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COP15/CMP5  開会 

12 月７日、京都議定書に続く 2013 年以降の枠組み合意するための会議、気候変動枠組条

約第 15 回締約国会議（COP15）と京都議定書第 5 会締約国会合（CMP5）が、デンマークのコ

ペンハーゲンのベラ・センターで開会しました。 

合意までの期間は 2 週間、実質的には 10 日間しか会議日程がありません。世界各国はここ

コペンハーゲンで、危険な温暖化の影響を避けるために、責任のある温室効果ガスの削減、

影響を受ける国への支援、そして対策を前に進めるための資金メカニズムに合意しなければ

なりません。 

今回のコペンハーゲンでの COP15/CMP5 は、これまでの COP や CMP に比べてもとりわけ重要

な会議です。加速する地球温暖化はまさに破局に向かっており、このままでは 2040 年頃には

産業革命以前からの平均気温の上昇が 2℃を越える可能性が高くなっています。今後 5 年か

ら 10 年で世界の排出を削減に向かわせ、地球温暖化を人類の生存に危険を及ぼさないレベル

で温室効果ガスの排出を安定化できるかどうか、即ち人類の未来がかかっています。今回の

COP15/CMP5 で、2020 年（中期）や 2050 年（長期）の抑制・削減目標が合意できないと、間

に合わなくなる可能性があります。今回の COP15/CMP5 の結果に、まさに「人類の未来」がか

かっています。 

今回の会議は、以下の 2 つの会議で 2013 年以降の枠組みが並行して開催されています。 

① 「条約の下での長期的協力の行動のための第 8 回特別作業グループ（AWG LCA 8）」 

② 「京都議定書の下での附属書Ⅰ国の更なる約束に関する第10回特別作業グループ（AWG KP 

10）」 

①は条約の下で、②は議定書の下で 2013 年以降の枠組みをどうするかを議論している会合

です。②の作業グループでは、主に先進国の削減の議論がされてきましたが、アメリカが議

定書を批准していないため、進展が遅れてきました。①ではアメリカや主要な途上国を含め

た削減行動や、適応、資金、技術移転といった 2013 年以降の枠組全体に関する議論がなされ
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ています。 

 

開会プレナリー（総会） 

COP 初日のプレナリー会合では、デンマーク首相、コペンハーゲン市市長、IPCC 議長、条

約事務局長の順でスピーチが行われました。デンマーク首相が「今回の会議では何らかの合

意への達成が重要だ」と述べると、続いてコペンハーゲン市長はコペンハーゲン市は 2025 年

までにカーボン・ニュートラルを目指すとの目標を発表し、“Turn the Copenhagen into the 

Hopenhagen.”（コペンハーゲンで希望に満ちた会議に！）と締めくくりました。パチャウリ

博士は IPCC 第四次評価報告書の科学的知見を紹介し、各国が踏み込んだ合意へ向けて努力す

ることを強調しました。最後に、デブア条約事務局長はハリケーンによって母親と妹と生き

別れてしまった少年の話を出しました。このような悲惨なことが起きている中、先進国はク

リスマスムードいっぱいだということに絡め、今回の会議をクリスマスケーキに例えました。

このケーキをどのように議長がうまく切って、みんなで満足に食べることができるか。各国

のリーダーが来るまで 8 日。それまでにパッケージを出さなければならないと強調しました。 

 

合意の形式は？ 

コペンハーゲンでの合意は法的拘束力ある合意でなければなりません。11 月 2 日からバル

セロナで開催された特別作業グループ（AWG）では、すべての国が「法的な成果（legal 

outcome）」を得ることを主張していました。 

コペンハーゲンでの合意の形式については、アメリカ、オーストラリア、日本などは 1 つ

の新らたな議定書の採択を主張していますが、途上国が抑制・削減義務を負わされることに

警戒し反発しています。 

途上国のなかの南アフリカ、ツバルなどは、京都議定書改正と新たな議定書の採択を主張

し、この提案では、アメリカや途上国は新議定書のもとで法的拘束力のある約束を負うとの

提案をしています。  

また、ブラジル、インドなどは京都議定書改正と締約国会議（COP）の決定を主張し、アメ

リカや途上国は国際的に法的拘束力のない約束をするとの提案をしています。 

一方で、デンマークの首相が新たな議定書を採択するのではなく、「政治的合意」を目指

しているとの報道がなされています。 

国家の権利・義務を定める場合には、条約や議定書といった法的文書の本文に、法的義務

があることを明記し、各国がこれを批准することが必要です。一方、COP 決定やCMP 決定は

法的拘束力がありません。 

報道されているデンマークのラスムーセン首相の「政治的合意」の中身はは今の段階では

はっきりしません。しかし、「法的な成果（legal outcome）」であるためには、少なくとも

法的拘束力ある「議定書」を、何時までに合意するかが明確な「政治的合意」でなければ、

「法的な成果（legal outcome）」とは言えないことは明らかです。 

 

