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◆会議は 2 週目に 

 

すでに2週目の議論が始まり、明日12月11日からは閣僚級会合（high-level segment）

が始まります。明日からの閣僚級会合に向けて、今日（10 日）の午後から AWG-KP、AWG-LCA、

SBI、SBSTA の総会が相次いで開催されます。 

これまでも書いたように、今回の会議の任務は、2013 年以降の削減義務と制度枠組

みに合意する来年の COP15 に向けて、その交渉の土台となる交渉テキストと交渉スケジ

ュールを策定することです。 

これまでの AWG-LCA や AWG-KP などにおける各国の意見表明では、それなりに興味深

い前向きな発言も見られますが、コペンハーゲンで合意するためには、AWG-LCA におい

ても AWG-KP においても、参加締約国は、速やかに「交渉モード」に入る必要がありま

す。しかし、日本などの先進国を含め、参加している多くの締約国は、まだ「交渉モー

ド」に入れていないように見えます。とりわけ日本政府は、自らの中期目標を表明せず、

一年後のコペンハーゲン合意に向けてあまりにも準備不足です。 

2 週目に入り、交渉テキストと交渉スケジュールの策定の交渉が水面下で行われてい

ます。 

12 月 10 日付けの「ECO」は、「バリから前進を！（“Don‘t cross Bali lines in the 

sand”）」と題して、以下のような内容の記事を掲載しています。 

 ◎オーストラリア、カナダ、日本とロシアはバリの交渉においてもその熱意を感じさ

せなかったが、それは今回のポズナンでの交渉においても同様である。彼らは「数

量目標（QELROs）」に基づいた合意を進めていない。中でも、総量での計算方法で

はなく、非科学的なセクター別ボトムアップに基づいた数値目標を掲げている国も

ある。 

◎こういった先進国とは反対に、途上国からのリーダーシップが目立ち始めている。 

◎もう一つは、先進国はバリでの交渉において途上国の緩和措置並びに適応支援を後

押しするために資金、技術移転やキャパシティ・ビルディング（途上国に対しての、

人材育成などを通した能力増強の事）に関して合意したが、スイスとノルウェーを

除いて、先進国はこの合意に関して情けないほど後ろ向きである。 

 

 この記事のなかで、日本などの先進国について、「ポズナニにおける附属書Ⅰ国のリ

ーダーシップ（Annex I Leadership in Poznan）」と題して、オーストラリア、カナダ、

日本、ロシア、EU などを以下のように揶揄しています。 

 



◎オーストラリア：先進国と途上国との「橋渡し」 を自称しているのにもかかわらず、

2020 年までに 25-40％を含めることをブロックしている。 

◎カナダ：自分たちの努力を必死に正当化(justify)使用としているが、その努力は

25-40％には程遠く、この範囲を自分たちに見合うように下げようと必死である。 

◎日本：京都議定書が採択された COP3 をホストし、削減数値目標に合意した国の一つ

だったが、急にセクター別アプローチの一辺倒に成り果てている。（セクター別アプ

ローチの伝道師（Bottom-up evangelists）） 

◎ロシア：自分たちの排出抑制に関する議論をしない代わりにホットエアーAAUs の議

論に関しては非常に積極的である。 

◎ＥＵ：温暖化対策が積極性に欠けてきている。 

 

【注】  

*AWG-KP：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-LCA：条約の下での長期的協力の行動のための特別作業グループ 

*SBI：実施に関する補助機関会合 

*SBSTA：科学的・技術的助言に関する補助機関会合 

 

◆AWG-LCA の決定草案 

「条約の下での長期的協力の行動のための特別作業グループ（AWG-LCA 4）」の決定草

案について、すでに非公式の協議がなされているようです。 

噂されるこの決定草案は、バリ行動計画のパラグラフ 1 のすべての要素について、COP15

で合意するとされています。そのパラグラフ 1 の要素とは、今回の AWG-LCA4 で議論さ

れている、①共有のビジョン、②国内および国際的な更なる緩和の強化、③適応活動の

強化、④緩和策・適応策・技術協力の支援をするための資金源と投資の拡大、などです。 

また、COP15 までの作業計画については、2009 年 3 月か 4 月頃に予定されている

AWG-LCA5 までに、AWG-LCA 議長に対し文書を作成するように要請しています。この文書

には、今回の AWG-LCA4 の結果と各国の意見提出の内容が反映されることとされ、合意

される結果を予想させるものであってはならないとされています。交渉の土台となる交

渉テキストについては、2009 年 5、6 月頃に開催される AWG-LCA6 において準備するよ

うに求めています。またこの交渉テキストは、来年 4月下旬頃までに各国に意見提出を

求め、その内容を考慮する、とされています。 

 

