
COP14・CMP4 ポズナニ通信 2 （2008 年 12 月 4 日 ポーランド・ポズナニ） 

 

◆活発化する先進国と途上国の駆け引き 

今回の COP14・CMP4 の最大の課題は、通信 1に書いたように、コペンハーゲンに向け

て交渉の土台となるテキストと交渉スケジュールを策定できるかどうかです。しかし、

実質的な交渉テーマは、できるだけ緩やかな目標や制度にしたい一部の先進国も含めて

高い削減目標の方向に向かえるかどうか、さらに途上国、とりわけ中国やインドなどの

排出量の多い途上国を抑制行動に向かわせることができるかにあります。途上国側はで

きるだけ具体的な抑制約束はせずに、「適応」、「技術移転」や「資金」などの実をとろ

うとします。こうした思惑が、あらゆる場面で、途上国と先進国との意見の違いや対立

として現れます。 

 

通信 1に書いた AWG-LCA での「共通のビジョン」のコンタクトグループをめぐる波乱

も、「共通のビジョン」の議論をなかで、中国やインドも含んだ世界全体の 2050 年の長

期目標を議論することで、こうした途上国の削減行動につなげようとする先進国と、こ

うした議論を避け「適応」、「技術移転」や「資金」の議論を先に進めようとする途上国

との争いでもあります。 

 

また、交渉ではないワークショップでも、こうした対立構造が顔を出します。12 月 3

日の午後に行われた「京都議定書の下での附属書Ⅰ国の更なる約束に関する特別作業グ

ループ（AWG-KP）」の「緩和のポテンシャル」についてのワークショップでは、IPCC の

第 3作業グループ（IPCC-WGⅢ）のバート・メッツ元議長と、国際エネルギー機関（IEA ：

International Energy Agency）の報告が行われました。いずれも、途上国の削減に言

及するものであったことから、中国、サウジアラビアとアルゼンチンから、この AWG-KP

の任務は附属書Ⅰ国の削減義務を議論することで、途上国の削減を議論することではな

いと釘を刺す発言がなされていました。 

 

 確かに、中国やインドなどの多排出国が抑制・削減行動に向かわない限り、危険な気

候変動を防ぐことができないことは明らかです。しかし、途上国が主張するように、地

球温暖化は先進国が引き起こした問題で、その原因者である先進国が率先して削減する

義務があることは、条約や議定書に記載されている「共通だが差異ある責任」の原則か

らも明らかです。日本のように、基準年（1990 年）比で 8.7％も増加させてしまってい

る状況で、途上国に抑制や削減を求めてもほとんど説得力がありません。交渉を進める

ためには、先進国が率先して国内での削減を進めることが必要です。 

 



◆京都議定書 9 条の見直しに関する議論 

議定書 9 条は、「締約国会合は、気候変動及びその影響に関する入手可能な最良の科

学的情報及び評価並びに関連する技術上、社会上及び経済上の情報に照らして、この議

定書を定期的に検討する」と規定し、1 回目の検討は CMP2 において行い、「その後の検

討は、一定の間隔でかつ適切な時期に行う」としています。 

 

議定書 9 条のレビューは、2006 年にケニアのナイロビで開催された CMP2 で第 1回レ

ビューが行われ、第 2 回レビューをこの CMP4 で行うことになっていました。先進国は

この議定書 9 条の見直しの議論でも、2013 年以降の制度枠組みについて検討し、この

議定書 9 条の「見直し」を途上国の参加に結び付けようとしており、逆に途上国は、2013

年以降の議論より現在の条約や議定書の実施状況について検討し、先進国が途上国に対

する資金や技術移転などの義務を履行しているかどうかを検討すべきだとしていまし

た。 

 

今年 6月にボンで開催された「第 28 回実施に関する補助機関会合（SBI 28）」で、こ

の 9 条のレビューが議論され、CMP4 でのレビューの範囲は、「収益の一部（share of 

proceeds）方式を JI と ET にも拡大するかどうか」、「附属書 Bにおける附属書Ⅰ国の約

束明記に関する手順要領」、「特権と免責」、「柔軟性メカニズム」、「気候変動の悪影響の

抑制」としました。問題は、途上国が主張するように、この 5つに限られるのか、先進

国が主張するような総合的なレビューとなるかです。 

 

◆450ppm の安定化には途上国の抑制も必要 

前述の AWG-KP の「緩和のポテンシャル」についてのワークショップでの IPCC-WGⅢ

のバート・メッツ元議長の発表は、新たな対策無しに現状で推移するならば、大気中の

温室効果ガス濃度は 750ppm に達し、平均気温は 6℃上昇するとし、平均気温の安定化

には、途上国の抑制・削減も必要だとする報告でした。 

 

