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気候変動の最新の科学的知⾒をアクションへ
波⼒発電によるCO2削減と海岸保全の同時解決法

実証試験中の平塚波⼒発電所

福島環境再⽣・未来志向シンポジウム

環境省のCO2排出削減対策強化誘導型
技術開発・実証事業（2018〜2021年度）



COP26（2021年11⽉1⽇〜12⽇、英国グラスゴー ）開催
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（出典）



国連の事務総⻑の死刑宣告（2.7度）の科学的根拠

+2.7℃上昇予測（2100年）

国連が191カ国削減⽬標(NDCs)を集計した結果：SSP2-4.5シナリオに近い

（出典）国連HP:https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-
determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report

（2021年9⽉17⽇国連発表）

IPCC AR6シナリオ

SSP:The Shared Socioeconomic Pathways (SSP)
共通社会経済経路



IPCC Working Group I Reports Since 1990 
第１次報告書（1990）

第４次:
（2006）

第5次
（2013）

第2次
(1995)

第3次
（2001）

特別報告書
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第6次報告書AR6
（2021年8⽉6⽇）

COP26削減の科学的根拠︓IPCC第6次報告書AR6（WG1）が公表

（出典）https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

IPCCでは、1990年から2021年までの31年間、温暖化の科学的知⾒を６
冊の報告書として公表している。IPCCは、世界中の研究者が発表した科
学論⽂（査読付き）を公平にレビューすることを役割としている。

要約版はSPM（Summary for Policy Maker)と呼ばれ、気象庁から⽇本語訳が公表されている
（出典）https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/IPCC_AR6_WG1_SPM_JP_20210901.pdf

講演者等の論⽂がレビューされている
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geographical patterns of many variables can be identified at a given level of global warming, common to all 
scenarios considered and independent of timing when the global warming level is reached. 
{1.6, Box 4.1, 4.3, 4.6, 7.5, 9.2, 9.6, Cross-Chapter Box 11.1, Cross-Section Box TS.1} 
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1.4℃（SSP1-1.9）

SSP:The Shared Socioeconomic Pathways (SSP) 共通社会経済経路

1.8℃（SSP1-2.6）

2.7℃（SSP2-4.5）

3.6℃（SSP3-7.0）

4.4℃（SSP5-8.5）

2050年カーボンニュートラル
2050年以降、排出量がマイナス 2030年

メタンのシナリオ

N2Oのシナリオ

SO2のシナリオ

2015 2050 2100

CO2
年間排出量
（GtCO2/年）

COP26のIPCC の根拠︓カーボンニュートラル（実質ゼロ）と気温予測結果
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2100年2050年

パリ協定
⽬標1.5℃
事務総⻑の
警告2.7℃

CO26で⽶国の削
減案が提案された

前回AR5の
シナリオ
RCP2.6
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SSP5-8.5ԾͲɼතজ҈ఈԿϕϫιηΝɼ 
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߶ഋड़Ͷͺ 
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2300年の海⾯⽔位

SSP1-2.6（1.8℃上昇）
の⽔位：0.5〜3.2m上昇

SSP5-8.5（4.4上昇）
の⽔位：1.9〜6.9m上昇

⾼排出の場合には、氷
床融解により海⾯⽔位
が15mを超える可能性も
ある

2100年までの海⾯⽔位

2100年までの北極海の海氷⾯積

排出量がマイナ
スとなるSSP1-
1.9、SSP2-2.6以
外のシナリオで
は、北極海の9
⽉の海氷⾯積は
今世紀半ばに消
失する

6

重要な知見 IPCC AR6：長期（2300年）の海面水位の予測が示された
2100年までの世界平均気温

2100年までの海⾯付近のPH(酸性化)

2100年1990年 2000年



Change of Sea Ice in the Arctic region （A1B︓Middle)
1990ʼs

シナリオ(A1B)

North America

Eurasia

Japan

Greenland
North America

Eurasia

Japan

Greenland

7（Source: CRIEPI)