議定書 AWG での議論 

気温上昇を 2 度以内に抑えるためには、2020 年までに先進国全体で 1990 年比 40％削減が必

要です1。しかし今年 11 月の時点では、アメリカを除いた各国の中期目標を足し合わせても
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1 CASA のポジションペーパー参照。CASA も参加する世界の環境 NGO ネットワーク・CAN（キャン）は、温暖化の被



90 年比で 16％～23％（吸収源を含めない）にしかならないことが事務局の計算によって公表

されました2。しかし、それではこのギャップをどう埋めるかという話をしても、先進国は米

国がいない京都議定書のもとではこれ以上議論はできないとし、また、途上国は先進国の目

標の検討を先行させることを強く求めるといった堂々巡りを繰り返してきています。途上国

にある程度の行動を求めるのであれば、まず温暖化の原因を引き起こしてきた先進国が自ら

大幅削減を約束しなければなりません。 

主要先進国の削減に関する交渉ポジションをまとめると、以下のようになっています。 

 日本：鳩山政権によって 90 年比 25％が掲げられましたが、この目標は全ての主要経済国

が参加する公平で実効性ある国際枠組みの合意を前提としています。なお、日本が中期

目標の基準年を 90 年比をとしたことで、未だ 2006 年比を主張するカナダが孤立してい

ます。約束期間に関しては 8 年間の約束期間を希望する一方、この見解で固まったわけ

ではないとしています。 

 EU：90 年比 20％削減（他の先進国が同等の努力をするなら 30 削減）を掲げ、EU 法とし

て法的拘束力を持たせることが決定されています。約束期間に関しては 8 年とすること

を提案しています。なお、EU の中でもイギリスとスウェーデンは中期目標を法律として

制定し、それぞれ2020年までに90年比20％～34％削減、90年比25％削減としています。

その他、ドイツは包括的エネルギー・気候変動プログラムの中で 2020 年までに 90 年比

40％削減に取り組んでいます。 

 ノルウェー：2020 年までに 90 年比 40％削減、2030 年から 2050 年の間にカーボン・ニュ

ートラル（脱炭素化社会）を目指すことを発表しています。 

 オーストラリア：これまで 2000 年比 5％～15％の削減目標を設定していましたが、今年

6 月に 2000 年比 25％削減を表明しました。しかし、この目標達成の軸となる国内の排出

量取引に関する法案が拒否されるなど、難しい状況にあります。 

 カナダ：国内の温室効果ガスが 1990 年比で 30％増加しており、このままでは 2020 年に

は 58％まで増加すると予想されているため、2020 年までに 2006 年比 20％の削減を掲げ

ました。 

 

主な先進国の中期目標 

 

国 中期目標（～2020 年） 
*出典 

長期目標（～2050 年） 

日本 -25%(90 年比) 
*鳩山政権が発表 

－60％～80％（現在比）［2050］ 
*福田ビジョンの時に発表 

EU -20%～30%(90 年比) 
*EU Climate Package 

先進国全体で-80%(90 年比) 

ノルウェー ‐40% (90 年比） 
*首相提案 

カーボン・ニュートラル[2030～2050 年] 
*首相提案 

オーストラリア -25％ (2000 年比) 
*政府公式発表 

‐60%（2000 年比） 
*政府公式発表 

カナダ ‐20%(06 年比)=-3%(90 年比) 
*「Turning the corner 計画」 

‐60～70%（06 年比） 
*「Turning the corner 計画」 

                                                                                                                                                            
害を最小限に抑えるために 40％削減が必要としている。 
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2小島しょ国連合の試算では、アメリカの目標（90 年比で 2％～9％で試算）を含めると 12％～18％（吸収源を含

む）にしかならないとされています。 

http://www.climatechange.gov.au/government/national-targets.aspx
http://www.ec.gc.ca/doc/virage-corner/2008-03/brochure_eng.html?ecoaction_main
http://www.ec.gc.ca/doc/virage-corner/2008-03/brochure_eng.html?ecoaction_main


 

