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◆AWG-LCA と AWG-KP 終了 

12 月 10 日、AWG-LCA と AWG-KP の決定草案と作業計画がまとまりました。 

AWG-LCA の決定草案は、これまでの経緯が記述されているだけで、実質的な内容も、

新たなメッセージもありません。 

AWG-KP の決定草案も、注目されていた、世界全体の温室効果ガス排出のピークアウ

トや 2050 年半減目標、附属書Ⅰ国の 2020 年目標についての記述は、バリの決定とまっ

たく同じになっています。 

AWG-KP の当初の議長テキストでは、「2020 年には 1990 年レベルから 25～40％削減す

る必要がある」との IPCC 第 4 次評価報告書第 3 作業グループの知見について、「AWG-KP

は、こうした IPCC の知見を踏まえた（should be informed）削減目標とすることに合

意する」とされていたのが、最終的な決定案では、「こうした削減数値を認識し

（recognized ）」と弱められてしまいました。バリから後退はしなかったものの、一歩

も前に出ることはできませんでした。 

作業計画も、AWG-LCA と AWG-KP ともに、3 月末に開催される AWG-LCA5 と AWG-KP7 の

あとに、締約国などの意見の提出を求めて交渉の土台となる交渉テキストが作られ、6

月 1 日からの AWG-LCA6 と AWG-KP8 から実質的な交渉が始まることになっています。今

回の COP14/CMP4 の最大の任務が、交渉の土台となるテキストと作業計画を策定するこ

とであったことからすれば、COP14/CMP4 が、その任務を果たしたといえないことは明

らかです。  

こうした結果は、直接的には、日本やカナダ、オーストラリアなどが 2020 年削減目

標を明らかにせず、バリの合意を前に進めることをブロックしたからです。また、アメ

リカのオバマ政権の政策決定待ちの気分と、金融危機の影響が暗に反映していたことも

あるように思います。中国は、12 月 10 日夜の最後の AWG-KP 総会で、「深い失望を禁じ

得ない」とし、「先進国はコペンハーゲンから逃げだそうとしている」と発言しました

が、このような非難を受けてもしかたがないように思います。 

 交渉の状況によっては会議を追加することを検討することになっていますが、2009

年 6 月からコペンハーゲンまで半年しかないことを考えれば、6月までに論点を整理し

て、できるだけ早く実質的な交渉ができるように準備すること、そして、何よりも日本

などの中期目標を明らかにしていない先進国が、遅くとも 3月末に開催される AWG-KP7

までに、1990 年比 25～40％の 2020 年目標を明らかにすることが必要です。 

 COP3 の 5 ヶ月前に開催された AGBM7(ベルリン・マンデート特別グループ第 7 回会

合)で、排出目標を明らかにしていなかったアメリカと日本が会議をブロックしている

