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2005 年 5 月 19 日～5 月 27 日まで、第 22 回補助機関会合（SB22）がドイツ

のボンで開催され、157 カ国から交渉団、専門家、NGO など約 1600 名が参加

しました。SB22 は、京都議定書が発効してから最初の会議であり、11 月末か

らカナダ・モントリオールで開かれる京都議定書第 1回締約国会議（COP/MOP1）

の事前の会議であること、また、2005 年に先進国の約束を見直すことになって

いることに関連して、SB 開催前に第 2 約束期間の話にかかわるセミナーが開催

されたことから、例年より多くの参加者がありました。 
会議では、温暖化による影響の脆弱性および適応対策1、先進国が途上国で行

う温暖化対策（クリーン開発メカニズム）が他の環境条約に与える影響、国際

航空と海運からの温室効果ガス排出、途上国への資金、京都議定書第 1 回締約

国会合（COP/MOP１）の持ち方などについて議論されました。 

 
 

 

 

↑いつも補助機関会合（SB）が行われている

マリティムホテル 2005.5 

 

 

 

↑SB の前に行われた政府専門家セミナーの

様子。壇上は低い位置にあり、報告者のため

の赤いソファーが用意されて、リラックした

雰囲気の中話せるように工夫されていた

2005.5 

 

 

 

 

                                                  
1 適応対策とは、例えば海面上昇による影響が予測されている地域では、沿岸部に堤防を張り巡

らすなど、既に忍び寄りつつある気候変動の影響に対応する措置をとること 

←政府専門家セミナーと SB の合間にドイツ

が開催したレセプション。参加者全員が招待

され、ライン川のほとりでワインと料理を楽

しみながら、様々な人と交流。2005.5 
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【１．温暖化の影響、脆弱性と適応に関する5ヵ年計画】 