アメリカと途上国の削減－気候変動枠組み条約 AWG での議論 

アメリカは世界第2位の温室効果ガス排出国であるにもかかわらず、前ブッシュ政権は京都

議定書交渉から離脱してしまい、オバマ政権に変わった現在も京都議定書を批准していませ

ん。そのために、アメリカ抜きで先進国の削減を話し合う議定書AWGと、アメリカも参加する

条約AWGの2つの別々のトラックで先進国の削減の議論が進んでいます。 

 

アメリカの削減 

条約の下での条約 AWG での議論では、アメリカが先進国の削減目標の議論を途上国の削減

と一緒に議論することを求めており、それに反対する途上国という構図で、議定書 AWG と同

じような堂々巡りを繰り返してきました。アメリカは、先進国の削減目標も途上国の削減行

動も、同じように測定可能、報告可能、検証可能（MRV）であるべきだと主張しています。 

アメリカ国内では温暖化対策を強化する様々な法案が出されており、アメリカ国内の動向

が注目されています。排出量取引の対象部門で 2020 年までに 05 年比 17％削減3、2030 年ま

でに 05 年比 42％削減、2050 年までに 05 年比 83％（90 年比で 80％削減）を義務付けるワク

スマン・マーキー法案は今年 6 月に下院を通過し、現在上院で審議中です。また、2020 年ま

でに 05 年比 20％（90 年比 7％削減に相当）、2050 年までに 05 年比 83％削減を義務付けるケ

リー・ボクサー法案が 11 月に米上院環境・公共事業委員会で可決されました。ただ、本会議

での採決には、環境委とは別に財政委員会など 5 つの委員会で決議されることが必要で、オ

バマ政権が目標とする年内成立の可能性は低いとみられています。 

このような動きと並行して、オバマ大統領は中期目標を当初の公約だった 2005 年比 14％

削減（1990 年比では横ばい）から 2005 年比 17％削減（1990 年比約 3％削減に相当）へと引

き上げました。しかし、この 90 年比にしてわずか 3％削減という目標を、日本の 25％や EU

の 20～30％目標と如何にギャップを埋めるのかが交渉の一つの焦点となります。 

 

途上国の削減 

危険な地球温暖化の影響を防ぐためには、先進国はもちろんですが、排出を増やしてきて

いる途上国も現行の成り行きの排出量を抑制する必要があります。2 年前に採択された「バ

リ行動計画」の中には、条約のもとの先進国（要するにアメリカ）の削減と同時に「途上国

による適切な削減行動（Nationally Appropriate Mitigation Action：NAMA）」という項目が

設けられました。その削減行動は、計測可能・報告可能・検証可能な方法（measurable, 

reportable, verifiable manner：MRV）」で行われることになっています。もちろん、先進国

と同じように行動を義務付けようというものではありません。しかしそれでも、この「バリ

行動計画」に途上国が合意したということは非常に大きな意義があります。 

もう一つ忘れてはならないのは、この削減行動を進めるために先進国は支援をしなければ

ならないとされている点です。途上国はこの支援も MRV されるべきであると主張しています。 

これまでの議論では、途上国は地球温暖化は先進国が起こした問題であり、まず先進国が

削減を実施すべきであると主張し、自らの削減行動については表明しようとしませんでした。

しかし、コペンハーゲン直前のバルセロナでの作業グループ以降、主要な途上国が続々と自

らの目標を出してきています。なかでも注目されるのは、中国やインドは GDP 当たりの原単
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3 国全体の排出削減目標は 05 年比 20％削減 



位目標なのに対して、南アフリカの抑制目標は総量での抑制目標となっていることです。 

 ブラジル：アマゾン川流域の森林破壊への対策を中心に、全く対策を取らない場合(BAU）

と比べ、90 年比 36%～39%削減を自主目標として出しました。 

 韓国：経済成長に伴い排出量の伸びが著しい韓国は、昨年 8月に「低炭素 ・グリーン成

長」政策を打ち出し、地球温暖化対策ならびに環境技術を推進することを表明しました。

今年 11 月には 05 年比 4%削減(BAU 比では 30％削減に相当)を表明しました。 

 中国：世界第 1位の排出国である中国は、遂に国内総生産(GDP)当たりの二酸化炭素排出

量を 05 年比 40％～45％削減することを決定しました。しかし、あくまで国内目標であり、

国際的な削減義務ではないことも強調しています。 

 インド：05 年比で GDP 当たり 24％削減が可能だとする暫定試算を出したばかりのインド

は、GDP 当たり 20～25％削減を公式に表明しましたが、法的拘束力は持たせないとして

います。 

 シンガポール：去年、エネルギー原単位で 2030 年までに 05 年比 35％の削減を検討して

いましたが、今年に入りこの目標を一段と厳しくし、2020 年までに温室効果ガス総量を

BAU 比で 16％削減するとしました。 

 インドネシア：スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領は、今年 9月に 2020 年までに BAU 比

