく、世界全体で１人当たりのGHG排出量を等しくする仮定で

検討します。 
 

＜世界人口見通しと1人当たり排出量＞ 
1人当たりのGHG排出量で議論するには、2100年の人口データが必要で

す。人口予測は、国連の世界人口見通しのデータを用いました。同予測には、

低位、中位、高位推計があり図-4.1に示しました。ここでは、2100年の世界
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の人口として、中位推計の111億8000万人を使用することにします。2012
年と比較すると 2100 年の人口は約 1.6 倍に増加する推計になっています。

なお、2100年人口の低位推計は2012年とほぼ同じであるのに対し、高位推

計では約2.3倍になっており驚異的です。 
表-3.2 に示した 4 種の RCP シナリオに従う 2100 年の世界全体の GHG

排出量に基づき、表-4.1と図-4.2に人口1人当たりのGHG排出量を示しま

した。 

 
1 人当たりのGHG 排出量の絶対値を示しても、それが多いのか少ないか

は判断できないと思います。表-4.1と図-4.2には、2012年実績としては、図

-2.7 に掲載した世界全体やOECD 諸国、EU-28 カ国の平均値と、前述した

世界銀行による所得水準による各国分類の平均値を示しました。また、図-4.2
には、各RCPシナリオについて、産業革命以降2100年の世界の平均気温上

昇の予測平均値を併記しています。 
2012 年の実績では、前述したように、OECD 諸国など豊かな先進国の平

均値の1人当たりのGHG排出量は大きいことが分かります。一方、低所得

国のGHG排出量は、世界の平均に比べて随分少ない値です。 

図-4.1　世界の人口見通し
出所：国連の世界人口見通し
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2100年のGHG排出量では、気温上昇の平均予測が約1.6℃のRCP2.6シ

ナリオは、2012年の世界全体の平均値と比較して極めて小さく、RCP2.6シ

ナリオに従うGHG削減が極めて困難であることが想像できると思います。

パリ協定の合意は、GHG 排出削減努力をすることでなく、社会全体の変革

を求めているのです。 

平均値の分類
GHG排出量

トンCO2eq/人
シナリオ

GHG排出量
トンCO2eq/人

世界 6.5 RCP2.6 0.4
OECD諸国 12.3 RCP4.5 2.4
EU-28カ国 9.1 RCP6.0 5.7
高所得国 13.7 RCP8.5 12.0
高中所得国 8.4
低中所得国 2.6
低所得国 1.3

2012年の推定実績 RCPシナリオの2100年の値

表-4.1　人口1人当たりのGHG排出量、
2012年実績とRCPシナリオの２１００年排出量

図-4.2　2012年の1人当たりのGHG排出実績と
RCPシナリオに基づく2100年のGHG排出目標
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一方、2100年の気温上昇の平均予測が約4.3℃であるRCP8.5シナリオは、

2100年の1人当たりのGHG排出量が、2012年の世界全体の平均実績の2
倍近くで、前述したように過大な排出量想定と言えるでしょう。 

 
＜2100年のGHG削減率＞ 

GHG 排出削減は、一般に基準年からの削減率で評価されます。例えば、

京都規定書で日本は1990年を基準に6%削減、パリ協定では2013年を基準

に26%削減する2030年のGHG排出計画を提出しました。 
表-4.2と図-4.3には、表-4.1のデータを用いて2012年を基準にRCPシナ

リオに従う2100年の１人当たりのGHG排出量の削減率を示しました。 
なお、削減率がマイナスで示されているケースは、2012年よりもGHG排

出量が増加する場合です。例えば、低所得国のRCP8.5シナリオに従う2100
年の GHG 排出量は、2012 年の 8 倍以上になることを表しています。この

仮定では、現在の低所得国は2100年には2012年よりも豊かになり、GHG
排出量が大幅に増加することが想定されています。 
図-4.3 は表-4.2 を図示したものです。但し、GHG の増加を示しても温暖

化防止としては意味が乏しいので、マイナス20%までしか表示していないの

で注意して下さい。 
以下に、4つのRCPシナリオに従う2012年基準で2100年のGHG排出

削減率の概要を記載します。 

 

RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5
世界全体 93.1 63.7 12.9 -84.4
OECD諸国 96.4 80.7 53.7 1.9
EU-28カ国 95.1 73.8 37.3 -32.9
高所得国 96.7 82.7 58.6 12.3
高中所得国 94.7 71.9 32.6 -42.7
低中所得国 82.6 7.6 -121.5 -369.1
低所得国 65.1 -84.9 -343.0 -838.4

グループ
2012年実績基準の2100年排出削減率　％

表-4.2　RCPシナリオに基づく2012年基準とした2100年のGHG削減率
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①RCP2.6シナリオ 

