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削減目標値、ノルウェーも上方修正 

日本が 1990 年比で 2020 年までに 25％削減をすると削減目標を更新した動きに続き、

本日（8 日）午後 4 時半から開催されたコンタクトグループにおいて、ノルウェーも

新政権による新しい数値目標を発表しました。これは、昨晩の新政権の宣言の中に盛

り込まれていたものです。ノルウェーのこれまでの目標値は 2020 年に 90 年比 30％削

減でしたが、新政権は 40％削減を掲げるとしています。この発表は、大きく交渉を進

展させるとして参加していた各国代表団や NGO から大きな拍手で歓迎され、難しい交

渉の中で一筋の希望を与える動きとなりました。ただし、この 40％削減は、30％削減

のときのような無条件の数値ではなく、コペンハーゲンにおいて包括的な合意ができ

ることが条件とされています。また、前政権は 3 分の 2 が国内削減であるとしていま

したが、新政権はどれくらい国内の削減であるかは発表しておらず、今後の動向を見

守る必要があります。 

今回の会議で、日本を含む 2 カ国が目標を上方修正したことはコペンハーゲンに向

けた合意の中で途上国との信頼関係を築く、大事な一歩となることが期待されます。 

 

削減手段の議論が先進国の数値目標に与える影響 

議定書のもとの先進国の数値目標の議論では、これまで数値とは別に行われてきた

削減手段（市場メカニズムおよび森林などの吸収）の議論が報告され、これらが各国

の数値目標にどう影響を与えるかという議論が始まりました。 

京都議定書では、市場メカニズムは目標達成に補完的に利用できるとされています。

一方、国内で削減せずに削減分を他国から買ってきて相殺する「オフセット」をどこ

まで認めるかどうか具体的な数値などは決められていません。これについては、オー

ストラリアやニュージーランドなどの先進国が次期枠組みでは制限をつけるべきでは

ないとする一方、ブラジルやミクロネシアなどは半分以上もオフセットだと補完的と

は言えないとして反対しています。中国やインドは、先進書国の削減目標を大きくす

ることが、炭素の価格を強固にするために必要だとしています。 

また、森林などの吸収や排出については、途上国が基準年と比べた炭素の排出／抑

制をカウントしていくという、とてもシンプルなカウント方法（ネット・ネットアプ

ローチ）を提案しました。一方で先進諸国は各国の異なった森林状況を説明し、森林

はそんなにシンプルではなく、状況に応じたカウントが必要であることを匂わせてい

ました。ミクロネシアは、各国が提出した森林などによる排出／吸収データの欠如や、

不確実性の高さをあげ、その上にそれぞれすべて違うカウント・ルールを作っていっ

たいどうするんだと皮肉っていました。京都議定書では、先進国の要望の結果、森林

などの吸収はカウントしても、排出をカウントしなくてもよいという、目標達成に都



合のよいルールになってしまったため、次期枠組みはなんとしても抜け穴のないルー

ルの作成が必要とされています。 

 