昨年開かれたCOP10では、途上国が長い間議論を進めたがっていた適応対策に

関して、「適応と対応措置に関するブエノスアイレス作業計画」が合意されまし

た。この中で、今後SBSTAの下で、影響、脆弱性と適応に関する5ヵ年計画を立

てていくことになり、SB22でこの計画を発展させていくためのワークショップ

が開かれることになっていました2。ワークショップでは、最初にトロント大学

のIan Burton 氏の基調講演があり、続いて15カ国が5ヵ年計画についてのそれ

ぞれの視点を7分ずつ報告し、その後ディスカッションがなされました。多くの

国が言及した点として、以下のような点があげられます。 

１． 適応は途上国だけでなく先進国にも共通の課題である（主に先進国） 

２． 他の政策に適応対策の視点を入れていくことが必要 

３． 適応していくための技術移転の必要性 

４． 他の国際機関でなされている議論との重複をさける（主に先進国） 

５． 持続可能な発展や貧困対策と、適応対策を統合していくこと 

６． 気候変動の影響を評価し、問題を明確にする必要があること 

 日本は、その中で地域のモニタリングシステムを作って各国と協力していき

たいという意向を示しました。南アフリカは、①科学と計画、②対策と行動の 2

つの作業グループを作って進めていくことを提案しました。ツバルは島しょ国

を代表して、島しょの自然環境が地球温暖化の影響に対して特に脆弱である点

を強調し、ブエノスアイレス作業計画の中に島しょ国の特別なプログラムを作

るように呼びかけました。アメリカは、水、農業、沿岸地域の管理など、それ

ぞれの分野での努力が必要であることを強調し、分野別の専門家を見つける必

要があると主張していました。 

 その後の議論の中では、特に以下の 2点で意見が分かれていました。 

１．自然災害と気候変動の影響について；自然災害と気候変動の影響は分ける

必要があり、ここでは気候変動の影響に対する適応を考えていくという国

と、その点を完全に分けることは難しいという国 

２．適応対策のあり方について；各部門別の適応対策の必要性をあげた国（EU,

アメリカ、カナダ等）と、部門別に対策をとる方法は、自治体レベルの政

策統合を難しくし、地域の知識が大切にされないので、主題別および生活

様式別のアプローチをとるべきだという国（南アフリカ等主に途上国） 

昨年から 3 回のワークショップが行われてきましたが、適応対策でこのよう

な主題別やセクター別の政策を考えるといった意見がでてきたのは、新しい点

でした。しかし、適応とはどのようなものをいい、それにどう対処していくべ

                                                  
2 詳しくは http://www.bnet.ne.jp/casa/cop/cop10/COP10matome.pdf をご参照ください 
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きなのかといった基本的な議論はここでは深められませんでした。その後の議

論は、ワークショップについての議長サマリー案に沿って、適応の 5 ヵ年計画

の一文一文に何を書くかという細かいテキストに議論が移ってしまいました。 

決定草案では、この計画を進めていくために次の SBSTA23 の前に非公式のワ

ークショップを開くこと、その付属書案では、計画プロセスのレビューを COP14

で行うとされています。コンタクトグループ3で最ももめたのは、5 年作業計画

の目的や範囲、プロセスといった付属書の文章についてです。計画の目的の部

分に、最も脆弱な国に考慮するような文章の挿入を主張する途上国、対応措置4の

文言を強調するサウジアラビア、気候変動の影響を今後さらに評価し、問題を

明確にしていく必要があるという EU、それよりもアクションに力点を置くべき

とする島しょ国、気候変動という言葉を気候リスクという単語に変えさせよう

とするアメリカなど、意見がバラバラでまとまらず、ほとんどの文章がそれぞ

れの意見を併記した括弧付きの文章になっています。（FCCC/SBSTA/2005/L.14） 
 
【オゾン層保護と地球気候システムに関する IPCC 特別報告書】 

IPCC5は評価報告書の他に、具体的なテーマに関する特別報告書も作成してい

ます。COP8 で、IPCC と TEAP 6で協力してオゾン層保護と地球気候システムに関

する特別報告書の作成が決定され、その決定に基づいて 2005 年 4 月に完成した

報告書が IPCC の全体会合で承認されました。 

さて、なぜオゾン層破壊の話しが温暖化交渉にでてきたのか、不思議に思わ

れる方もあるかもしれませんので、簡単にその背景をみてみたいと思います。

オゾン層破壊を起こすフロンは、先進国では既にモントリオール議定書で生産

が規制（一部は既に禁止）されています7。そこで現れた代替フロンですが、こ

の代替フロンの多くは、二酸化炭素よりも温室効果が数千～1万倍も強く、また

大気中の寿命も長い強力な温室効果ガスです。そのため、京都議定書では、オ

ゾン層は破壊しませんが強力な温室効果ガスである HFC が規制対象となってい

                                                  
3 COP や SB では、意見の分かれる特定の議題については小グループに分かれて議論が行われ

ることがあり、こうしたグループをコンタクトグループと呼んでいる。 
4 各国が気候変動への対策をとることによって、経済的損失をこうむる産油国への措置のこと。 
5 1988 年に世界気象機関と国連環境計画によって設立された。世界中の文献を評価し、地球温

暖化に関する科学技術、経済面の情報を提供している。  
6 Technology and Economic Assessment Panel-技術・経済評価パネル。オゾン層破壊物質の使

用をさけるために、その代替技術に関する情報を提供している。国連環境計画（UNEP）の機関。 
7 オゾン層破壊を起こすフロンのうち、特にオゾン層破壊能力の強い「特定フロン」（CFC など）

は、先進国は 1995 年から生産禁止になっている。一方、HCFC などのオゾン層破壊能力の弱いフ

ロンについても、生産が禁止されることが決まっている。HCFC については、段階的に生産規制

を強化し、2020 年には事実上禁止される。しかし、テフロンなどのフッ素樹脂をつくる材料用

のフロンは禁止されないため、一部抜け穴もある。 
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ます8。しかし、途上国でもフロンの生産は近々禁止されるので、オゾン層破壊