IPCC-WGⅢの第 4次評価報告書は、平均気温の上昇を2.0～2.4℃に抑制するためには、

附属書Ⅰ国が 2020 年までに 25～40％削減する必要があることを指摘しています。そし

て、この知見がバリでの AWG-KP の決定に書き込まれたことは通信 1 で書いたとおりで

す。 

 

今回のメッツ元議長の報告は、仮に、附属書Ⅰ締約国が 2020 年までに 25～40％削減

しても、450ppm に抑制するためには非附属書Ⅰ国が 2020 年までに、ベースライン（対

策無しの排出シナリオ）から 15～30％削減する必要があり、これが 0～15％程度だと

550ppm に達してしまうとの内容でした。IPCC-WGⅢのシナリオでは、550ppm だと平均気



温は 2.8 - 3.2℃上昇してしまうことになります。 

 

◆日本が 3 日連日、化石賞を受賞 

12 月 2 日 アンブレラグループとして第 3 位の化石賞 

日本はアンブレラグループの一員として化石賞の第 3 位を共同受賞しました。アンブ

レラグループというのは、非 EU の先進国で、オーストラリア、カナダ、アイスランド、

日本、ニュージーランド、ノルウェー、ロシア、ウクライナ、アメリカなどがこのグル

ープに属しています。 

 

受賞の理由は、アンブレラグループが AWG-LCA と AWG-KP の合同セッション（joint 

session）を提案したことです。確かに、AWG-LCA と AWG-KP の議題や検討課題には、

共通するものが多いことは事実ですが、このような提案は途上国に、AWG-LCA と AWG-KP 

の議論を一緒にすることで、途上国に、途上国に新たな約束について議論しようとして

いるのではないかと警戒させることになり、交渉を進めることにはならないからです。 

 

12 月 3 日 化石賞で 1 位と 2 位 

2 位の受賞理由は、12 月 2 日の AWG-LCA のワークショップで、日本政府の代表が行っ

た報告に対する中国に質問に対する回答に対して与えられました。中国の代表が、「日

本の安倍首相の提案しているクールアースには、ライフスタイルの改革が提案されてお

り、そのなかでシャワーの時間を減らすことが提案されているが、世界にはまだシャワ

ーなどを使えない多くの人がいるのではないか？」と問題を提起したのに対し、日本政

府の代表が個人的な例としながら、「私はシャワーとお風呂が好きで週末には 1 日 7 回

は使うが、これを 3 回に減らす」と発言したことが問題とされたものです。途上国政府

から、「シャワーを使えない人がたくさんいる」と指摘され、「自分は 7回を 3回に減ら

すからいいだろう」とは、先進国の奢りと受け取られてもしかたがありません。「では、

先進国はせめて 1日 1回のシャワーにしたらもっと減らせるだろう。先にそれをしろ」

ということになり、交渉の進展を妨げることになりかねません。 

 

1 位は、12 月 2 日の AWG-LCA のプレナリー

（全体会）での発言に対するものです。日本

の「2050 年に 50％削減目標」の提案について、

その目標の拘束力と基準年について聞かれ、

「目標は拘束力のないもので、基準年は 1990

年レベルではなく、“現在のレベル”」でと答

えたことに対して贈られました。「そのような

弱い目標では、日本では海面上昇により、四



六時中使える塩水の風呂ができ、まったくシャワーは必要が無くなる。」と皮肉られて

います。 

 

12 月 4 日 カナダ、ロシアと化石賞 1 位を共同受賞 

日本はカナダ、ロシアと共同で化石賞の 1 位を受賞

しました。この 3 カ国は、2013 年以降の削減目標の議

論に直結する、2020 年の中期目標を明らかにしていな

いことが受賞の理由とされています。 

 

 

◆会場から 

12 月 1 日に条約事務局が発表した参加者リストによると、11 月 28 日までの参加登録

者は 1 万 0671 名だとのことです。COP への参加者がもっとも多かったのは昨年のバリ

で 1 万人を超え、2 番目が COP3 の京都だったとのことです。政府代表団が 187 カ国、

3769 名、NGO が 5414 名、メディアが 789 名などとなっています。この NGO のなかには、

ビジネス NGO（BNGO）、環境 NGO(ENGO)、研究者(RNGO)、自治体関係者などが含まれます。

今日あたりから人が増えてきていますが、来週になって閣僚級の会議が始まると、おつ

きも含めてもっと人が増えます。すでに、会議が終わった後などは、廊下などに人があ

ふれています。 

ちなみに、日本政府代表団は 89 人で、政府代表団としては主催国のポーランド、EU、

EU の議長国のフランスに次いで多いいようです。日本の環境 NGO は、CASA を含めて 6

団体、20 名くらいが参加しています。 
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