RCP2.6シナリオに従うGHG排出量では、2012年を基準とする2100年

のGHG排出量の削減率は、低中所得国と低所得国を除くと、95%前後と極

めて高い値です。 
2012年のGHG排出量の1/4近くは、CH4やN2OなどのCO2以外の温

室効果ガスで、その半分位は農業や牧畜で発生するものです。農業や牧畜で

発生するGHGは、広い土地から低密度で発生するのもが多く、一定限度以

下に低減することは容易ではありません。そのため、GHGを95%程度まで

削減するには、エネルギー消費由来の CO2 は、ほとんどゼロにすることが

必要になるでしょう。それらを考えれば、RCP2.6 シナリオの実行は極めて

困難と言えると思います。 
RCP2.6 シナリオは、産業革命以後の人為的気温上昇を 2℃未満に抑制す

るもので、パリ協定で合意された訳です。2100年は先のことですが、世界各

国が本当に実行するつもりなのかは疑問です。 
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②RCP8.5シナリオ 
一方、RCP8.5シナリオの場合には、2012年に比べて2100年のGHG排

出量が増加するケースが多くなっています。世界全体でも、84%増加する想

定です。成り行きや、現状の延長線上のケースというよりも、前述のように

2100 年の GHG 排出量の想定が過大であるように思われます。何れにして

も、温暖化防止を検討するケースではありません。 
③RCP4.5シナリオ 
常識的に考えれば、実行可能な温暖化防止シナリオとしては、RCP4.5 か

RCP6.0ということになるでしょう。 
RCP4.5シナリオでは、2100年のOECD諸国と高所得国のGHG削減率

ではおよそ80%です。前述した2050年までに先進国全体として温室効果ガ

スを80％またはそれ以上削減するという目標と符合するものです。なお、先

進国の中でEU はGHG 削減が進んでいるため、EU-28 の削減率は 74%で

す。 
また、世界全体のGHG削減率は63%ですから、これも世界全体の温室効

果ガス排出量を 2050 年までに少なくとも 50％削減するという目標と近い

ものです。RCP4.5 シナリオは、2050 年までに先進国は 80%、世界全体で

50%以上のGHG削減を目指す目標を念頭に、設定されたシナリオのように

思われます。 
なお、日本では2016年に「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。

2030 年度に、温室効果ガスを 2013 年度比 26％削減する中期目標について

対策や国の施策を明らかにし、目標達成の道筋を付けるとともに、長期目標

として 2050 年までに 80％の排出削減を目指すことを位置付けたものです。

しかし、80%削減については、日本でも全く実行の目処は付いていません。 
一方、世界全体での50％削減については、発展途上国が今後豊かになりつ

つ、どのようにしてGHG削減を進めるのかも大きな問題です。 
④RCP6.0シナリオ 

RCP6.0シナリオでは、世界全体のGHG削減率は13%ですから、RCP4.5
と比べると実行の困難さにはかなりの違いがあります。それでも OECD 諸
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国のGHG削減率は54%ですから、それを実行するには、社会全体を変える

ような変革が必要になるでしょう。 
一方、産業革命以後2100年の気温上昇は、表-4.4に示したように、RCP4.5

では 2.4℃、RCP6.0 では 2.8℃と比較的小さい差異です。求められるGHG
削減の困難さを考えれば、RCP6.0 シナリオを選びたいと考えるのは当然の

ことのように思われます。また、産業革命以降の気温上昇を、なせ 2℃未満

に抑えなくてはいけないのか、3℃では駄目なのかという素朴な疑問も生じ

ます。 
 

4.3. 2030年の各国の削減目標 
2100 年までに各国は、どのくらい GHG 排出量を削減できそうか考える

前に、各国の2030年の削減目標を見ておきましょう。 

 

国名 基準年 削減率　% 備考

EU-28 1990 40

ロシア 1990 30

カナダ 2005 30

米国 2005 28 2025年の削減目標

オーストラリア 2005 28 26-28%削減

ブラジル 2005 37
2025年の37%削減が公式、2030年の43%削
減は参考値

日本 2013 26

中国 2,005年のCO2/GDP 65 CO2/GDPを2005年比で60-65%削減する

インド 2,005年のGHG/GDP 35 GHG/GDPを2005年比で33-35%削減する

韓国 2030年のBAU 37 2030年のBAUは850.6 MtCO2eq

インドネシア 2030年のBAU 29
2030年のBAUは2881MtCO2eq、国際支援
等を条件に41%削減

メキシコ 2030年のBAU 22
GHGとBlack Carbonの合計で25%削減(GHG
を22%、BCを51%削減)、2030年のBAUは
GHGが973 MtCO2eq、BCが137MtCO2eq