と、議長から名指しで非難されたことを繰り返してはならないと思います。 



◆AWG-LCA 決定草案：「COP14 へのレポート」の概要（FCCC/AWGLCA/2008/L.11） 

１．AWG-LCA の目的は、バリ・アクションプランで合意された、2013 年以降の国際枠

組みと長期目標に関して、2009 年のコペンハーゲンでの COP15 までに合意に達

することである。 

２．これまでの AWG-LCA では、バリ・アクションプランの検討課題である、①長期目

標に関する共通のビィジョン、②緩和、③適応策、④技術移転に関する行動の強

化、⑤これらを可能にするための資金の供与、について検討し、これら 5つのイ

ンターリンケージ（関係性）を整理してきた。その結果、共有された長期ビジョ

ンに関する行動の検討、適応策の強化とその施行に関する方法、緩和策の強化と

その施行に関する方法、制度設計を含めた、そして技術と資金に関する検討に関

しての話し合いが行われてきた。 

３．この１年間、締約国は様々な提案やアイデア、ビジョンや課題などを出しあい、

積極的にこのプロセスを進めてきた。これらは第 8回インセッション・ワークシ

ョップにおいて、キー（鍵）となる問題の検討をすることによって促進されてき

た。 

４．AWG-LCA3 では、議長から、オブザーバー機関からの意見も含め、締約国から今

まで出された提案やアイデアなどをまとめる作業を促し、その結果、今回の

AWG-LCA4 に向けて作成された文章は、繰り返しアップデートされ、締約国に対

して、それぞれの意見の相違点に関して明瞭に理解することを可能するものなっ

ている。 

５． AWG-LCA は議長に対し、更なる交渉の土台となる文章作成の用意をするように

要請した。また、締約国に対し、2009 年 6 月に開催される AWG-LCA6 に向け、期

待される成果などに関して言及した、更なる提案を出すように呼びかけた。2009

年に向け、今後 4 回にわたる会合が予定され（合計で 8 週間）、追加的な会合に

関しては今現在検討中である。 

 

◆AWG-LCA 2009 年作業計画の概要（FCCC/AWGLCA/2008/L.10） 

１．締約国は、AWG-LCA5 で議論する文書について、2009 年 2 月 6 日までに、 バリ・

アクションプランの交渉項目と COP15 で合意すべき要素についての意見を、2009

年 2 月 6 日までに提出する。 

２．2009 年 6 月の、AWG-LCA6 で議論する交渉テキストについて、AWG-LCA5 の議論を

踏まえて、更なる意見を、2009 年 4 月 25 日までに提出する。 

３．これらの文書は、（a）バリ・アクションプランのすべての論点がバランスよく含

まれ、（b）それらの意見や提案を提案者の特性に帰することなく、（c）合意を推

測させるようなものでもなく、（d）なるべく会議の 2 週間まえに、タイムリーに

事務局が作成、しなければならない。 



４．議長は、条約事務局、事務総長などと相談し、交渉の進展を見て、追加的な会合

が必要かどうかを決めるよう要請する。 

  