電中研予測計算（NCAR共同研究）

Change of Sea Ice in the Arctic region （A1B Scenario︓Middle)

（先⾏事例との⽐較）
北極海の海氷変化の予測計算（NCAR共同研究成果、2004年）では2100年に消滅

（出典: 丸⼭他、電⼒中央研究所 環境科学研究所)

（重要な知⾒）AR6では9⽉の海氷消滅時期が2050年に早まった

7



要約すると；
・海⾯⽔位は、海洋が熱を吸収するため数千年にわたり上昇し、上昇状態が継続する
・2千年後の平均海⾯⽔位の予測；

1.5℃抑制が達成できた場合 ：2〜3mの上昇
2.0℃抑制が達成できた場合 ：2〜6mの上昇
5.0℃まで温暖化化が進んだ場合：19〜22mの上昇

・過去の気候（古気候）の海⾯⽔位と予測結果はよく⼀致する
12万5千年前：0.5〜1.5℃温暖期 ：5〜10m海⾯⽔位が⾼かった
300万年前 ：2.5〜4.0℃温暖期 ：5〜25m海⾯⽔位が⾼かった
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͍Θ͑ɼՆ͗ఁ͚ͳӪ͗ڻ͘͏݃Վʤතজࣰ͚֮͗͘ͶΓͮͱͺʤτΡρϒϱήϛ
ϱφʥΝ͑ͳ͏͑ಝ͍͗Ζ҈ఈ͵գఖͶًҾͤΖʥͶଲͤΖৄݸ͗ڎఈదͲ͍Ζٯ34ɽ 
ʪ���ɼ���ɼ���ɼ���ɼ���ɼ%R[����ɼ%R[�76��ɼ76����ʫ 

%���� ֆฑۋքਭҒ͗ ��نؔɼত͢କ͜Ζ͞ͳͺɼΆ·ࣰ֮Ͳ͍Ζɽ���� ೧ΉͲͶً͞ΖՆ͗
߶͏ֆฑۋքਭҒতྖͺɼ����ʛ����೧ฑۋͳർ΄ͱɼ*+*ഋड़͗ඉͶঙ͵͏εψϨΨʤ663�����ʥ
ԾͲͺ ����ʛ�����Pɼঙ͵͏εψϨΨʤ663�����ʥԾͲͺ ����ʛ�����PɼఖౕεψϨΨʤ663�����ʥԾ
Ͳͺ ����ʛ�����̾ɼඉͶଡ͏εψϨΨʤ663�����ʥԾͲͺ ����ʛ�����PͲ͍Εɼ����೧ΉͲͶً͞ΖՆ
͗߶͏ֆฑۋքਭҒতྖͺɼඉͶঙ͵͏εψϨΨʤ663�����ʥԾͲͺ ����ʛ�����Pɼঙ͵͏εψϨΨ
ʤ663�����ʥԾͲͺ ����ʛ�����̾ɼఖౕεψϨΨʤ663�����ʥԾͲͺ ����ʛ�����̾ɼඉͶଡ͏εψϨΨ
ʤ663�����ʥԾͲͺ ����ʛ�����PͲ͍Ζʤ֮৶ౕ͗ఖౕʥٯ35ɽ͵͕ɼ*+* ഋड़͗ඉͶଡ͏εψϨΨʤ663��
���ʥԾͲͺɼතজϕϫιηࣰ֮͗͘͏ͪΌɼՆ߶͏ҕΝ͓ͱɼ���� ೧ΉͲͶ ��Pɼ���� ೧
ΉͲͶ ��PͶയΖՆ൳ఈͲ͘͵͏ʤ֮৶ౕ͗ఁ͏ʥɽ 
ʪ���ɼ���ɼ%R[����ɼ%R[�76��ʫʤਦ 630��ʥ 