トルコ 2030年のBAU 21 2030年のBAUは1175 MtCO2eq

タイ 2030年のBAU 20
2030年のBAUは555MtCO2eq、適切な支援
があれば25%に引き上げ

イラン 2030年のBAU 4 国際支援等を条件に12%削減

サウジアラビア 現状(2021年?) 約25 130MtCO2eqの削減

南アフリカ 2030年値を指定
2025年および2030年の排出量を398～614
MtCO2eq

　注) BAUは成り行き値（Business As Usual）

表-4.3　主な国の2030年のGHG自主削減目標（INDC）
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パリ協定の合意に従い、各国は2030年の削減目標の約束草案（略称INDC）
を提出しました。表-4.3にはGHG排出量が多い主な国の削減目標を示しま

した。 
 

＜GHG削減の基準＞ 
先ず、GHG排出削減の基準ですが、京都議定書の1990年や2005年など

過去の排出量を基準とするものと、2030年のBAU（削減努力をせずに成り

行きに任せた排出量）を基準にする国があります。BAUを用いているのは、

一般に発展途上国です。今後、経済成長して豊かになり、エネルギー消費と

GHG 排出量が増加する可能性があるためです。過去の GHG 排出実績では

なく、成り行きに任せた場合の BAU を基準に、その値からどれだけ削減す

るかを申告しています。 
その趣旨からすると、先進国の仲間入りした韓国が、相変らず BAU 方式

を用いているのは、少しみっともない感じがします。京都議定書の段階では、

経済水準が充分でなく、付属書Ⅰ国でなかったことを引き摺っているためで

しょう。 
 
＜2030年のGHG削減目標＞ 
日本は 2013 年という半端な年の排出量を基準にしています。東日本大震

災により、日本中の原発が停止し火力発電で代替したため、GHG 排出量が

増大した年です。2013年の日本のGHG排出量は、1990年よりも10.8%増

加しました。日本は見た目の削減率を大きく示したかったためと思いますが、

2030年のGHG削減目標の約束草案として、2013年を基準に26%削減する

計画を提出しました。 
EU-28は1990年を基準に2030年にGHG排出量を40%削減する計画で

す。2005 年基準に換算すると 35%削減になります。どこの国も、削減率を

できるだけ大きく見せたいのです。各国の約束草案からは、苦心の跡が窺わ

れます。 
2012 年時点の 1 人当たりの GHG 排出量が多いオーストリアと米国は、
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2005年を基準に2030年にGHG排出量を28%削減する計画、カナダは30%
削減する計画です。現時点でGHG排出量が多い国々も、取り立てて高い削

減目標を設定したようには思われません。 
 

＜中国のGHG削減目標＞ 
現状 大のGHG排出国の中国は、中国語版の約束草案しか提出しておら

ず、非公式の英訳が添付されています。削減目標は2005年を基準にGDP当

たりのCO2排出量を65%削減する計画です。GHGでなくCO2の削減目標

としているのは、大国のため CO2 以外の GHG を正確に把握することが難

しいためかもしれません。石炭の採鉱に伴う炭鉱メタンの放散はかなりの量

と想像されますし、廃棄物関連や農業で発生するメタンや N2O も管理が不

充分で排出量の把握は困難なのでしょう。 
GDP当たりのCO2排出量を65%削減すると言われると、GHG排出量が

いくら削減されるのか調べたくなります。それを知るには、先ず 2030 年の

中国のGDPがいくらになるか推定しなければなりません。 
GDP には幾つかの種類がありますが、中国国家統計局が発表している実

質 GDP で評価するものと思います。2005 年と 新実績の 2018 年の実質

GDPの比率は3倍です。中国は2001年にWTOに加盟した後、急速な経済

成長を果たしました。2019年のGDP成長率は6.3%との予測がありますが、

それ以降は信頼できる予測は無いように思われます。過去の GDP 成長率を

見ると、2012年以降ほぼ直線的に低下していることが分かります。そのトレ

ンドに従うものと仮定し、2020 年代前半の平均の GDP 成長率を 5.5％、

2020 年代後半の平均成長率を 4.5％と仮定すると、2030 年の中国の実質

GDPは2005年の5.5倍になります。 
2005 年と比べ、2030 年のGDP 当たりのCO2 排出量が 65%削減（35%

に減少）されても、CO2は1.9倍（5.5×0.35）に増加します。GDP当たり

でCO2を65%削減すると申告していますが、排出量の絶対値は約2倍に増

加する訳です。次項では、GHGもCO2と同様な比率で増加するものと仮定

して他国との比較を紹介します。 
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＜2030年の各国の１人当たりGHG排出量＞ 
図-4.4に、GHG排出量が多い主な国について、2030年の人口1人当たり