◆AWG-KP 決定草案の概要（FCCC/KP/AWG/2008/L.18） 

１．次期約束期間における附属書Ⅰ国の更なる削減目標（コミットメント）は、原則

として（principally）、数量化された抑制・削減排出目標（QELROs）の形態をと

るべきである（should take the form of）。 

２．AWG-KP は、その職務が条約の究極の目標で設定された「共有すべき挑戦」と、

条約や京都議定書の他の関連規定によって導かれることを想起する。AR4 で示さ

れたように、大気中の温室効果ガス濃度を最も低いレベルで安定化させるために

は、21 世紀半ばまで世界の温室効果ガス排出量を 2000 年比で半減以下にさせ、

この 10～15 年の間にピークから減少させることが必要である。AWG-KP 第 4 回会

合で、AWG-KP は、AR4 によれば、2020 年の附属書Ⅰ国全体の温室効果ガス排出

量を 1990 年比で 25～40％削減することが求められており、それは締約各国が排

出削減目標を達成する意味であることを認識した。IPCC は排出範囲を拡げるラ

イフスタイルの変革を考慮していない。もし附属書Ⅰ国が行う排出削減分析を行

えば、削減可能性がかなり大きくなるだろう。＜FCCC/KP/AWG/2007/5 の para.16

と同じ＞ 

３． 小島嶼国や発展途上国から提案されているように、温室効果ガス濃度 450ppmv

以下に安定化させるための分析が不足している。こうした情報は、安定化シナリ

オに関する更なる科学的作業によって、AWG-KP が受け取る情報に基づいてレビ

ューされるだろう。＜FCCC/KP/AWG/2007/5 の para.17 と同じ＞ 

４．究極の目的の達成に向けたあらゆる努力を集約し、附属書Ⅰ国が達成する排出削

減規模を考慮すべきである。この課題の更なる検討は、AR4 を含む最新の科学的

知見によって確認されるべきである。 

５．附属書Ⅰ国全体の削減目標を達成するために、各国又は共同による附属書Ⅰ締約

国の貢献が、異なる国情に応じて、既存・将来の政策と措置の緩和可能性、有効

性、効率性、費用と便益に基づいて検討されるべきである。貢献の検討は、透明

性があり首尾一貫した手法で行われるべきであり、それは附属書Ⅰ締約各国での

QELROs につながるものである。 

６．排出量取引やプロジェクト型メカニズム、排出抑制削減対策や LULUCF 活動は引

き続き附属書Ⅰ国の排出削減目標の達成手段とすべきである。排出量取引とプロ

ジェクト型メカニズムは、附属書Ⅰ国の国内対策に補完的であるべきである。 

７． CMP5 で作業を完了させるためには、附属書Ⅰ国が AWG-KP7 までに、可能な QELROs

に関する情報を提出することが必要である。 

 



◆AWG-KP 2009 年作業計画 

 

2009 年の作業計画（FCCC/KP/AWG/2008/L.19、2008 年 12 月 10 日） 

日程 会議名 開催地 議題 

２月以降？ 

又は AWG-KP7 期

間中？ 

ワークショップ 
未定、又は 

ボン（ドイツ）？
・改正テキスト草案の検討 

3/29-4/8 AWG-KP7 ボン（ドイツ）

・附属書Ⅰ国全体での排出削減量のとりまとめ

・改正テキスト草案のとりまとめ 

6/1-12 
AWG-KP8

（SBSTA30） 
ボン（ドイツ）

・附属書Ⅰ各国の排出削減量のとりまとめ、

その他 

8-9 月頃 AWG-KP9 未定 
・QELROs、関連手法、附属書Ⅰ国の手法など 

・草案の決定又は草案の改正 

11/30-12/11 
AWG-KP10

（CMP5） 

コペンハーゲン

（デンマーク）

・QELROs、関連手法、附属書Ⅰ国の手法、

附属書Ⅰ国の更なるコミットメントなど 

・草案の決定又は草案の改正 

 

 

◆サイドイベント 

 

◎日本の産業界とドイツの産業界の気候変動問題への「ビジョン」  

12 月 10 日、日本経団連とドイツ経団連（BDI）によるサイドイベントが開催され

ました。日本経団連は「ポスト京都に向けた日本のセクター別アプローチ」、ドイツ

経団連は「気候変動問題はビジネスチャンス」というテーマでした。 

まず、日本経団連が日本の産業界のセクター別アプローチを「宣伝」している理由

は、以下の点にまとめられます（以下は、CASA の見解とは異なります）。 

 

第１に、現行の京都議定書による日本の 6％削減数値目標に満足していないためで

す。なぜなら、日本のエネルギー効率は世界的にも非常に高いレベルにあり、6％と

いう科学的根拠のない削減数値目標を課されるのは非常に不公平です。よって、部門

別に削減ポテンシャルを数値化し、それを積み上げて国の削減努力目標とすべきであ

るとしています。 

第２に、日本版セクター別アプローチは、部門別・産業別にベンチマーク（技術の

水準）を設定し、先進国から途上国へ、エネルギー効率の高い技術移転をすることに



より今後さらに増大すると思われる途上国（特に中国やインド）からの排出を抑制で

きるメリットがあります。 

第３に、国際競争力を落とさないために、同じ土俵を作るべきです。日本企業は「乾

いた雑巾を絞る」ような努力をしている一方で、環境規制の緩い中国などの企業が温

室効果ガスを大量に排出し、国際競争力を高めていることは不公平です。 

 