%���� ௗغదͶͺɼք༺෨ԻஈԿͳතজ༧մ͗କ͚ͪΌɼքਭҒͺ਼ඨ೧͖Δ਼એ೧ͶΚͪΕতͤΖ
͞ͳͺඈ͜ΔΗͥɼΉ਼ͪએ೧ͶΚͪΕքਭҒ͗তͪ͢য়ସ͗ܩକͤΖʤ֮৶ౕ͗߶͏ʥɽޛࠕ � એ೧ͶΚͪ
ΕɼֆฑۋքਭҒͺɼԻஈԿ͗ ���ˈͶཊ͓ΔΗͪͺ༁ �ʛ��Pɼ�ˈͶཊ͓ΔΗͪͺ �ʛ��Pɼ�ˈ
ԻஈԿͲͺ ��ʛ���Pত͢ɼͨޛ਼એ೧ͶΚͪΕত͢କ͜Ζʤ֮৶ౕ͗ఁ͏ʥɽ਼͞એ೧ͶΚͪΖֆ
ฑۋքਭҒত༩ͺɼգڊԻஈ͵ޫـ͖ؔغΔ͠ݫΗΖਭ६ͳҲ͢ͱ͏ΖɽֆـԻ͗ ����ʛ
����೧ͳർ΄ͱ ���ʛ���ˈ߶͖ͮͪՆ͗ඉͶ߶͏ ��ຬ �એ೧ࠔͶͺɼքਭҒ͗ࡑݳΓΕ �ʛ���P߶
͖ͮͪՆ͗߶͚ɼֆـԻ͗ ���ʛ�ˈ߶͖ͮͪ༁ ���ຬ೧ͶͺɼքਭҒ͗ �ʛ���P ߶͖ͮͪՆ͗ඉ
Ͷ߶͏ʤ֮৶ౕ͗ఖౕʥɽ 
ʪ���ɼ&URVV�&KDSWHU�%R[����ɼ���ɼ%R[�76��ɼ%R[�76��ɼ%R[�76��ʫ 

 
                                                      
ܧ͘͏݃Վͳͺɼਫ਼ͤΖི֮͗ఁ͏ͺʤࣰ֮͗͘͏ͳ͏͑қັͲʥͲ͍ΖɼऀճΏਫ਼ସ͗ڻ34 Ն͗ఁ͚ͳӪٯ

ઞࡑద͵Ӫ͗ڻ͚͘͵Ε͑ΖͫΘ͑݃Վ͞ͳͲ͍ΖɽʤτΡρϒϱήϛϱφʥͳͺɼྡֆద͵͘͢͏͞ͳͲɼͨΗΝ
͓Ζͳଡ͚ɼಧષٶ;ՆٱదͶɼ͍Ζ͏ͺಧષͺՆٱదͶɼεητϞ͗รયͤΖɽ 

35 $5�Ώٯ 652&&Ͳ༽͏ͱ͏Ζخ६ؔغͲ͍Ζ ����ʛ����೧ͳർֳͤΖͶͺɼֆฑۋքਭҒতྖਬఈͶ �����PΝՅ͓Ζɽਦ 630��
Ͳ༽͏ͱ͏Ζخ६ؔغͲ͍Ζ ����೧ͳർֳͤΖͶͺɼ�����PΝՅ͓Ζɽ 

（重要な知見）IPCC AR6：超長期（2千年後）の海面水位の予測が示された
報告書の特徴：超長期の海面水位の予測をかなり詳細に評価できるようになった
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（出典）IPCC AR6 SMP 気象庁訳

������� 

ͶΓεητϞԢͶؖͤΖஎࣟޫـྙଁՅͶଲͤΖکࣻ๎;ٶڎదৄޫـݻϕϫιηɼޫـ ��$
Εɼ$5�ΓΕ͏ڳҕͲɼ�ˈͳ͏͑ฑౕ״ޫـߩྒྷ࠹ਬఈ͗͘ड़͠Ηͪɽ 
ʪ���ɼ���ɼ���ɼ���ɼ%R[����ɼ&URVV�&KDSWHU�%R[����ɼ���ɼ���ɼ���ʫ 