GHG排出目標を示しました。 

 
2030年の各国の人口は、国連の中位推計値を用いています。GHG排出量

は、表-4.3 に示した各国の約束草案に基づいていますが、中国は前述の推定

1) 中国の排出量は本文に記載したように、2005年の約1.9倍とした。 
2) サウジアラビアの排出量は、2012年実績から130MtCO2eqを減じ

た値とした。 
3) イランの排出量は、2012年実績の4%削減値とした。 
4) メキシコは、GHGのみの申告値とし、BCは考慮していない。 

図-4.4　2030年の自主削減目標に基づく
主な国の1人当たりのGHG排出量
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に従い、2005 年の GHG 排出量の約 1.9 倍としました。サウジアラビアの

INDC は基準年が不確かですが、2012 年の推定実績から 130 MtCO2eq を

減じた排出量としました。イランの INDC には、2030 年のBAU 値が明記

されていないようですが、2012 年の 1 人の当たり GHG 排出量は 10.3 
tCO2eq/人と先進国並みに高い値であり、これ以上 BAU として増加するの

はおかしいと考え、2012年の推定実績の4%削減を排出量としました。メキ

シコは温暖化対策として、GHGとBlack Carbonの削減目標がありますが、

図-4.4にはGHG削減のみを考慮しました。 
図-4.4には、前述したシナリオRCP4.5とRCP6.0の2100年の1人当た

りのGHG排出量レベルを矢印の先端の位置で示しました。2100年までに、

削減しなければならない水準を示したものです。なお、シナリオRCP2.6は、

前述したように実行が困難と思われるため記載していません。 
2100年は先のことだとはいえ、2030年の各国の削減目標からは、パリ協

定で謳われている、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十

分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする、という意思は感じられません。現在

1人当たりのGHG排出量が多いロシア、米国、オーストラリア、カナダは、

2030年の排出目標も相変わらず高い値です。 
現状GHG 排出量が 大の中国は、2030 年の 1 人当たりのGHG 排出量

も高いレベルであることが分かります。図-2.5 に示したように、2005 年に

6.3 tCO2eq/人、2012年に8.8 tCO2eq/人でしたが、2030年には11.2 tCO2eq/
人に増加する想定です。北京、上海という大都市の1人当たりのGHG排出

量は既に充分高く、今後排出削減が必要でしょう。一方、西部地域や周辺地

域には、発展途上国の経済水準の人達が多数おり、今後その経済成長と共に

GHG排出量が増加すると想定されているのでしょう。 
 

＜シナリオRCP4.5とRCP6.0＞ 
図-4.4 に示した国々が、シナリオRCP4.5 に基づく2100 年のGHG 排出

量である 2.4 tCO2eq/人まで排出削減することは、かなり困難であることが

窺われます。 
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一方、シナリオRCP6.0 の5.7 tCO2eq/人の水準なら、排出量が多い一部

の国々が合意すれば、実行できそうに感じられます。オーストラリアやカナ

ダは、国際世論に反して自国の主張を押し通すことはないでしょう。従って、

国際的な政治の問題と同様に、米国、中国、ロシアの動向が、温暖化防止を

左右することになるでしょう。余談になりますが、環境保護団体も、誰を非

難すべきかを認識すべきです。 
図-4.4 に示されている BRICs の南アフリカやブラジル、インドネシアや

タイなどの発展途上国の1人当たりのGHG排出量は、概ねシナリオRCP6.0
の水準であることが分かります。 
図-4.4に示されていない発展途上国や低所得国は、図-2.7に示したように、

現状の 1 人当たりの GHG 排出量は RCP6.0 よりかなり低い水準です。今

後、如何にして経済成長を果たしつつ、GHG 排出量の増加を妥当な範囲に

抑制するかが課題になります。 
 

4.4. 2100年の各国のGHG削減量 
＜RCPシナリオの削減目標＞ 
パリ協定の 2℃未満 1.5℃を満たそうとすれば、RCP2.6 シナリオに従う

GHG排出ゼロということになります。しかし、「世界は温暖化で全ての生態

系が破壊されることによる大量絶滅の始まりにいる」と信じているスウェー

デンの少女のような人を除けば、極めて困難なGHG排出ゼロに取り組むべ

きと考える人は多くないと思います。 
また、RCP2.6シナリオは、RCP4.5やRCP6.0よりも平均気温上昇を1℃

余り低く抑制できますが、実施に要する経済負担は遥かに大きなものです。

それでもRCP2.6を実施しようという主張には充分な説得力が無いように思

われます。 
温暖化による甚大な被害として分かり易いのは、異常な大雨や台風などの

異常気象ですが、気温上昇を 2℃未満に抑制しないと異常気象が多発・恒常

化するという十分な根拠があるわけてはないことは、IPCC の5 次評価報告

書に記されています。 
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何より、前述した 2030 年の GHG 削減目標からも窺われることですが、