物質からの転換の本格化に伴い、代替フロンの排出量の増加が見込まれていま

す。 

SBSTA 全体会合では、この IPCC/TEAP 特別報告書「オゾン層保護と地球気候シ

ステム：HFC・PFC に関する課題」についての報告があり、HFC と HCFC 濃度が

著しく上昇していること、モントリオール議定書にも京都議定書にも、HCFC や

CFC のバンク（貯蔵）についての取締まり規制が存在していないことへの懸念が

IPCC から示されました。報告の後、この報告書を今後条約の中でどのように活

用していくのかについての議論がなされました。 

EU が「今後はモントリオール議定書との連携や、国際的な対策が必要」と主

張したのに対し、アメリカやオーストラリアは各国がそれぞれ国内で対策を考

えるべきという主張でした。日本は、モントリオール議定書との連携が必要だ

としながらも、各国の事情を考慮するべきだという立場でした。フロン生産の

一大拠点である中国は、温室効果ガスの中で特別に HFC・PFC に焦点を当てて議

論することを嫌がり、議論の打ち切りを主張しました。国際環境 NGO のグリー

ンピースのビル・ヘア氏は、全体会合で発言し、これまで考えられている以上

に大きなバンクが存在すると述べ、これが 2016 年以降も増加し続けるとして、

段階的な削減を進めるよう主張していました。 

この特別報告書の本文はまだ公表されていませんが、公開されている要約の

トーンや、報告書に多くのフロン生産者が関わっている事実から考えると、規

制を進めていくような報告書になっていないのではないかという懸念も一部で

は示されています。 

コンタクトグループでの議論の結果、各国が 2006 年 2 月 13 日までに特別レ

ポートに関する意見を提出し、それに基づいて事務局がまとめた文書を SBSTA24

で検討することになりました。（FCCC/SBSTA/2005/L.8） 

 

【他の環境条約に影響を与える CDM 事業】 

昨年の COP10 では、他の環境条約の目標達成に影響を与えるような CDM 事業

をどのように扱うかが議論されました9。また、その中でも特にモントリオール

議定書との関係で、HFC2310破壊を行うために HCFC2211施設が新設される問題12に

                                                  
8 京都議定書で規制対象となっているガスは 6 種類あり、二酸化炭素（CO2）の他、メタン（CH4）、

一酸化二窒素（N2O）、HFC、PFC、SF6 がある。 
9 詳しくは http://www.bnet.ne.jp/casa/cop/cop10/cop10tsushin3.pdf をご参照ください。 
10 二酸化炭素の約１万倍の温室効果をもつガスで、京都議定書での排出規制対象になっている。

HCFC22 の生産過程で副生成物として発生する 
11 家庭用エアコン、カーエアコンや業務用冷凍空調機器のいずれも冷媒に使われる。オゾン層

破壊物質であり、モントリオール議定書で生産規制のスケジュールが決まっている。 
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関して、補助機関が理事会と協力して検討し、議定書の締約国会合（COP／MOP

１）に提案を出すことになっており、今回も引き続き議論されました。 

既に既存のHCFC22施設でのHFC23破壊事業が理事会で認証されたため、EUは、

新設されるHCFC22施設での事業について認めるかどうかに焦点を当てて議論す

べきだと主張しました。また、これに関する各国の意見を提出することを提案

し、今後この問題についてどういうプロセスで合意していくかということを決

めていくべきだと主張しました。また、EU が、締約国だけでなく NGO からも意

見提出してもらうことを提案したことに対し、中国やアメリカは締約国に限定

すべきだとしました。アメリカは、特にこの CDM 事業が HCFC22 施設の増設に繋

がるかどうかという点だけに絞って書かれるべきだという主張でした。これに

対して島しょ国は、今後フロンの事業から得られるクレジットを制限していく

ことを提案しました。 

結論としては、2005 年 8 月 5 日までに各国とオブザーバー、および国際機関

が HCFC22 施設の新設に関する影響について文書を提出することになりました。

また、事務局は各国が提出した文書と CDM 理事会の報告を基に文書を作ること

になっています。SBSTA23（2005 年 12 月）では、各国の文書とこの事務局の文

書を検討し、COP/MOP１で採択できるようにドラフトを作成することになりまし

た。  

 

