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G7サミット環境相会合閉幕 

G7首脳は伊勢志摩で気候変動・エネルギーの意欲的な約束を 
2016年 5月 16日 

特定非営利活動法人気候ネットワーク 

代表 浅岡美恵 

16 日、富山市で開催されていた G7 サミット環境相会合は、長期的な温室効果ガス低排出開発戦略を 2020年

に十分間に合うよう可能な限り早期に作成・提出するとの約束を含むコミュニケを発表し、閉幕した。一部では前

進もあったが、成果は乏しいものにとどまった。昨年 COP21 にて採択され、「地球平均気温上昇を工業化前から

1.5～2℃未満に抑えること」をめざす、法的拘束力あるパリ協定の実施を加速するには不十分である。 

今回の環境相会合のコミュニケでは、COP21決定によって 2020年までに提出することが求められている排出削

減の長期戦略について、G7諸国が早期に提出することを打ち出した。昨年のエルマウサミットの首脳宣言には策

定時期が示されていなかったが、パリでの決定を踏まえ、時間軸が明示されたことを歓迎する。また、低炭素社会

を実現するため、経済システムを変革し、融資、保険、機関投資家、多国間開発銀行など経済・金融システムの

グリーン化を進めること、費用効果的に排出削減を進める政策手段としての炭素の価格付け（カーボン・プライシ

ング）に言及した。 

コミュニケではパリ協定の早期批准・発効を訴えているが、これは新しいものではない。先月のパリ協定の署名

式で、米及びカナダは年内に締結すること、フランスは EU 加盟国に今年夏に承認するよう求め、EU として年内

の批准をめざすことを表明している。 

また、昨年の G7 エルマウサミットの首脳宣言では世界全体として 2010 年比で 2050 年までに世界の温室効果

ガスを 40-70％の上方の削減をめざすとしたが、今回の環境相のコミュニケではパリ協定の 1.5℃目標と今世紀後

半に排出を実質ゼロにする目標を引用しながらも、2050 年までの排出削減数値目標は示されなかった。また、不

十分であると評価されている 2020 年までの排出削減目標や 2020 年以降の国別目標案（INDC）について、自国

が目標を引き上げる意思を示すこともなかった。リスクの高い石炭などの化石燃料や原子力から脱却し、省エネ

ルギーの強化、再生可能エネルギー100％への移行というエネルギーの脱炭素化を 2050 年までに実現させる決

意を示すべきだった。特に CO2 排出量が莫大な石炭火力発電所は、たとえ高効率・低排出と呼ばれる技術を採

用したとしてもパリ協定の目標には沿わないものであり、規制する方針を示すことが求められていた。本日 16日よ

りドイツのボンで国連気候変動会議が開催され、パリ協定の詳細ルールについて交渉が始まるが、これを後押し

する内容にならず、残念である。 

今月 26、27日には首脳級の伊勢志摩サミットが開催される。議長国である日本は、サミットの最重要議題のひと

つである気候変動・エネルギーについて、パリ協定の実施に向けて、今回の環境相会合の結果よりもはるかに意

欲的な約束が打ち出せるように準備する必要がある。また、パリ協定批准時期の見通しを示していない日本政府

は、これを示し、早急に国内手続きを進める必要がある。
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The closing of G7 Environment Ministers’ Meeting:  

G7 leaders should declare ambitions commitments on climate change and energy 

at the Ise-Shima Summit 

 

May 16
th

 2016 
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The G7 Environment Ministers’ Meeting that was held in Toyama city closed on the 16th after releasing the 

Communique, which included to develop and submit the long-term low GHG emission development strategies 

to tackle climate change as soon as possible and well within the schedule provided by the COP21 decision. 

Even though it was a step forward, the result was less than impressive. It is not enough to accelerate the 

implementation of the legally-binding Paris Agreement adopted last year during COP21 that aims to “limit the 

increase of global average temperature to 1.5~2 degrees Celsius above pre-industrial levels”.  

 

In the Environment Ministers’ Toyama communique, the G7 countries decided to issue the long term 

strategies way before the 2020 deadline. There was no set date for the strategy formulation in the leaders’ 

declaration at the G7 Elmau Summit last year and therefore we welcome that the time axis was displayed. 

Communique recognizes greening our economic and financial systems including banking, insurance, 

insurance, institutional investors, multilateral development banks and carbon pricing as a policy tool for 

cutting emissions cost-effectively.  

 

Although the communique confirmed the importance of the early ratification and entry into force of the Paris 

Agreement, this is nothing new. During last month’s Paris Agreement signing ceremony, the United States and 

Canada expressed its intent to join the Paris Agreement within this year, while France declared to urge other 

EU nations to support its ratification of the agreement this summer as EU aims to ratify it this year.  

 

Moreover, last year’s leaders’ declaration at the Elmau Summit declared to commit to 40 to 70% reductions 

worldwide by 2050 compared to 2010, but there were no numerical targets specified in the Environment 

Ministers’ Toyama Communique today. In addition, there were no raising of targets for the emissions 

reduction targets by 2020 and the post-2020 Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) that are 

both perceived as insufficient. It should have presented its determination to free from fossil fuels such as high 

risk coal and nuclear energy, strengthen energy efficiency, and decarbonize the energy sector by moving 

towards 100 percent renewable energy. Especially coal-fired power plants that releases huge amounts of 

carbon dioxide, no matter how highly efficient the technology is, do not go together with the targets of the 

Paris Agreement and so policies to regulate was requested. It is unfortunate that the content does not support 
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the conference under the United Nations Framework Convention on Climate Change in Bonn that begins 

today, where the delegates will negotiate the particulars of the rules of the Paris Agreement.   

 

The G7 Ise-Shima Summit will be held on 26th, 27th of this month. Climate change and energy are 

considered as one of the most important agendas of the summit. Japan as the chair country should prepare to 

set forth more ambitious promises compared to the results of the Environment Ministers’ Meeting in order to 

implement the Paris Agreement. Furthermore, the Japanese government must indicate the ratification period 

and immediately move on to advance the necessary domestic procedures.  
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