◆閣僚級会合について 

明日の 12 月 10 日（水）から閣僚級会合が始まり、11 日（木）には「共通のビジョ

ン」に関する討議が予定されています。 

この閣僚級の「共通のビジョン」に関する討議に向けて、COP 議長は、以下の 6 つの



質問について、各国の大臣が意見を表明することを求めています。 

6 つの質問は大きく分けて緩和・適応・技術・資金に関するものに分けられます。 

① どのように COP15 の結果をバランスの取れたものにするのか。一方で、先進国は

どのように数量化された排出抑制・削減約束(QELROs)を特定し、他方では、途上国

が先進国からの支援によって「国内の適切な緩和行動」(NAMA)の義務を負い、実行

するための努力に関して明言するのか？ 

② 途上国の持続可能な経済発展の加速を認める一方で、どのような戦略的・協調的

行動が、途上国の「測定可能(measurable)・報告可能(reportable)・検証可能

(verifiable)」（MRV）な行動を支援する上で、もっとも効果的なのか？ 

③ 回避することの出来ない気候変動に最も脆弱な国々の適応行動に対して、どのよ

うな支援が出来るか？どのように影響への弾力性を構築し、経済の多様化を加速で

きるのか？これらの脆弱な国々が、どのようにリスク評価、リスク運営やリスク削

減に関する戦略作りを出来るのか？どのような国際的協調や支援が、彼らの適応行

動を早急に実行できるのか？ 

④ 気候変動枠組み条約は国際技術協力を強化する上で、どのような役割を担えるの

か？技術移転やその普及・配置を加速するために、地域・国際技術協力プログラム

やイニシャティブをより行動に結びつけるようにするにはどうしたらよいか？  

⑤ 測定可能(measurable)・報告可能(reportable)・検証可能(verifiable)な財源を

生み出すためには、どのような方法が最も有望か？ 

a.具体的に何に資金提供をすればよいのか？ 

b.どのように新しい、追加的な資金を生み出せるのか。（例えば、先進国からの

自主的な拠出、これまでの排出実績に基づいた拠出方法や国際炭素税など） 

⑥ どのような制度枠組みが必須か？ 

a.制度や資金の拡散を防ぐためには、どのように現在の制度的取り決めを向上さ

せればよいか 

b.新しく追加的な財源や投資を供給するためには、どのような制度的取り決めを

設立するべきか？ 

c.ガバナンス構造の本質はどのようなものであるか？ 

d.（途上国の）測定可能(measurable)・報告可能(reportable)・検証可能

(verifiable)な行動や国で認証された適応戦略のために、二国間・多国間ルー

トを通して供給される資金的支援をどのように配置するべきか？ 

 

このポズナニでの COP14／CMP4 がその任務を果たすことができるかは、閣僚級会合が

どこまで前に進めることができるかかかっています。 

 

 



◆適応基金についての議論 

今回の会議で重要な議題の一つとして、適応基金があります。この基金は、特に気候

変動に脆弱な国々に対して具体的な適応事業に資金供与することを目的として、京都議

定書の下に設置されました。この基金は 2 つの点において、とてもユニークな性質をも

っています。一つは、財源が先進国からの拠出だけではなく、クリーン開発メカニズム

（CDM）事業からの収益の一部（2%）であるという点です。もう一つは、基金の運用を

行う適応基金理事会の構成員について、途上国が過半数を占める一国一票制度を採用し

たことです。 

バリにおいて適応基金理事会が設置されて以来、理事会は理事会の手続き規則などに

ついて 4 回に渡って会議を開き、議論をしてきました。 

今回の会議において求められている結果は、まずこれらの会議であがってきた決定草

案を採択し、2009 年に運用が開始されるための土台を固めることです。さらに、適応

基金のお金は今後増やしていく必要があります。資金源を CDM だけでなく、共同実施

（JI）や排出量取引からも収益の一部が基金に入るように議論を進めること、先進国が

運用を開始できるように拠出金を増やさなければなりません。適応にどのくらいの金額

がかかるかというのは様々な見積もりや議論がありますが、2008年 8月11日現在のCDM

クレジットの収入は 360 万 CER（認証された排出削減量）であり、1CER が＄20 程度と

考えても、到底足りないのは明らかです。資金の拡大については、議定書 9 条の議題の

下で議論が進められており、共同実施などにも課徴金を求める多くの途上国と反対する

いくつかの先進国で議論が割れているところです。 

 さて、上記の問題が大きな課題ですが、会議では資金源の拡大については、2013 年

以降の枠組みを議論する別の議題のもとで議論されています。こちらに来てからの適応

基金での議論は以下の３つの問題に絞られています。 

 

  1．適応基金理事会に法人格を持たせるかどうか 

2．基金に直接アクセスすることができるようにするか 

3．クレジットの資金化をどうするか 

 

