
 

ボン 3 会合 通信 （2009 年 8 月 15 日、ドイツ・ボン） 

 

 2009 年 8 月 10～14 日、ドイツ・ボンにおいてボン 3会合が開催されました。今回の会議

は、非公式会議という位置づけでしたが、議長が今回の会議を、次回バンコクで開かれる 2

週間の公式会合と合わせて 3 週間の会議の 1 週目として位置づけることとし、参加国もそ

れに同意したため、実質的な議論を進めるための会議として位置づけられました。実際、

コペンハーゲンまで 4 ヶ月を残すのみであり、非公式会合でも少しでも合意に近づくため

に、これまで出された各国のポジションと合意できる箇所を整理し、課題を明確にしてい

く必要がありました。 

 

【条約 AWG】 

200 ページのテキストを合意可能な「文量」に 

 条約 AWG では、前回各国の意見が挿入されて 200 ページに膨れ上がった議長の修正テキ

スト（200 ページ）をいかに収束をさせるかが課題でした。このテキストは、最終的な合意

の基盤となっていくテキストであり、課題を整理し、合意可能なものにもっていくことが

非常に重要です。つまり、バンコクを含めた 3 週間で「扱い可能な」量にしていく必要が

あるわけです。京都議定書の際は、その前に議論されていた交渉テキストは 30 ページ前後

であることを考えると、コペンハーゲンに間に合わせるためには、相当な努力が必要です。

しかし、似通っているような文章でも、少し単語を変えただけでニュアンスが変わること

もあるため、多くの国は文章の削減に非常に慎重でした。各国の表現が全く同じでない限

りは削除はせずに括弧で残し、似通った点は整理したり、合意点と相違点を抽出したりす

る作業が行われました。 

 

議論は、テキストの 4つの柱「緩和」「適応」「資金」「技術と能力開発」とそれを統括する

「共通のビジョン」に分けて行われ、それぞれの議論の中で上記のような作業が行われた

ため、結果として 5 つの進捗状況は多少異なっています。 

   

緩和 

温室効果ガスの排出量削減対策の議論は、さらに以下の 6 つの分野に分かれています。 

1(b)(i) 先進国の削減約束・行動 

1(b)(ii) 途上国の削減行動 

1(b)(iii) 途上国における森林減少からの排出量削減（REDD） 

1(b)(iv) セクター別アプローチ 
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1(b)(v) 市場メカニズムを含む様々なメカニズム 

1(b)(vi) 対応措置（温室効果ガスの削減対策による影響） 

 

この番号はバリ行動計画の中での段落番号です。(i)と(ii)に関しては、途上国がこの 2つ

は全く性質が違うため別々に議論することを提案しましたが、先進国は、途上国と先進国

の排出削減は一緒に議論するべきという意見で、対立が見られました。(iii)については、

様々な意見があるものの、皆が前に進めたいという気持ちが非常に強く、緩和の中で最も

早く議論が進められたようです。また、(v)については、韓国が強く押している途上国の削

減行動をクレジット化するメカニズム（NAMA クレディティング）、EU やニュージーランド

が押すセクトラル・クレディチング、セクトラル・トレーディングの 3 つの新たな市場メ

カニズムの提案があり、次回会合でこの 3 つのメカニズムの利益と問題点を整理する表が

作成されることになりました。セクトラル・クレディチングとは、鉄鋼やセメントなどの

産業セクターごとに削減をしてクレジットを発行するメカニズム、セクトラル・トレーデ

ィングとは、セクターごとに排出量取引を導入するメカニズムです。これらは資金を捻出

するという意味でも注目されているメカニズムです。 

 

共通のビジョン 

ここでは、4つ他の柱を統括する意味で、EU が前回のボン 2会合後に開催された G8 で合意

した文書を引用し、「我々は、産業化以前の水準からの世界全体の平均気温の上昇が摂氏２

度を超えないようにすべきとの広範な科学的見解を認識する」ことや「温室効果ガスの排

出を、1990 年又はより最近の複数の年と比して 2050 年までに 80％またはそれ以上削減す

るとの目標を支持する。」などを盛り込むことを提案しましたが、2050 年の数値は先進国の

数値であることや、他のプロセスで決めたものをそのまま国連のこの議論に持ち込むこと

に対して、インドなどから反対がありました。 

また中国は、排出削減義務がない国から排出削減義務のある国に商品を輸出する際、輸出

品に対して排出削減義務のある国と同等の負担を強いることがないようにするといった文

書を挿入することを提案し、インド、サウジアラビア、スーダン、パキスタンなどの国々

が支持しました。しかし、これに対してはアメリカから、そのような文書は条約の条項に

反するとして反対がありました。結局最後まで文章構造の議論だけで終わり、中身に突っ

込むような話はほとんどできていません。 

 

これらの全体の作業の結果は、緩和の先進国の削減の部分を除いて非公式文書としてまと

められ、会議で議論されました。また、バンコク会議の 2 週間前までにそれぞれの新たな

テキストを条約サイトに公開するとされています。 

 

【議定書 AWG】 
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議定書 AWG の議論では、先進国の排出量削減、京都メカニズム、森林吸収源（LULUCF）、そ

の他の争点（削減対象となる温室効果ガスのリストなど）の４つのグループに分かれて議

論されました。 

  

先進国の排出削減目標 

今回の会議の議論は、先進国が自主的に発表した中期目標について説明を行い、それにつ

いて他の国が質問するという形で始まりました。 

  