GHG 排出ゼロには米国、中国、ロシアなどの大国の賛同が得られそうもな

いことです。温暖化による深刻な被害の予兆がもっと明確にならない限り、

世界各国の賛同のもとにＧＨＧ排出ゼロを実施するのは難しいと考えます。 
一方、RCP8.5は、前述のように、GHG排出量を過大に想定したシナリオ

です。従って、2100年の世界各国のGHG排出目標を考えるなら、RCP4.5
かRCP6.0またはその中間ということになります。 

 
＜削減目標の検討方法＞ 
前述の考え方に従い、世界各国の1人当たりのGHG排出量を等しくする

仮定のもとに、2100年の各国のGHG排出量を検討します。現実には、豊か

な国や大国がより多くのGHGを排出することになると思います。その場合

には、目標値まで GHG 排出量を削減できない大国は、GHG 排出量の少な

い国にお金を払い、排出枠を買うことになるでしょう。 
2100 年の 1 人当たりのGHG 排出量は、表-4.1 に示したRCP4.5 または

RCP6.0シナリオに従う値とします。2100年の各国の人口は、図-4.1に示し

た国連の世界人口見通しの各国の中位推計値を用いました。GHG 排出削減

率は、2012年を基準にした2100年の値としました。 
日本を例に説明します。2012 年と 2100 年で世界全体の人口は 57%増加

すると推計されていますが、日本の人口は34%減少すると予測されています。

人口が約 2/3 に減るわけです。2012 年の日本の 1 人当たりの GHG 排出量

は10.66 tonCO2eq/人であるのに対し、前述のように、RCP4.5に従う2100
年の排出量は 2.37 tonCO2eq/人、RCP6.0 では 5.68 tonCO2eq/人です。こ

れらから、2012年と比べた2100年の日本のGHG排出量は、RCP4.5シナ

リオに従うと 14.6%、RCP6.0 では 35.1%になります。GHG 排出削減率で

示すと、RCP4.5シナリオでは約85%と大きな削減率になります。 
 
＜20カ国のGHG排出量＞ 
図-2.2に示した2012年のGHG排出実績で上位20カ国について、図-4.5
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に2100年のGHG排出量を示しました。 

 
人口１人当たりの GHG 排出量を等しく仮定したグラフですから、図-4.5

は 2100 年の各国の人口比率を表しています。温暖化防止としては、情報量

が乏しいデータですが、このグラフからも幾つかのことが読み取れます。 
先ず、2012年に世界のGHG排出量の3/4以上を占めていた20カ国が、

2100年には世界全体のGHG排出量の40％に減少することを示しています。

GHG 排出削減に関し、現在の先進国よりも発展途上国の方が将来重要にな

ります。 
2012年に 大のGHG排出国だった中国は、2100年には人口は74％に減

少すると推計されています。一方、2100年のインドの人口は2012年の120%
に増加すると予測され、 大のGHG排出国になるでしょう。なお、インド

の人口も、国連の中位推計によれば 2100 年にはピークを過ぎて減少に転じ

ています。 
 
＜各国のGHG削減率＞ 

図-4.5　2100年の主要20ヵ国のGHG排出量
1人当たりのGHG排出量を等しくする想定
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図-4.6には、世界各国の1人当たりのGHG排出量を等しくするという仮

定のもとで、前述の20カ国について2012年を基準にした2100年のGHG
排出削減率を示しました。RCP4.5 とRCP6.0 シナリオに従う値を図示して

います。同図にはマイナス側は－20%までしか表示していないため、削減率

の数字を記載しました。 

 
GHG 削減率の高いものから順に並べていますが、日本は高い削減率に位

置し、RCP4.5 に従う場合は 85%です。これは、2100 年の日本の人口が約

2/3 に減少するという予測に基づくためです。人口が減少すれば、成り行き

に任せてもGHG排出量は減少するはずですから、それ以上にGHG削減す
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ることが必要になります。日本は、他国と比べGHG削減の実行が極めて困