【４．緩和ワークショップ】 

緩和のワークショップは2つのセッションに分かれていました。セッション１

は以下のテーマで、4人がプレゼンテーションをしました。 

 

セッション１：緩和技術の革新、移転、普及に影響を与える要素について 

（国際協力と障壁の特定と除去） 

 

セッション１は技術革新、移転に関する報告なので、発表者は先進国に集中

していたのも仕方ないことかもしれませんが、特に日本の発表は、特定の技術

に関する宣伝のように受け取れました。プレゼンテーションはホームページに

あがっています。ここで気になった点としては以下の２点がありました。 
１．炭素固定技術について、長期的な視点では当然入ってくる技術であるよう

に議論されていたこと 

２．技術移転をどうするかという議論に集中していて、移転する技術がどのよ

                                                                                                                                                  
12 HFC23 は、HCFC22 の生産過程で出る副生成物である。HFC23 破壊事業によって、膨大な

クレジットが発生するため、モントリオール議定書で規制されている HCFC22 施設が新設され、

増産されるのではないかということが懸念されている。 
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うなものであるかという評価を行う必要性については述べられなかったこ

と 

また、今回は、適応と同じく緩和のワークショップでもセクター別のアプロー

チについての言及が多くあったことが印象的でした。後のコンタクトグループ

では、炭素固定技術に関するIPCC特別レポートが出てくることをうけて、カナ

ダがCOP/MOP２の前に炭素固定に関する議論を始めるべきだという提案をした

ようです（ENB Vol.12 No.270） 

 

セッション２では以下のテーマでプレゼンテーションと意見交換が行われま

した。 

 

セッション２：緩和の社会経済的側面 

（費用対効果、共通の利益、貧困撲滅、スピルオーバー効果13（漏出効果／拡散

効果）を含む経済的影響） 

 

ここで印象に残った点は、温暖化対策をとることによって、大気汚染も一緒

に緩和されるという効果について各国から高い関心が寄せられていたことです。

特に途上国は大気汚染が深刻であり、大気汚染の緩和もできるということに関

連するプレゼンテーターへの質問が活発でした。 
緩和の決定草案はごく簡潔なものになりました。事務局がSBSTA議長のガイ

ダンスをうけて7月15日までにワークショップのレポートを作成するというも

のです。レポートの中身は、温室効果ガス、各部門、技術、地域、社会経済的

側面に関する情報、そしてワークショップや議論を通してあげられた他の点に

関するものとされています。(FCCC/SBSTA/2005/L.10) 

 

【５．後発開発途上国基金（LDCF）】 

COP７のマラケシュ合意で設立されたこの基金は、後発開発途上国（LDC）に

おける気候変動の悪影響への適応対策を進めるためのものであり、LDCの「国家

適応行動計画（NAPA）」14を準備し、その実施を行っていくためのものです。基

金は地球環境ファシリティー（GEF）15によって運営されることになっており、

                                                  
13 外部性によって他の生産要素が上昇すること。また、異分野への技術的な応用によって技術

が発展すること。 
14 後発開発途上国が気候変動の影響に対処するために作成する国家適応計画。それぞれの国で

優先される適応活動やその評価等が記載される。 
15 世界銀行、国連開発計画(UNDP)、国連環境計画(UNEP)によって共同運営されており、1991
年に設立された。COP4 で気候変動枠組条約の資金供与を担う機関として正式に合意された。地

球温暖化防止、オゾン層保護、生物多様性、国際水域の 4 分野について、途上国に原則として
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今回はLDC基金運営のための追加ガイダンスについて、COP10での議論を踏まえ