1．については、ツバルが理事会に法人格を持たせる必要があると提案しています。

その理由の一つは、基金が直接国に渡るため、また理事会がクレジットを売買できるよ

うにすることであると主張しているようです。しかし一方で、法人格を持たせなくても、

直接アクセスすることはできるのではないかという議論もなされています。 

2．については、資金が直接脆弱な国に渡るようにするか、あるいは国連開発計画

（UNDP）や国連環境計画（UNEP）のような開発機関を通すかどうかで議論があります。

途上国はこの間、基金が GEF によって運用されることに強く反対してきました。その理

由は、多くのお金が中間にある開発機関で使われること、複雑な手続きを伴うことなど



です。 

 3．については、各国はバリで、CDM クレジットの資金化を行うクレジット管理業務

に関しては世界銀行が担うことに合意しました。一方で世界銀行は、2008 年 7 月に気

候変動枠組み条約の流れとは別に戦略的気候基金を設立したため、二つの基金を世銀に

任せるのは問題があると途上国から懸念が示されていました。世銀は、クレジットの売

買は二つの市場で行われるので、利害の衝突は招かないと説明しています。 

 ほとんどの議論は非公開で行われていますが、各国は引き続き上記の議論を進めてい

ます。 

適応基金の運用を開始するためには、さらに、運用ガイドライン、適格性基準などの

議論をつめ、クレジットの資金化を始める必要があります。 

 

◆サイドイベント 

 12 月 9 日に日本政府主催で「セクター別アプローチ（SA）」に関する説明報告が行わ

れました。環境省から日本提案の概要が説明され、途中から経済産業省が追加報告を行

いました。 

日本政府は、ポズナニ会合で SA を数値目標の設定方法に活用するように発言を繰り

返しています。国際交渉で議論されてきた SA は、発展途上国への技術移転などを促進

するための手法であり、日本提案のように先進国と発展途上国の排出削減に向けた数値

目標を積み上げ方式で決定するものではありません。日本政府は、これまでに日本提案

を国際会議で紹介し、国連事務局に複数の意見書を提出していますが、途中でその内容

が大きく変わっており、混乱を招いています。何よりも、日本政府から体系的かつ具体

的に説明された文書が一度も明らかにされていません。象徴的なできごととして、9日

昼頃の緩和措置に関する AWG-LCA では、議長から日本政府の SA への言及について、「今

の発言は、先進国と途上国のどちらを対象とするのか」と指摘されるほどでした。 

 このような背景から、サイドイベントでは、日本政府の具体的な説明が行われると期

待されましたが、これまでの報告と同じで、日本版 SA は公平性、環境効果、費用対効

果、途上国への技術移転の促進の観点から優れているとの、概括的な主張の繰り返しで

した。 

会場には大勢が参加していましたが、大半が日本の産業界関係者であり、司会者が会

場からの質問を促してもほとんど質問がでませんでした。 

 CASA は、「2010 年地球温暖化防止シナリオ」（2000 年）で、ボトムアップ手法で、「2010

年の日本の二酸化炭素排出量を1990年比で約9％削減可能である」と試算しています。

国内目標を達成するために、ボトムアップ手法で部門別や企業別で数値目標を割り振る

ことは、有り得る手法です。しかし、日本版 SA は先進国（とくに日本）の排出削減目

標を、エネルギー効率性などの指標で国別に差異化し、目標を下げようと意図している

点に問題があります。また、IPCC が提示している「2020 年 25-40％削減」という総量



目標を、日本版 SA で策定できる見通しはないことや、SA による数値目標を未達成の場

合のペナルティ、途上国への技術移転の促進の方法など、解決されていない課題が山積

みです。日本政府は、これらの課題や疑問に答えなければ、国際交渉で文書を提出し、

発言を繰り返しても国際的な理解を得ることはできないでしょう。そんなことに時間と

労力を浪費するよりも、省エネや再生可能エネルギーの普及を具体化させる政策づくり

に邁進する方が賢明であり、国際的な支持も得られるはずです。 

 

◆パフォーマンス 

 会場の入り口には、「I’M WITH THE BEAR」、「NO CIONS 

IT’S CHANGE I NEED」 と書かれたボードをもった熊が、

会議中、ずっと横たわっています。「私は忍耐強い」、「お

金ではなく、変化が欲しい」との意味で、「WITH THE BEAR」

は「熊」と「忍耐強い」を、「CHANGE」を「お釣り」と「変

化」を掛けています。 

 

 また12月10日の朝には、会場の入り口で温暖化対策（CDM

と JI のプロジェクト）に原発を含むことに反対するパフォ

ーマンスが行われていました。 

 

 

 

◆会議場から 

12 月 8 日（月）は会議が休みになりました。12 月 8 日が、「イード・アルアドハー（イ

スラム教徒の断食明けの犠牲際）」ということが理由でした。会議の前には、12 月 9 日

が、この「イード・アルアドハー」で休みになるとされていましたが、何故か、会議初

日にサウジアラビアが 12 月 8 日（月）を休みにするよう主張し、休みが 8 日から 9 日

に変更されました。2日連続で公式会合が全く入らないということは、この交渉が始ま

って初めてのことです。 
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