$���� ਕҟద͵๎ࣻکྙͺɼ���� ೧Νخ६ͳ͢ͱ ���� ೧Ͷ ����ʨ����ʛ����ʩ:�P�Ͳ͍ΕɼޫـεητϞ
ΝԻஈԿͦ͠ͱͪ͘ɽ͞ԻஈԿͺकͶ *+* ౕଁՅͶΓΖͲ͍ΕɼΦʖϫμϩౕଁՅͶΓΕྮצԿ
ͤΖ͞ͳͲ෨దͶܲ͠ݰΗΖɽ๎ ྙͺɼ$5�ͳർֳ͢ͱکࣻ �����:�P�ʤ��ˍʥଁ Յ͢ɼ͑ ͬ �����:�P�ͺ ����
೧Ґ߳ *+* ౕଁՅͶΓΖͲ͍ΖɽΕͺɼՌָదཀྵմͳΦʖϫμϩکྙՃรߍͶ͑
ͲɼౕݰঙͳܯրવΝΞͲ͏Ζʤ֮৶ౕ͗߶͏ʥɽ 
ʪ���ɼ���ɼ76����ɼ76����ʫ 

$���� ਕҟద͵ਜ਼ັਜ਼๎ࣻکྙͺɼޫـεητϞͶ௧ՅΦϋϩάʖΝடͤΖ͗ɼஏනۛতԻͶԢ
͢ͱӋநؔۯΦϋϩάʖଝࣨ͗ଁՅͤΖ͞ͳͲɼ෨దͶܲ͠ݰΗΖɽ؏͠ΗͪޫـεητϞฑۋட೦
ིͺɼ����ʛ����೧ٯ19 ����ʨ����ʛ����ʩ:�P�͖Δ ����ʛ����೧ٯ20 ����ʨ����ʛ����ʩ:�P�ͶଁՅ͢
ͪʤ֮৶ౕ͗߶͏ʥɽޫـεητϞͶ͕͜Ζட೦ ��ˍͺք༺ԻஈԿɼ��ͺҮԻஈԿɼ��ͺතݰঙɼ��
ͺـԻஈԿ͗ͨΗͩΗઐΌͱ͏ͪʤ֮৶ౕ͗߶͏ʥɽ 
ʪ���ɼ%R[����ɼ76����ʫ 

քਭҒতΝۋঙͳք༺ԻஈԿͶΓΖ೦ͶΓΕɼֆฑݰεητϞட೦ͺɼҮතޫـ ����$
ͪΔͪ͢ɽ����ʛ���� ೧Ͷ؏͠ΗͪքਭҒত ��ˍ͗ք༺೦Ͳઈ͠ΗΖҲ๏ɼ��ˍͺතՑ͖Δ
තݰঙɼ��ˍͺතজ͖Δතভࣨɼ�ˍͺҮͶ͕͜ΖஹਭྖรԿ͗ر༫ͪ͢ɽ����ʛ����೧තজ࣯ྖ
��ঙིͺɼݰ��ʛ����೧ �ഔͲ͍ͮͪɽ����ʛ����೧ֆฑۋքਭҒতͺɼතজͳතՑ࣯ྖݰঙ͗ɼ
 ഓద͵གྷҾͲ͍ͮͪʤ֮৶ౕ͗߶͏ʥɽࢩͶڠ
ʪ&URVV�&KDSWHU�%R[����ɼ���ɼ���ɼ���ʫ 

$���� ฑౕ״ޫـߩͺɼ๎ࣻکྙͶଲͤΖޫـԢਬఈͶ༽͠ΗΖ॑གྷ͵Ͳ͍Ζɽ਼ৄٯڎ21Ͷخ
Ͱ͚ͳɼฑౕ״ޫـߩՆ͗ඉͶ߶͏ҕͺ �ˈʤ֮৶ౕ͗߶͏ʥ͖Δ �ˈʤ֮৶ౕ͗ఖౕʥͲ͍Ζɽ$5�
Ͳͺྒྷ࠹ਬఈΝ �ˈɼՆ͗߶͏ҕΝ ���ˈ͖Δ �ˈʤ֮৶ౕ͗߶͏ʥͳՃͪ͢Ͷଲ͢ɼ$5�ͲͺՆ
͗߶͏ҕΝ ���ˈ͖Δ ���ˈͳ͢ɼྒྷ࠹ਬఈͺࣖ͠͵͖ͮͪɽ 
ʪ���ɼ���ɼ76����ʫ 