て引き続き検討することになっていました。 

COP11で決定草案採択を目指していたので、ここで結論を出す必要があること

が繰り返し確認されましたが、最後の夜まで議論はもつれこんでいました。議

論が集中したのは、全額コスト供与や優先順位の高い活動に対する資金供与な

どについてです。EUは、気候変動の悪影響への適応に必要なコストで、NAPA
で優先性があるとされた追加コスト分をLDC基金が提供するべきだとし、提供

する分野についても能力開発や意識の向上などの具体的な文章を提案していま

した。日本やノルウェーはEUを支持しましたが、LDCグループは追加コストとい

う文言の挿入や、資金が提供される分野を細かく挙げることに反対していまし

た。また、LDC基金の一部はLDC作業プログラム以外の要素も支援するべきであ

るという主張もしていました。GEFは、基金に対するGEFの適用可能性を明らか

にするため、「追加性」を定義する文書を提供することに合意しました。 

最後は非公式協議によってCOP11決定草案に「追加コスト」を定義した脚注を

入れることで決着がついています。（ENB Vol. 12 No. 269） 
 

【６．COP11、COP/MOP１および今後の会議について】 

ここで問題になった点は３つありました。1つは、COP11、COP/MOP1の閣僚級

会合の持ち方について、各国の閣僚それぞれが発言するやり方ではなく、円卓

方式でやってはどうかというアメリカの提案があり、どうするかが議論されま

した。各国がそれぞれ発言できる機会がなくなれば、将来枠組みへの視点など、

重要な意見を述べる機会がなくなることにもなります。議論の結果としては、

COP/MOP1は各国にとって特別なものであることから、やはりそれぞれが発言す

る方法がよいという結論に至ったようです。 

もう1つは、COP13までに完成予定だった第4次評価報告書の作成作業が遅れて

いることから、IPCCがCOP13の延期を申し出た件で、最初の全体会合でアメリカ

が反対意見を述べました。その後のコンタクトグループでは中国とサウジアラ

ビアが、「報告書の遅れは、COP13延期の理由にはならない」として反対し、結

論は先延ばしにされました。 

 また、会議の持ち方について、コンタクトグループや議題が多すぎるために

代表団が少ない途上国に負担が大きくなっているという議論がありました。各

国は、改善策をさらに考えていくことで合意しました。 

  

―――――――――――――――――――――――――― 

                                                                                                                                                  
無償で、資金供与している。 
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京都議定書が発効し、京都メカニズムなどが本格的に始まること、またEUの

排出量取引が始まったことなどから、サイドイベントや会議全体の中では、CDM

および炭素市場への関心が高くなっているという印象を受けました。将来のCDM

の運用に関しても、会議内外でCDM改革への期待の声がありましたが、どのよう

に改革したいのかという点ではそれぞれ大きな差があるように感じています。

また、インドが様々な場面で自らの対策を迫られることに警戒的であった一方

で、中国が国内政策を含めて前向きになってきており、COP11では中国が関心を

示している技術開発と移転に関する議論が多くなるのではないかという話しも

きかれました。 

 SB22直前に開かれた「政府専門家セミナー」16では、COP11・COP/MOP1が開催

されるモントリオールで、2013年以降の将来枠組みの議論を進めていくための

マンデートをつくるという声も多数ありましたが、この10日間のSBの中で、マ

ンデートをつくることに向けたステップが踏み出されることにはなりませんで

した。 

今回、特にCOP/MOP１や将来枠組みに関する白熱した議論はありませんでした

ので、「嵐の前の静けさ」（ENB）と表現することもできますが、お互いの様子を

見つつも、モントリオールに向けたそれぞれの立場が示される場面もあり、ど

ちらかといえば「嵐を予感させるざわめき」の気になる会議でした。 

 

 

                                                  
16 詳細は http://www.bnet.jp/casa/cop/SB22/seifusenmonka-seminar.htm をご覧ください 
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