難ということではありません。 
シナリオRCP4.5とRCP6.0では、各国のGHG削減率には大きな違いが

あります。また、世界全体のGHG削減率も、RCP4.5に従う場合は43%で

すが、RCP6.0の場合は－37％で、世界全体では現状よりも37％増加しても

よいことになります。なお、GHG が増加していいのは発展途上国や低所得

国で、先進国ではないことは言うまでもありません。 
繰り返しになりますが、表-3.4 に示したように、産業革命以後の世界の平

均地上気温上昇の IPCC による予測の平均値は、RCP4.5 シナリオでは約

2.4℃であるのに対し、RCP6.0 では約 2.8℃と小さな違いです。世界の平均

気温上昇のこの小さな違いにより、温暖化による被害がどれだけ増大するか

を見極めることが必要です。 
図-4.6は、2012年を基準とした2100年の国全体のGHG排出量の削減率

ですが、日本のように人口が大幅に減少するケースでは、GHG 削減率の高

さが削減の困難さを的確に示しているとは言えないと思います。 
 

＜1人当たりの排出量の削減率＞ 
GHG排出削減の困難さを示すため、図-4.7には2012年を基準に2100年

の各国の 1 人当たりのGHG 排出量について削減率を図示しました。図-4.6
は各国の総排出量の削減率で、図-4.7は各国の1人当たり排出量の削減率で

あることに注意して下さい。 
日本のように 2100 年の人口の減少が大きい国については、図-4.6 に比べ

て図-4.7のGHG削減率が小さくなっています。 
図-4.7 で、2012 年時点で１人当たりの GHG 排出量が多かったオースト

ラリア、カナダ、米国、サウジアラビアは、RCP4.5 シナリオに従うなら、

90%前後のGHG排出削減が必要になります。それに続くロシアの削減率も

85％です。 
ドイツのGHG削減率は79%、日本は78%です。GHG排出大国の中国で

も73%のGHG削減率が求められます。EU諸国や日本がRCP4.5シナリオ
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の実行に同意したとしても、米国、中国、ロシアなどが同意するかは疑問で

す。 

 
2100年には 大のGHG排出国になると考えられるインドは、RCP4.5に

従うと削減率は 5％、RCP6.0 ならマイナス約 130%です。インドにとって

は、2100年に向けて豊かになり、GHG排出量の増加を適度なレベルに抑制

することが課題になるでしょう。 
 
4.5. 常識的に考える2100年の削減目標 
本項は温暖化防止に対する筆者の主観的な想いを綴ったものです。繰り返
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しになりますが、2℃未満1.5℃の温暖化防止にはGHG排出ゼロとすること

が必要で極めて困難な課題です。一方、 大の温暖化リスクは、異常気候の

頻発・恒常化であると考えますが、気温上昇と異常気象増加の定量的知見は

充分ではないと考えます。そのことが、以下の記載の背景になっています。 
 

＜2℃未満－GHGゼロ＞ 
日本は今世紀後半のできるだけ早期に「脱炭素社会」の実現を目指すとと

もに、2050 年までにGHG80％削減に大胆に取り組むことになっています。 
一方、パリ協定に従い日本が提出した 2030 年のGHG 自主削減目標は、

1990 年を基準にするなら 15%削減です。2030 年から 2050 年までには 20
年あるとはいえ、80%削減には遥かに及びません。しかし、GHG ゼロの強

い意思が感じられないのは、多くの国に共通したことです。 
温暖化防止に熱心なEU では、一部の国がGHG80%削減のシナリオを発

表しています。しかし、GHG 削減はあまり進展していないようで、本当に

80%削減目標が達成されるのか疑問です。GHG排出大国が80%削減を実施

しないのに、EUだけが実施することはありえないと思います。 
各国が温暖化防止に熱心でないと非難しているのではありません。多くの

国は、それなりに温暖化防止に取り組んでいます。温暖化防止に熱心な企業

も多数あります。大きな経済的負担にならない範囲なら、温暖化防止に賛同

して実施しているということでしょう。 
もし、「温暖化により全ての生態系が破壊され、大量絶滅が起きる始まりに

いる」と確信したなら、状況は違ってくるでしょう。しかし、国家でも企業

でも責任ある立場の人たちは、そのように考えていません。しかし、それは

環境意識が低いためではないと思います。 
2100 年の世界平均気温上昇は、2℃を超え 2.5～3.℃となる可能性が非常

に高いと思います。問題はそれにより、どれだけの温暖化被害が発生するか

です。 
人間や動植物の多くは、気温上昇になんとか対応でき、大量絶滅には至ら

ないでしょう。海面上昇も数10cmの範囲と予測されており、堤防の嵩上げ
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が必要であっても、GHG ゼロの温暖化防止対策の実施に比べれば容易なこ