  

                                                      
�� 19ٯ��ʛ����೧Ͷ͖͜ͱྩΦϋϩάʖଁՅྖͺ ���ʨ���ʛ���ʩ=-ʤ��=-ͺ �����-ʥɽ 
20 ����ʛ����೧Ͷ͖͜ͱྩΦϋϩάʖଁՅྖͺٯ ���ʨ���ʛ���ʩ=-ɽ 
ΊʤHPHUJHQW�FRQVWUDLQWࢾΖͤݰͰ͘গཔ༩ࣰ֮ΝఁخɼϠυϩͶޫـݻɼىͶΓΖحϕϫιηཀྵմɼޫـ 21ٯ ༃ �ʥʤ༽ॄޢ

লʥɽ 
༃ Ͷ͕͏ͱॄޢ༼ � HPHUJHQW�FRQVWUDLQW ͺɼh ஏځεητϞϠυϩͶΓΖΠϱγϱϔϩΝ༽͏ͱಝఈϓΡʖχώρέͺগཔรԿΝգڊͺ

 Ίʱͳఈٝ͠Ηͱ͏ΖɽࢾΖͤݰ༩ࣰ֮Νఁޫـ؏Ͷؖ࿊͜ɼޫـࡑݳ

������ 

,3&& �Ճๅࠄॽ�  ॽࠄ෨ճๅۂࡠ�
รಊޫـ ����ʁࣙષՌָదࠞڎ 
݀ࡨఈं͜གྷ༁ʤ630ʥ 

ఈ༃ʤ����೧ �݆ �ೖ൝ʥ 

ࣧජंʁ 
5LFKDUG�3��$OODQʤӵࠅʥɼ3DROD�$��$ULDVʤαϫϱϑΠʥɼ6RSKLH�%HUJHUʤϓϧϱη�ϗϩάʖʥɼ-RVHS�*��&DQDGHOOʤ߿यʥɼ&KULVWRSKH�&DVVRXʤϓ
ϧϱηʥɼ'HOLDQJ�&KHQʤηΤΥʖυϱʥɼ$QQDOLVD�&KHUFKLʤνϨΠʥɼ6DUDK�/��&RQQRUVʤϓϧϱη�ӵࠅʥɼ(ULND�&RSSRODʤνϨΠʥɼ)D\H�
$ELJDLO�&UX]ʤϓΡϨϒϱʥɼ$wGD�'LRQJXH�1LDQJʤιϋΪϩʥɼ)UDQFLVFR�-��'REODV�5H\HVʤηϘϱʥɼ+HUYp�'RXYLOOHʤϓϧϱηʥɼ)DWLPD�'ULRXHFK
ʤϠϫραʥɼ7DPVLQ�/��(GZDUGVʤӵࠅʥɼ)UDQoRLV�(QJHOEUHFKWʤೈΠϓϨΩʥɼ9HURQLND�(\ULQJʤχςʥɼ(ULFK�)LVFKHUʤηηʥɼ*UHJRU\�0��
)ODWRʤΩψξʥɼ3LHUV�)RUVWHUʤӵࠅʥɼ%D\ORU�)R[�.HPSHUʤธࠅʥɼ-DQ�6��)XJOHVWYHGWʤόϩΤΥʖʥɼ-RKQ�&��)\IHʤΩψξʥɼ1DWKDQ�3��*LOOHWW
ʤΩψξʥɼ0HOLVVD�,��*RPLVʤϓϧϱη�ηηʥɼ6HUJH\�.��*XOHYʤϫεΠʥɼ-RVp�0DQXHO�*XWLpUUH]ʤηϘϱʥɼ5DILT�+DPGLʤϗϩάʖʥɼ-RUGDQ�
+DUROGʤӵࠅʥɼ0DWKLDV�+DXVHUʤηηʥɼ(G�+DZNLQVʤӵࠅʥɼ+HOHQH�7��+HZLWWʤӵࠅʥɼ7RP�*DEULHO�-RKDQVHQʤόϩΤΥʖʥɼ&KULVWRSKHU�
-RQHVʤӵࠅʥɼ5LFKDUG�*��-RQHVʤӵࠅʥɼ'DUUHOO�6��.DXIPDQʤธࠅʥɼ=ELJQLHZ�.OLPRQWʤΨʖηφϨΠ�ϛʖϧϱχʥɼ5REHUW�(��.RSSʤธࠅʥɼ
&KDUOHV�.RYHQʤธࠅʥɼ*HUKDUG�.ULQQHUʤϓϧϱη�χςɼϓϧϱηʥɼ-XQH�<L�/HHʤؘࠅʥɼ,UHQH�/RUHQ]RQLʤӵࠅ�νϨΠʥɼ-RFKHP�0DURW]NH
ʤχςʥɼ9DOpULH�0DVVRQ�'HOPRWWHʤϓϧϱηʥɼ7KRPDV�.��0D\FRFNʤธࠅʥɼ0DOWH�0HLQVKDXVHQʤ߿य�χςʥɼ3HGUR�0�6��0RQWHLURʤೈ
ΠϓϨΩʥɼ$QJHOD�0RUHOOLʤόϩΤΥʖ�νϨΠʥɼ9DLVKDOL�1DLNʤธࠅʥɼ'LUN�1RW]ʤχςʥɼ)ULHGHULNH�2WWRʤӵࠅ�χςʥɼ0DWWKHZ�'��
3DOPHUʤӵࠅʥɼ,]LGLQH�3LQWRʤೈΠϓϨΩ�Ϡδϱϑʖέʥɼ$QQD�3LUDQLʤνϨΠʥɼ*LDQ�.DVSHU�3ODWWQHUʤηηʥɼ.ULVKQDQ�5DJKDYDQʤϱ
χʥɼ5RVKDQND�5DQDVLQJKHʤΨϧϱξ�ηϨϧϱΩ߿�यʥɼ-RHUL�5RJHOMʤӵࠅ�ϗϩάʖʥɼ0DLVD�5RMDVʤοϨʥɼ$OH[�&��5XDQHʤธࠅʥɼ-HDQ�%DSWLVWH�
6DOOpHʤϓϧϱηʥɼ%M¡UQ�+��6DPVHWʤόϩΤΥʖʥɼ6RQLD�,��6HQHYLUDWQHʤηηʥɼ-DQD�6LOOPDQQʤόϩΤΥʖ�χςʥɼ$QQD�$��6|UHQVVRQʤΠ
ϩκϱοϱʥɼ7DQQHFLD�6��6WHSKHQVRQʤζϡϜΩʥɼ7UXGH�6WRUHOYPRʤόϩΤΥʖʥɼ6RSKLH�6]RSDʤϓϧϱηʥɼ3HWHU�:��7KRUQHʤΠϩϧϱ
χ�ӵࠅʥɼ%ODLU�7UHZLQʤ߿यʥɼ5REHUW�9DXWDUGʤϓϧϱηʥɼ&DUROLQD�9HUDʤΠϩκϱοϱʥɼ1RXUHGGLQH�<DVVDDʤΠϩζΥϨΠʥɼ6|QNH�=DHKOH
ʤχςʥɼ3DQPDR�=KDLʤࠅʥɼ;XHELQ�=KDQJʤΩψξʥɼ.LUVWHQ�=LFNIHOGʤΩψξ�χςʥ 