26％削減すると発言し、国際社会からの支援が得られればこの目標を 41%まで引き上げる

としています。 

 モルディブ：AOSIS として積極的に発言をしてきたモルディブは、再生可能エネルギーへ

の転換を政策の軸に2019年までにカーボン・ニュートラルを目指すことを表明しました。 

 南アフリカ：COP15 直前に、2020 年までに約 34%、25 年までに約 42%削減するとの政府目

標を明らかにしました。 

 

 途上国の抑制目標 

 

国 中期目標（～2020 年）  *表明レベル 

ブラジル 36%～39%削減（90 年比） 
*自主目標（法的拘束力は持たせないとしている） 

韓国 4%削減（05 年比） 
*国務会議にて決定 

中国 40~45%削減（05 年比の GDP 当たりの排出量） 
*国務会議にて決定（ただし、あくまで国内目標であり、国際公約ではないと
している） 

インド 20~25%削減（05 年比の GDP 当たりの排出量） 
*政府表明（ただし、法的拘束力は持たせないとしている） 

シンガポール 16％削減（BAU 比） 
*政府公式表明 

インドネシア 
 

26~41%削減（BAU 比） 
*大統領スピーチ 

モルディブ カーボン・ニュートラル（2019 年までに） 
*政府公式表明 

南アフリカ 34%(BAU 比、2020 年までに) 
42%(BAU 比、2025 年までに) 
*政府公式表明 

 

こうした途上国の動きは、2 年前のバリ行動計画を採択した際と比べても大きく前に踏み
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出すもので歓迎すべきことです。先進国は、これらの途上国の動きに対して自らの削減目標

にどのように反映させようとするのか（あるいはしないのか）が問われています。今回の COP15

では、これらの途上国の抑制目標を考慮しつつ、以下のことが争点になると考えられます。 

①「途上国による適切な削減行動（NAMA）」の実施システム 

②「計測・報告・検証可能な方法（MRV）」のあり方 

CASA も参加する世界の環境 NGO のネットワークである CAN（Climate Action Network:キャ

ン）は、これらの問題に対して総括的に NAMA を促進させる先進国からの MRV な方法での支援

と、そのような支援による NAMA を保証させるメカニズムを COP 管轄下で創設すべきであると

しています。また、NAMA の実施レベルは先進国からの支援のレベルに応じて決定されるべき

ものであるとしています。 

 

その他の条約 AWG での議論 

現在、上記に述べた温室効果ガスの削減・抑制目標の議論を含めて、条約AWGでは次の6つ

の柱について議論が行われてきました。 

１．共通のビジョン  

２．適応 

３．緩和（温室効果ガスの抑制・削減） 

４．資金 

５．技術 

６．キャパシティー・ビルディング（能力向上） 

これまでは、これらの各分野ごとに別々のコンタクトグループと呼ばれる会合が設定され、

交渉文書に基づいて議論が行われてきました。今回の会議では、このようなバラバラの文書

を再度統合した 164 ページの文書が条約事務局のウェブサイトに掲載されていますが、また

各分野ごとに分かれて内容を詰めていくことが議長から伝えられました。。対立する意見が

選択オプションとして記載されているこの文書を 2 週目の閣僚級の会合、最終日の首脳級の

会合に向けて、オプションを減らし、決定可能な分量に縮める必要があります。 

 

NGOs のパフォーマンス 

 

 

 「富める国は気候変動の負債を払え」と訴える南の NGOs(写真は IISD の HP から) 
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会議場から 

会議の行われているベラ・センターは大変広い会議場ですが、初日から参加者で溢れてい

ます。事務局の担当者に聞いたところ、参加登録は 3 万人を遥かに超えたそうです。これま

での最高でも 1 万人を少し超えたくらいでしたので、COP 史上、飛び抜けた参加者数になっ

ています。今回の会議がそれだけ重要なことを示しています。 

今回、CASA は専用のブースを確保できました。ブースのナンバーは「H-038 A」。可愛いシ

ロクマの帽子が注目を集めています。 

 

   

 

 

 

 

 

発行：地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA） 

井口正彦、大久保ゆり、早川光俊、古家明子 

 

現地連絡先：  

   大久保ゆり +45 412 5444、 okubo@casa.bnet.jp 

   早川光俊  +81(0)90 7096 1688、 QYJ06471@nifty.ne.jp 

 

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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