とです。 
被害が大きいため も危惧される異常気象の頻発・恒常化についは、現時

点で定量的知見は充分でないと思います。 
今、GHG ゼロに拙速に取り組まないのは、見識があると言うべきでしょ

う。2030年のGHG自主削減に控えめな目標を設定し、この先10年間に温

暖化リスクがどれだけ大きく確実なものかを見定めることは、間違った対応

ではないと私は考えています。 
但し、GHG ゼロは世界を変革する大事業です。移行すべき世界の姿を想

定し、移行計画の原案を作成し、世界的な協議と調整を経て、実施計画が決

まることになるでしょう。GHGゼロの世界の構築作業にも長期を要します。

恐らく、今すぐ検討に着手しても、2050年までにGHGゼロ社会を構築する

ことは困難でしょう。 
GHG ゼロが本当に必要になるかは不確かですが、GHG ゼロ世界構築の

検討は今すぐ始めるべきです。その検討のため、IPCC とは別に国際組織を

設けることが必要と考えます。GHG ゼロ世界の構想が出来上がれば、温暖

化防止とはどのような事業で、どれだけ困難かも明確に見えるようになると

思います。 
 

＜約2.4℃－シナリオRCP4.5＞ 
シナリオRCP4.5は、2050年までに少なくとも世界のGHG排出を50％

削減するとともに、先進国全体として80％またはそれ以上削減する、という

前述したG8ラクイラ・サミットの目標に概ね沿ったもののように思います。 
図-4.7に示したように、RCP4.5に従うには、現状（2012年）を基準とし

て2100年までに、同図上部のGHG排出量が多いオーストラリア、カナダ、

米国、サウジアラビア、ロシアなどは、1人当たりのGHG排出量を90%前

後削減することが必要になります。韓国、ドイツ、日本などで80%前後、EU
諸国でも70%前後のGHG排出削減が必要です。現在 大のGHG排出国の

中国も73%の削減が必要になります。このように高いGHG削減率は、再生
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可能エネルギーの導入拡大だけでなく、社会システムの転換を必要とします。

なお、日本の長期エネルギー計画の前提になっている夢のような革新的技術

などは期待できないと思っています。 
温暖化防止は世界全体で取り組むことが必要で、取り分け多量排出国の合

意は不可欠です。パリ協定に基づく2030年の自主削減目標が30%前後であ

ることから考えると、高いGHG削減率を要するシナリオRCP4.5の実行に、

全ての国の合意が得られるとは思われません。 
国際世論が形成されれば、EU や先進国の多くは従うと思われますが、米

国、中国、ロシアなどは、豊かさを犠牲にする高いGHG削減に合意すると

は思われません。 
シナリオ RCP4.5 レベルの温暖化防止の実行に合意が得られるとしたら、

それは深刻な温暖化被害の予見が確実になった場合でしょう。百年に一度の

異常気象の恒常化により、それによる損害額が温暖化防止による経済負担と

比肩される水準になった場合です。 
 

＜約2.8℃－シナリオRCP6.0＞ 
温暖化防止が必要と認識されたとしても、異常気象が恒常するという予測

が確実視されるまでは、余程頑張っても実行できるのは、シナリオ RCP6.0
のGHG削減水準だろうと考えます。 
それに対し、温暖化防止としてRCP6.0程度でよいのかという意見が出さ

れることでしょう。一方、気温上昇は2℃未満でなければならないのか、3℃
では駄目なのか、という素朴な疑問も生まれるでしょう。温暖化リスクに関

する知見が未だ充分でないということであると思います。 
①ドイツと日本 
シナリオRCP6.0の実行について見ておきましょう。図-4.4に示した2030

年の各国の自主削減目標を見てください。シナリオRCP6.0 に従う 2100 年

の1人当たりのGHG排出量が5.7 tCO2eqであるのに対し、2030年の削減

目標は、例えばドイツは9.1 tCO2eq、日本は8.6 tCO2eqですから、各々あ

と 60%と 51%削減すればよいわけです。ドイツや日本は工業製品輸出が多
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く、前述したように輸出入に関するGHG排出枠の二次調整を考慮すれば、

必要なGHG削減量は更に少なくなります。2030年からの70年間に削減す

ればよいわけで、簡単ではありませんが、手が届く削減目標であると思いま

す。 
②EU諸国 

EU諸国の2030年の1人当たりのGHG目標値は、既にRCP6.0のGHG
レベルに殆ど手が届く水準です。図-4.4 に示していませんが、多くの発展途

上国の現状の1人当たりのGHG排出量は、シナリオRCP6.0よりも低い水

準です。 
③オーストリア・カナダ・韓国 
残る問題は、図-4.4 で 1 人当たりの GHG 排出量が多い 8 ヶ国ほどが、

2100 年までに RCP6.0 の水準まで GHG を削減できるかです。オーストラ

リア、カナダ、韓国は、GHG削減の国際世論が形成されれば、それに逆らわ

ず削減努力をすると思います。 
④アメリカ 
残るのは、ロシア、米国、中国、サウジアラビア、トルコです。米国につ

いて考えてみましょう。2030年目標の14.7 tCO2eq/人を更に5.7tCO2eq/人
まで削減することが必要です。2012 年排出実績との比較なら 30%に削減す