日本版セクター別アプローチは賛否で様々な声が聞かれるのですが、実現性を考える

上で障害になっているのは、バウンダリー設定の難しさと、それに関するデータがまだ

十分に集められていないことです。 

バウンダリーは、特定の分野において技術水準の設定の境界線をどこまで設けるのか

が難しいのです。鉄鋼業を例にすると、粗鋼の生産方法には、高炉・転炉法（主な原料

は鉄鉱石）、電炉法（主な原料は鉄スクラップ）があり、それぞれの生産方法における

技術は多種多様です。同じ業界においても様々なベンチマークが存在するので、世界中

から膨大なデータの収集と分析が必要であり、客観性のある指標を策定するのが困難で

す。また、技術移転先の受入れ能力や移転に伴うコスト負担など、課題はたくさん残さ

れています。 

さて、それに比べてドイツ。「環境先進国」と言われていますが、企業の気候変動問

題に対する姿勢も先進国の中でも前向きです。2020 年までに温室効果ガス排出量を

1990 年比で 31％削減する中期目標を自主的に検討しており、再生可能エネルギーの普

及とエネルギー効率の向上に尽力しています。この背景には「気候変動問題は、今後何

世紀にもわたり決して逃れることのできない問題であり、今対策をせずしていつするの

か」という考え方が根底にあります。ドイツのビジネスリーダーたちは、「短期的な利

益ではなく、中期・長期的な利益を重視する」と明確に述べています。農業で例えると、

「今すぐに作物を刈り取ってしまい、将来食べるものがなくなってしまうことを選ぶの

ではなく、今こそ種を蒔く時であり、将来実りのある生活を実現すべき」なのです。 

さらに、「現在の金融危機は低炭素社会を実現する良い機会である」、「地球温暖化問

題はわれわれにとってビジネスチャンスである」と温暖化対策へ積極的な姿勢を表明し

ており、これが EU のリーダーシップを発揮している原動力の一つなのでしょう。政府

が明確な長期的「ビジョン」を打ち出して政策を強化していくことで、産業界の背中を

後押ししているようにも見受けられます。 

このことは、イギリスにおいても見ることができます。イギリス政府は、企業の緩和

努力と適応努力を補助するために、それぞれの専門機関を設けて、自国の産業をいち早

く低炭素化することで世界のビジネスリーダーにさせようとしています。 

しかしながら、これらヨーロッパの産業界がすべて前向きに温暖化対策に取り組んで

いるわけではありません。EU が自動車業界に乗用車の燃費を 120g-CO2/km にする法案

を提出したのに対して、高級車を主に製造し、燃費の比較的悪いドイツ・イギリスの自



動車業界が猛反対をし、この法案成立を遅らせています。 

このサイドイベントに参加して、企業が短期的な視点だけでなく、中期・長期的な視

点で温暖化対策につながる戦略を打ち出すためには、まず、政府が明確なビジョンを打

ち出すべきだと痛感しました。 

 

◎パフォーマンス 

 12 月 11 日の朝、会場入り口でＷＷＦ（世界

自然保護基金）が、「世界は君（各国代表団）を

注視している（THE WORLD IS WATCHING YOU!）」

のバナーを掲げたパフォーマンスを行っていま

した。これは、「ゲゲゲの鬼太郎」の「目玉親

父」？？ 

 

◆会議場から 

今回の会議には、環境 NGO も多数参加しています。CASA も参加する、気候変動問題

に取り組む環境 NGO のネットワークである「気候行動ネットワーク（CAN）」関係の参加

者も 300 人を超えています。 

CAN は、会議の始まる前日の日曜日と会議の中間の日曜日に 5時間程度の戦略会議を

開催します。また、毎日午後 2 時から 3時にも会議をもって、情報交換とロビー戦略を

討議します。CAN の重要なタスクに、ニュースレター「eco」の発行があります。この

「eco」は、COP などでは毎日発行され、会議場でもっとも人気のあるニュースレター

です。 

また、毎日、その日の会議で最も後ろ向きの発言や行動をした国に対し、化石賞を選

んで授与しています。化石賞は、政府関係者も気になるようで、バリの 2日目に化石賞

の 1，2，3位を独占したときには、官房長官が不快感を示してくれ、経産省の交渉担当

者が書いた本にも、「気候行動ネットワークが会議で『反環境的行動』をとった国に与

える『化石賞』は、各国の交渉担当者の間でも日常的な話題として取り上げられる。」

（「地球温暖化問題の再検証」）と書かれています。 
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