ࣧජंྙڢʁ 
.ULVKQD�0��$FKXWD5DRʤϱχʥɼ%KXSHVK�$GKLNDU\ʤϋϏʖϩʥɼ(GYLQ�$OGULDQʤϱχϋεΠʥɼ.\OH�$UPRXUʤธࠅʥɼ*RYLQGDVDP\�%DODʤ
ϱχ�ธࠅʥɼ5RQGURWLDQD�%DULPDODODʤೈΠϓϨΩ�ϜξΪηΩϩʥɼ1LFRODV�%HOORXLQʤӵࠅ�ϓϧϱηʥɼ:LOOLDP�&ROOLQVʤӵࠅʥɼ:LOOLDP�'��&ROOLQV
ʤธࠅʥɼ6XVDQQD�&RUWLʤνϨΠʥɼ3HWHU�0��&R[ʤӵࠅʥɼ)UDQN�-��'HQWHQHUʤ(8�Ψϧϱξʥɼ&ODXGLQH�'HUHF]\QVNLʤϔϧζϩʥɼ$OHMDQGUR�'L�
/XFDʤ߿य�Ωψξ�Πϩκϱοϱʥɼ$OHVVDQGUR�'RVLRʤνϨΠʥɼ/HDK�*ROGIDUEʤϓϧϱη�ธࠅʥɼ,ULQD�9��*RURGHWVND\DʤϛϩφΪϩ�ϗϩά
ʖ�ϫεΠʥɼ3DQGRUD�+RSHʤ߿यʥɼ0DUN�+RZGHQʤ߿यʥɼ$NP�6DLIXO�,VODPʤώϱήϧυεϣʥɼ<X�.RVDNDʤೖຌʥɼ-DPHV�.RVVLQʤธࠅʥɼ
6YLWODQD�.UDNRYVNDʤΤέϧψʥɼ&KDR�/Lʤࠅʥɼ-LDQ�/Lʤࠅʥɼ7KRUVWHQ�0DXULWVHQʤχς�υϱϜʖέʥɼ6HEDVWLDQ�0LOLQVNLʤχςʥɼ
6HXQJ�.L�0LQʤؘࠅʥɼ7KDQK�1JR�'XFʤϗφψϞʥɼ$QG\�5HLVLQJHUʤωϣʖζʖϧϱχʥɼ/XFDV�5XL]ʤΠϩκϱοϱʥɼ6KXEKD�6DWK\HQGUDQDWK
ʤӵࠅ�Ωψξ�ϱχʥɼ$LPpH�%��$��6ODQJHQʤΨϧϱξʥɼ&KULV�6PLWKʤӵࠅʥɼ,]XUX�7DND\DEXʤೖຌʥɼ0XKDPPDG�,UIDQ�7DULTʤϏΫηνϱʥɼ
$QQH�0DULH�7UHJXLHUʤϓϧϱηʥɼ%DUW�YDQ�GHQ�+XUNʤΨϧϱξʥɼ.DULQD�YRQ�6FKXFNPDQQʤϓϧϱη�χςʥɼ&XQGH�;LDRʤࠅʥ 

ೖʁ����೧ࡠྋࣁ �݆ �ೖ �����ʤೖຌؔʥ 

ຌ 630ʤݬชʥΝӀ༽ͤΖͺɼҐԾΓ͑Ͷࡎىʁ 
,3&&��������6XPPDU\�IRU�3ROLF\PDNHUV��,Q��&OLPDWH�&KDQJH�������7KH�3K\VLFDO�6FLHQFH�%DVLV��&RQWULEXWLRQ�RI�:RUNLQJ�
*URXS�,�WR�WKH�6L[WK�$VVHVVPHQW�5HSRUW�RI�WKH�,QWHUJRYHUQPHQWDO�3DQHO�RQ�&OLPDWH�&KDQJH�>0DVVRQ�'HOPRWWH��9���3��
=KDL��$��3LUDQL��6��/��&RQQRUV��&��3pDQ��6��%HUJHU��1��&DXG��<��&KHQ��/��*ROGIDUE��0��,��*RPLV��0��+XDQJ��.��/HLW]HOO��(��
/RQQR\��-�%�5��0DWWKHZV��7��.��0D\FRFN��7��:DWHUILHOG��2��<HOHNoL��5��<X�DQG�%��=KRX��HGV��@��&DPEULGJH�8QLYHUVLW\�3UHVV��
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（出典）https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool

IPCC AR6：日本周辺の2100年の海面上昇予測（シナリオSSP2-4.5）

宮城県・鮎川港

海面上昇：
日本最大の場所

The Shared Socioeconomic Pathways (SSPs) 共通社会経済経路

2100年の気温上昇2.7℃
になるシナリオSSP2-4.5を選択

2100年+2.7℃では宮城県、福島県沿岸は、日本でも海面上昇が大きく、1mを超える

https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool


(出典) Flood Map: https://www.floodmap.net/ 英国のAlex Tingleさんが2006年から公開しているブログ

（概算）沿岸部の⼤都市の海⾯上昇以下の範囲（2100年+2.7℃、海⾯上昇+1mの場合）

東京 川崎

名古屋 ⼤阪

海⾯上昇+1m
以下の場所

（実際には防潮堤や排⽔ポンプの整備状況で浸⽔域は異なる）
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（出典）ウィキペディア：https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%9C%E9%80%9A%E3%82%8A

広野海岸いわき海岸 富岡海岸

請⼾漁港の北側
イノベーションコースト

村上地区海岸⼤熊海岸

福島県の浜通り海岸の浸⾷状況（平均毎年0.4m後退）と対策の現状

（出典）グーグルマップ 11



第１段階︓久慈
プロトタイプ
久慈波⼒発電所
43kW

第2段階︓平塚
実証（ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ）
平塚波⼒発電所
45kW

⽂科省プロジェクト
2012年〜2016年
（5年間）

2012年 2015年

環境省プロジェクト
2018年〜2021年（4年間）

2020年 2025年

第4段階︓全国展開
コマーシャル 1MW以上/地点
発電コスト36円〜20円/kWh

FIT設定
2025年頃
を想定

�� �
 �� ��
0

10

20

30

40

50

60

��m�2m��	

水平展開の有力地点と波力発電装置の設計

波高１m～2m
の発生頻度(%)

�� 
��	��	��	��� �������

�� ����� ���
�� ����� ���
�� ����� ���
�� ���� �

酒田100kW/基
（日本海側）

福島浪江200kW/基

���
2倍

平塚の
4倍

海岸保全への応用
平塚波力発電研究組
合の拠点

16

沖縄100kW/基

平塚波力45kW/基

���
2倍

2030年

東⼤共同研究による波⼒発電（ Wave Rudder型）の開発ロードマップ

第３段階︓浪江波⼒
プレコマーシャル
200kW×3基（構想）

本年度のFS

環境省FS事業
2020年
2021年

2021年
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1/40勾配
1/60勾配

2100年の海面上昇 HWL：1.5+1.24=2.74m（IPCC鮎川予測データ）

浪江波力発電書設置位置

2100年の汀線の位置

浸食予測範囲荒波で浸食が進む

浪江波力発電所計画地点2100年の汀線位置（約100m後退）

浪江波力発電所は、CO2削減だけでなく海岸侵食防止に役立つ



まとめ
・IPCCの最新の報告書AR6（2021年8⽉）では、気候科学の⼤幅な進歩に
より、 1.5℃抑制には2050年のカーボン・ニュートラルの達成が必要な
ことが⽰された。また、⻑期（2300年）、超⻑期（2000年後）の海⾯上
昇予測が⽰されたことが⼤きな特徴である。

・波エネルギーは⾵エネルギーと同程度存在する。福島県の浜通りは波エネ
ルギーが豊富な地域である。同時に、海⾯上昇と荒波により海岸が浸⾷さ
れやすい地域でもある。

・IPCCの知⾒を具体的な⾏動に結びつけるため、東⼤および地元企業他16
社は、2020年から、環境省事業により、浪江波⼒発電のFS事業取り組ん
でいる。波⼒発電は、気候変動対策のためのCO2削減と海岸浸⾷防⽌（適
応）の両⾯に役⽴つであろう。

・将来、浜通り地区に波⼒発電の新産業を育成し、⽇本各地へ普及するこ
とで、脱炭素と浜通り地区の復興（産業活性化）に貢献していきたい。
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