CIGS 国際シンポジウム

「地球温暖化の科学的知見と欧州における政策」
"Climate Realism and European climate policy"

【主

催】 一般財団法人

キヤノングローバル戦略研究所

【日

時】 2018 年 10 月 1 日（月） 14：30～17：00

【会

場】 新丸ビルコンファレンススクエア Room 901

【住

所】 東京都千代田区丸の内 1-5-1 新丸ビル 9 階

【言

語】 日本語/英語（同時通訳あり）

【開催趣旨】
地球温暖化問題について、タブーを排して中立的な立場から情報を分析・発信している英国のシ
ンクタンク The Global Warming Policy Foundation（理事長：Nigel Lawson 元財務大臣）の Benny
Peiser 所長を迎えて講演会を開催する。
本講演会は 2 部構成である。
第 1 部： 地球温暖化の科学
地球温暖化の「科学は決着している」のだろうか。人為的な CO2 等の排出が地球温暖化を引き
起こしていることには幅広いコンセンサスがあるものの、それがどの程度の温暖化を将来に引き起こ
し、どの程度の環境影響を及ぼすのか、といったことには今なお大きな不確実性がある。本講演会
では、よく分かっていて信頼に足る情報は何か、またそうでない情報は何か、その峻別をする。
第 2 部： 欧州の温暖化対策
欧州では、日本と同様、温暖化対策が進められてきたが、その政策の多くは失敗し、あるいは批
判が高まっている。一方的に掲げた野心的な数値目標が産業の国際競争力に与える悪影響を懸
念する国も増えつつある。これまで温暖化対策のリーダーであったドイツにおいてすら、新しい連立
政権は、費用の嵩む政策を取り止め始めた。以上のことは、パリ協定の「2 度を十分下回る」という
目標や、日本の地球温暖化対策計画における「2050 年までに△80％の CO2 等の削減を目指す」
という目標に対して、どのような含意があるか、議論をする。
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The symposium consists of two parts.
Part 1: Is the science of climate change settled? While there is general agreement that
anthropogenic emissions of greenhouse gases are contributing to global warming, there is still
great uncertainty about the magnitude of future warming and its environmental impacts. To
understand these uncertainties, we need to make a clear distinction between what is well
documented and well understood and what is not.
Part 2: In Europe, as in Japan, numerous policies to mitigate global warming have been adopted
and promoted, but many of these policies have failed or are facing growing political criticism. A
growing number of European governments are concerned about unilateral targets and policies
that have been increasing the cost of energy and threaten to make many industries less
competitive. Even in Germany, which used to be a global climate leader, the new coalition
government is beginning to roll back the most costly policies. We also discuss the implications of
international policy changes on the Paris Agreement and on Japan's plan to cut CO2 emissions by
80% by 2050.
【プログラム】
14:30-14:35

Opening remark
Toshihiko Fukui, President, CIGS

Part I :

"Climate Realism"

14:35-15:05

"Climate Realism : Understanding Agreement and Disagreement in
Climate Science"
Benny Peiser, Director, The Global Warming Policy Foundation

15:05-15: 20

"Reality Check of Environmental Impact Assessment of Climate
Change"
Taishi Sugiyama, Senior Research Fellow, CIGS

15:20-15:40

Discussion
moderated by Taishi Sugiyama

Part II :

"European and Japanese Climate Policies"

15:40-16:10

"The Crisis of EU Climate Policy"
Benny Peiser

16:10-16: 30

"The Challenges of Japanese Climate Policy"
Sumiko

Takeuchi,

Principal

Researcher,

Environment and Economy Institute

16:30-17:00

Discussion
moderated by Taishi Sugiyama
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【発表者プロフィール】
Benny Peiser（Director, The Global Warming Policy Foundation, UK）
Dr Benny Peiser is the director of the Global Warming Policy Foundation (GWPF), the world's leading
climate policy think tank based in London. The GWPF is an all-party and non-party think tank chaired by
Lord Lawson, Britain's former Chancellor who served in the cabinet of Margaret Thatcher. Dr Peiser is
a social scientist and has written extensively on climate alarmism and international climate policy. A
10km-wide asteroid, Minor Planet (7107) Peiser, was named in his honour by the International
Astronomical Union.
地球温暖化問題について、中立的な立場から情報を分析・発信している英国のシンクタンク The
Global Warming Policy Foundation（理事長：Nigel Lawson 元サッチャー内閣財務大臣）の所長。社
会科学者であり、温暖化の科学的知見の情報提供のあり方および内外の温暖化対策について多く
の著作がある。国際天文学会によって命名された小惑星 Peiser は氏の業績を讃えてもの。
Sumiko Takeuchi（国際環境経済研究所理事・主席研究員）
NPO 法人国際環境経済研究所理事・主席研究員、筑波大学客員教授、アクセンチュア株式会社シ
ニア・アドバイザー。
産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会委員、水素・燃料電池戦略協議会委員等の
政府委員も広く務め、自然保護から原子力損害賠償制度を含むエネルギー政策論まで幅広く提言
を行なっている。
著書に「みんなの自然をみんなで守る 20 のヒント」（山と渓谷社）
「誤解だらけの電力問題」
（WEDGE）
「電力システム改革の検証」
（共著）
（白桃書房）
「原発は“安全”か たった一人の福島事故調査報告書」（小学館）
「エネルギー産業の 2050 年 Utility3.0 へのゲームチェンジ」
（共著）（日本経済新聞出版社）
Taishi Sugiyama
キヤノングローバル戦略研究所上席研究員。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）において、
統括執筆者、主執筆者等として、2007 年および 2014 年の報告書執筆にあたった。現在、1.5 度
特別報告書主執筆者を務める。経済産業省産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会
委員、経済産業省長期地球温暖化対策プラットフォーム国内投資拡大タスクフォース委員等を歴
任。著書に「地球温暖化とのつきあいかた（ウェッジ社）」等多数。
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