ることになり、社会システムの大幅な変更が必要になります。 
先ず、アメリカン・ファーストなんて言う大統領が、環境保護を主張する

大統領に代わる必要があるでしょう。GHG 削減により、巨大資本の石油産

業は大幅に縮小されることになります。CO2排出量が多い石炭産業は無くな

るかもしれません。電力に関しては、米国は風力発電の賦存量は大きいので

すが、恐らく、原子力発電に大きく舵を切ることになるでしょう。石炭火力

の設備を廃棄し、原子力発電の設備を大幅に増やすことが必要になります。

ガス産業も変容することになるでしょう。化石燃料を利用している自動車産

業や航空機産業も影響を受けます。 
米国では、産業界をどのように説得して温暖化防止を推進するかが大きな

問題になると思います。 
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⑤中国 
共産党一党独裁の中国では、産業界を説得する必要はないでしょう。前述

した 2030 年の GHG 排出量の推定に従うなら 1 人当たりの排出量は 11.2 
tCO2eq/人ですから、それを2100年までに半減することが必要になります。 

GHG の大幅削減は、先進国が豊かさを犠牲にして行うものです。北京や

上海などの臨海部の大都市は、先進国並みの経済水準に達し、1 人当たりの

GHG排出量は、恐らく先進国を超える水準になっているでしょう。しかし、

広大な中国の周辺部は発展途上国の経済水準です。中国全域の経済水準が上

がるまでは、中国政府にはGHG削減を優先して行うことはないと思います。

中国全域が先進国の水準に達することは、金輪際来ないかもしれないのです。 
なお、中国が温暖化防止に政策を転換する場合、技術的・社会的対応力は

米国に比べかなり劣っていると思います。風力や太陽光発電などの再生可能

エネルギーもそれなりに導入されると思います。しかし、2018年の発電電力

量の実績で原子力は総電力量の 4.3％に過ぎませんが、GHG 削減のために

は、結局、エネルギー供給の大半を原子力発電による電力に依存することに

なると思われます。 
⑥ロシア 
先ず、温暖化により永久凍土の溶解などの不都合な問題もありますが、ロ

シアにとって概して2～3℃の温暖化は悪いことではないと思います。 
また、ロシアには、GHG 削減を本格的に行う経済的な余裕はないと思い

ます。ロシア経済を支えているのは、天然ガスや原油の輸出です。今でも脆

弱なロシア経済は、世界の化石燃料消費が減少したら財政破綻するでしょう。 
国内の CO2 排出削減は、原子力にエネルギー転換することで対応できる

でしょうが、経済問題は自国だけでは解決できないと思います。GHG の大

幅削減を受け入れないと思われますが、そうしたとしても、エネルギー輸出

の収入が回復するわけではありません。 
大幅なGHG削減の問題は、ロシアに限らず、原油、石炭、天然ガスの輸

出に大きく財政を依存している国々にとって深刻な問題を引き起こすと思わ

れます。とりわけ発展途上国の場合、飢餓、難民問題が発生するでしょう。



 83 

それを避けるには、国際的な経済支援の仕組みが必要になると思います。 
⑦サウジ・トルコ 
サウジアラビアは、人口 3,380 万人の中規模国であり、GHG 削減に関し

て注目されるのは産油国だからです。石油輸出による富の蓄積がかなりある

でしょうから、石油消費が無くなる時代を見据えて、社会の転換を加速させ

るべきです。いずれにしても、今までのような豊かな生活は維持できないで

しょう。 
トルコについて論じる知見を有していませんが、トルコはEU加盟を目指

しており、EU加盟候補国に認定されています。EUの支援のもとで、GHG
削減を推進することが期待されます。 
⑦インド 

2100 年にインドは、世界 大の人口になっていることは確実で、 大の

GHG排出国になっているかもしれません。豊かになりつつ、GHGの増加を

適切な範囲に抑制することが課題になります。 
それは発展途上国に共通する課題です。多くの発展途上国にとって、それ

を実行するには、先進国による技術支援と経済支援が不可欠でしょう。 
 
＜本章のまとめ＞ 
温暖化防止が必要であると世界が認識したとしても、温暖化による甚大な

被害が明確に予見されない限り、実行できるのはシナリオRCP6.0の水準の

GHG削減だろうというのが本章のまとめです。 
シナリオRCP6.0ではお話にならないと、環境保護に熱心な人達は思うか

もしれません。しかし、それですらGHG排出量が多い米国、中国、ロシア

などの合意が得られるかは不確かです。 
温暖化防止はGHG削減の程度に応じて、先進国が豊かさを犠牲にして行

うものと思います。GHG ゼロの温暖化防止では、発展途上国やエネルギー

輸出国には、大きな影響が及びます。高い環境意識があれば実行できるもの

ではありません。世界的な支援の枠組みが不可欠と考えます。 