先進国全体の自主目標と IPCC の水準のギャップ 

この度、ニュージーランドとロシ

アが中期目標を発表したことによ

り、ようやくすべての自主目標が

出そろいました（表）。前回と同様、

条約事務局がすべての目標の試算

を行ったところ、アメリカ以外の

先進国全体の排出削減量は、2020

年までに 1990 年比で 15～21％に

なることが分かりました。一方、

アメリカを加えて試算した小島しょ

年比で 10～16％削減にしかなりません。島しょ国は、この試算値と、IPCC が発表している

25～40％という温暖化の被害を最小限に抑えるために必要なシナリオの削減値、そして、

AOSIS が要求している 45％以上の削減には大きなギャップがあり、このギャップを埋める

ことができるかに島しょの将来がかかっていると訴えました。 

 

国 2020年の目標 基準年 森林など
の吸収

クレジッ
トの購入

状態

オーストラリア *-5～-15%,
あるいは-20%

2000 含む 含む 公表

ベラルーシ - 5 to – 10 % 1990 未定 含む 公表

カナダ -20% 2006 未定 未定 公表

欧州 *- 20 ～– 30 % 1990 30％の場合
は含む

含む 公表

アイスランド *-15％ 1990 含む 未定 公表

日本 *-15 % 2005 含まない 含まない 公表

リヒテンシュタイン *-20～-30％ 1990 含まない 含む 公表

モナコ *-20％ 1990 未定 未定 公表

ニュージーランド *-10～-20% 1990 含む 含む 公表

ノルウェー -30% 2006 含む 含む 公表

ロシア *-10～-15% 1990 未定 未定 公表

スイス *- 20 % ～ – 30 % 1990 含む 含む 検討中

ウクライナ -20% 1990 未定 含む 検討中

国連合（AOSIS）が提出した表では、2020 年までに 1990

内での排出削減量 

クロネシアは、目標の中でどこまでが国内の削減なのかを明確にす

当量の設定 

半は、各国が実際に約束期間内に削減する量、逆に言えば、排出すること

国

また、南アフリカやミ

る必要があると訴えました。日本の数値は、「真水」であることが確認されていますが、多

くの先進国の削減目標値は、市場メカニズムや森林などの吸収源を含んだ数値です。一方

で、IPCC の 25～40％は先進国の国内での削減しか想定していません。つまり、比較するた

めには、各国がどの程度他国での削減クレジットを買うことを想定しているかが重要にな

ります。日本は、真水とは言いながら、企業が独自にクレジットを買った場合、そのクレ

ジットを日本の目標達成のために使ってはいけないということを国内で決めない限り、い

くらでも「抜け穴」が存在することになります。 

 

割

今回の議論の後
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が可能な量（割当量）の設定について議論されました。これは、非常にテクニカルな問題

であり、中国は、もっとシンプルにできるはずだと主張していましたが、全体の削減量に

も影響があるため、決めておく必要のあるものです。 

現在の京都議定書のルールでは、先進国の削減目標は 2008～2012 年の 5年間の平均値をと

場メカニズムの改善 

ムの議論では、現在の市場メカニズム（クリーン開発メカニズム 

た技術（原子力や炭素固定貯留）や、森林吸収のプロ

・ 実際に削減がなされているかという検討を簡素化させる技術リストの作成案 

・ 温暖化以外の利益があるプロジェクトの促進案 

・ 削減の達成を強化するため、削減クレジットの発行を少なくする案 

などがあります。これまでこれらの案の中で合意できるものとできないものとの意見をき

ク会議に向けて】 

ハーゲンまで 3 回しか会議がないということを考えると、今

態を和らげるためには、次回のバンコクで日本の

って、達成しているかいないかが判断されます。つまり、各国の割当量×5年で計算するこ

とができます。一方、先進各国が発表している中期目標は、ほとんどが 2020 年までに達成

される目標値です。この違いは、日本の例で言えば、2020 年時点で 2005 年比 15％削減を

達成するか、2013 年から 2020 年まで平均して 2005 年比 15％削減が達成されているかとい

う点です。日本の場合は前者であり、削減量は後者の場合より少なくなります。 

 

市

議定書 AWG のメ カニズ

（CDM）、共同実施（JI）、国際排出量取引）の改善点と、将来枠組みでの新しいメカニズム

の検討がなされています。今回は、これらの論点が議定書の改正なしで議定書締約国の決

定で解決できるものと、議定書の改正に関わるものとに分けられ、前者から議論が開始さ

れました。前者の論点としては、 

・ これまで認められていなかっ

ジェクトを認める案 

き、リストを削減できるように議論されてきましたが、やはり今回も項目を削ることはほ

どんどできませんでした。興味深かった点としては、炭素固定貯留技術の CDM には反対と

強く主張してきたブラジルが、途上国の削減行動（NAMA）としては認めると発言した点で

す。 

   

【バンコ

非公式会合とはいえ、コペン

の交渉スピードは非常に遅いものでした。議論の中では、コペンハーゲンまでにすべてを

合意するのではなく、そこまでに決めておかなければならない点とその後も議論する点と

の整理が必要という声もきかれます。 

日本として、特に議定書 AWG での硬直状
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中期目標の水準を引き上げ、新しい政権の新しい目標を国際会議の場で報告することが重

要です。また、途上国の支援について、緩和についても適応についても、国連のこの枠組

みで日本として何をするかを明確にする必要があります。 

 

 

 

行：地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA） 

-470 号室 

ボン会

発

〒540-0026 大阪市中央区内本町 2-1-19 内本町松屋ビル 10
合通信、これまでの COP 通信は、以下のサイトをご覧ください 

http://www.bnet.jp/casa/cop/cop.htm 
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