次期枠組みで対策を進めるための資金メカニズム 

今週は、月曜日に出てきた交渉テキストを元に議論が続けられています。焦点の一

つは、次期枠組みの資金源と配分・運用するための組織についてです。資金源につい

ては、メキシコ、途上国グループ、小島しょ国連合、後発開発途上国、ノルウェー、

アメリカ、オーストラリア、スイス、アルゼンチンの 9 つの提案がテキストに附属書

として添付されています。資金源の提案については以前から様々な国が提案を出して

いましたが、バンコクでは、アメリカとオーストラリアが新しく意見を提出しました。 

アメリカの提案は、気候変動のための世界基金（Global Fund for Climate）を整

備し、国の状況や支払い能力を考慮しつつ、後発開発途上国以外の途上国からも資金

の貢献を求めるものです。また、手続きを簡素化し、後発開発途上国および脆弱な国

のニーズに早急に応えられるものにすること、資金を提供されるのは低炭素成長戦略

などからの活動であること、異なる支援手法（無償、有償、保険、保証など）を使う

こと、既存の多国間組織を使うことなどが盛り込まれています。オーストラリアの提

案は、COP の方針設定とガイダンスのもとにファシリタティブ・プラットホームを作

り、そこが適応と緩和のキャパシティービルディング戦略、様々な資金源による資金・

技術・キャパシティービルディング支援、低炭素発展戦略と矛盾せず追加的支援によ

って可能になる緩和・適応活動を登録する制度を提案しています。 

これまでの議論の中では、おおよそ公的資金も民間資金も必要なことが共有されて

きていますが、途上国は公的資金が中心の資金源であるべきと主張しているのに対し、

先進国は市場メカニズムなどからの資金の重要性を強調しています。資金の運用組織

についても、途上国は新しい多国間基金を立ち上げ、締約国会合（COP）の権限とガイ

ダンスのもとに運用することを求めていることに対し、先進諸国は、既存の地球環境

ファシリティー（GEF）や世界銀行を利用した基金運用方が効率的であるとしています。

今回のアメリカとオーストラリアの提案は、新しい基金／組織は COP がガイダンスを

与える権限を有するという点で、途上国に配慮した提案であり、アメリカが新しい資

金の必要性を認識し、提案を出したことは一歩前進です。 

一方で、途上国にも資金提供を求めていること、既存の多国間開発銀行の役割やＯ

ＤＡに追加的な資金が先進国から提供されるかどうかは不明確な点があり、特に最初

の点については、途上国が強い懸念を示しています。今後は、必要な資金規模が確保

できるか、適応などを実施する団体が直接資金にアクセスできるか、早急に運用可能

かなど、対策を進めるために重要な点について各国の提案を比較しつつ合意していく

必要があります。 

日本は、鳩山イニシアティブにおいて、ＯＤＡに追加的に資金が提供されること、COP

のもとの資金メカニズムが必要であることなど、評価できる内容を発表していますが、

ここの議論では中身については報告されていません。資金提供の中身は言わずに、主

要排出国の削減を強く求めるこれまでの姿勢は今回の会議では変わっておらず、日本



には一刻も早く資金の提案をテーブルにのせ、途上国との信頼関係を築く役割を果す

ことが期待されています。 

 

ＩＥＡの「2009 年版世界エネルギー見通」の抄録 

 10 月 6 日、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は、コペンハーゲンに向けた特別作業部

会が開催されているバンコクで、「2009 年版世界エネルギー見通」の抄録、「コペンハ

ーゲンの合意に向けてエネルギーセクターは何ができるか」を発表しました。 

この報告は、世界の平均気温の上昇を産業革命前から 2 ℃に抑制するために、温室

効果ガス濃度を 450ppm に安定化するためのシナリオ（450ppm シナリオ）を検討して

います。 

CO2 排出シナリオ 

この報告書では、中国の二酸化炭素（CO2）排出量が 2007 年に米国の排出量を上回

り世界一になったとされています。2007 年の中国の CO2 排出量は 61 億トン（世界の

CO2 排出量の 21％）で、アメリカの 57 億トン（20％）を越えています。3 番目はロシ

アで 16 億トン（5％）、4 番目はインドで 13 億トン（5％）、日本は 5 番目で 12 億トン

（4％）になっています。ちなみにＥＵは全体（27 ヵ国）で 39 億トン（13％）になっ

ています。 

中国は対策をとらない「なり行きシナリオ（Reference Scenario）」では 2020 年に

96 億トンに達し世界の排出量の 28％を占める予想になっています。 

世界全体の 2007 年の CO2 排出量は 288 億トンで、これがなり行きシナリオでは 2020

年には 345 億トンと 20％近く増えると予想されています。 

これを 450ppm シナリオにするには、世界全体の CO2 排出量は 2020 年には 307 億ト

ン、2030 年には 264 億トンにする必要があるとしています。ＩＥＡのこの 450ppm シ

ナリオでは、2020 年頃には化石燃料の需要は減少に転じさせねばならないとしていま

す。 

対策コストの分析 

対策コストについては、450ppm シナリオにするには世界全体で 2010 年～2020 年ま

でに追加コスト 240 兆円が、2020 年から 2030 年に 8100 兆円の合計 1050 兆円が必要

だとし、内訳では交通部門で 470 兆円、ビルディング（業務部門）で 250 兆円、エネ

ルギー転換部門で 170 兆円、産業部門 110 兆円、バイオエネルギーの製造で 40 兆円の

追加的コストが必要だとしていますが、この 2010 年～2020 年のコストは世界の GDP

の 0.5％、2020 年～2030 年のコストは 1.1％に過ぎないとしています。 

また、エネルギーコストの節減は 2010 年～2030 年で 8600 兆円に及び、また 2030

年に硫黄酸化物を 29％、窒素酸化物を 19％、微粒子などを 9％減らし、大気汚染の対

策コストを 2020 年に 4 兆円、2030 年に 10 兆円を減らすとしています。最も削減効果

を得られるのは中国とアメリカだと指摘しています。 

さらに、もし取り組みが１年遅れるごとに、年間 50 兆円づつコストが増えるとも

指摘しています。 

 



対策メニュー 

対策では、省エネで一番多く CO2 削減を見込んでおり、次いで再生可能エネルギー、

原発、炭素貯留固定、バイオマスエネルギー利用となっています。具体的には、2020

年までになり行きシナリオから 384.9 億トン減らす内の、251.7 億トン（65.4％）を

省エネで、68 億トン（17.7％）を再生可能エネルギーで、49.3 億トン（12．8％）を

原発で、10.2 億トン（2.7％）を炭素貯留固定で、5.7 億トン（1.5％）をバイオマス

エネルギー利用によって削減するシナリオになっています。 

 

 

 

    削減量 （MTCO2)  投資額 （$2008/Bllion） 

  2020 2030 2010-20 2020-30 

省エネ 2.517 7.88 1.999 5.586 

最終消費 2.284 7.145 1.933 5.551 

電力 233 735 66 35 

再生可能

エネルギー 
680 2.741 527 2.26 

バイオマス 57 429 27 378 

原発 493 1.38 125 491 

CCS 102 1.41 56 646 

 

再生可能エネルギーについては、2030 年には全エネルギー需要の 3 分の 1 を占める

までに成長するシナリオになっています。 

 



 

国・地域の分析 

この 450ppm シナリオは、個別の国や地域についても分析しており、2020 年までに

1990 年比で、ＥＵは 23％、日本は 10％、アメリカは 3％を削減する想定になっていま

す。これはＥＵ、日本、アメリカの 2020 年削減目標の公表数値を前提にしたもので、

日本については麻生内閣の 8％削減が想定されています。しかし、鳩山内閣では 2020

年目標は 25％削減に変わっており、このＩＥＡの想定はすでに時代遅れ（？）の感が

否めません。 

しかし、この報告書はこれまでどちらかというと温暖化対策に消極的だったＩＥＡ

が、平均気温の上昇を 2℃に抑制するため温室効果ガス濃度を 450ppm に安定化するシ

ナリオを分析したことは注目に値します。 

なお、この報告書は下記でダウンロードすることができます。 

http://www.iea.org/weo/docs/weo2009/climate_change_excerpt.pdf 

 

 

会議場から 

10 月 5 日(月)、約 2000 人が「気候正義のためのアジアの団結」をはじめ世界から参

加し、バンコクの平和公園から特別作業部会の会議場である国連ビルまで、2 時間に

及ぶマーチと演説が行われました。人々は T シャツ、旗、演奏など様々な方法でタイ、

そして世界の人々が COP15 での公平な合意と気候変動解決に向けた行動の必要性を認

識するよう訴えかけました。 

 

http://www.iea.org/weo/docs/weo2009/climate_change_excerpt.pdf
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