
 

 

コペンハーゲン会議 通信 4 （2009 年 12 月 12 日、デンマーク） 

 

 
溶ける恐竜の化石（コペンハーゲン市内） 
 

 

 

地球のオブジェ（コペンハーゲン市内） 

 

前半 1 週間の進捗を確認する中間総会（プレナリー）の開催 

今日は今会議も半ばに差し掛かったということで、前半１週間の進捗状況を確認するための総

会が開かれました。 

条約 AWG では、最初に議長から、議長草案と現在の進捗状況の説明がありました。途上国グル

ープは、適応策が非常に弱いが、基本的にはこの草案をもとに議論できると発言しました。また、

途上国にとっては議定書が今後も続くことが最も大事なことであると念を押しました。インド、

サウジアラビアはもう一歩踏み込んで発言し、新議定書に合意する前に、第 2約束期間を合意す

べきだと主張していました。アメリカは、中身については色々あるものの、核となる事項につい

てはまとめられていて、よい枠組みができたと思うとして、議長に謝意を表しました。EU・ノル

ウェー・日本は、途上国の削減行動があまりにルーズであると、懸念を表明しました。日本は更

に、この状態だと特定の合意結果を予断させてしまうが、単なる議定書の継続は受け入れられな

いと発言しました。 

議定書 AWG でも同じように議長から進捗状況が報告され、各国が意見を述べました。基本的に

多くの途上国は議長案が議論の土台となるべきと主張し、第 2約束期間においても現行の形で先

進国が法的拘束力のある削減努力を続けていくべきだと主張しました。それに対し、先進国は次

期枠組みに中国やインドを始めとする主要な排出国も入れた法的拘束持たせた枠組みを入れ込も

うとする発言が続きました。スウェーデンは EU を代表して、京都議定書は世界の約三分の一し

かカバーしていないことを指摘し、このギャップを埋めるような合意でなければ 2℃が担保でき

ないと主張しました。また、余剰分の排出枠（AAU）や吸収源（LULUCF）などの次期枠組みへの

1 
 



取り扱いに関しても議論を詰めることを要求しました。 

しかし、最も強く議定書 AWG の議長草案に反対したのは日本です。日本は、議長草案はバラン

スを欠いたものだと指摘し、第 2約束期間が既にあるかのように想像させてしまう今の草案では

議論の土台としては受け入れられないと発言しました。主要な排出国が削減をしなければ、第 2

約束期間はやらないと明言し、「今日の化石賞」の第１位を受賞しました。 

日本の NGO は、こうした交渉姿勢を変え、柔軟性をもって交渉にあたるよう、小澤環境大臣に

手紙をだしました。 

 

 

日本のＮＧＯの小澤環境大臣への手紙 

 

2009 年12 月12 日

環境大臣 

小沢鋭仁 様 

京都議定書を踏まえた合意を 

 

小沢大臣の地球温暖化問題に対する取り組みに、心から敬意を表します。 

ここコペンハーゲンで開かれているCOP15/CMP5 は、第1 週目が終わりに近づき、交渉は山場

を迎えています。ところが昨日から今日にかけての日本政府交渉団の発言が世界の市民社会の失

望を招いております。そして本日、世界の環境NGO から贈られた「本日の化石賞」が、コペンハ

ーゲンに到着された小沢大臣をお迎えする結果になってしまいました。 

昨日以来、日本政府交渉団は、気候変動枠組み条約の特別作業部会（AWG-LCA）と京都議定書

の特別作業部会（AWG-KP）の両方の作業部会、およびCOP の全体総会などの場面において、京都

議定書の改正議論のみが先行することに強い反対を示しました。 

その発言の表現は必要以上に強く、京都議定書の目標の改正という、議定書によって求められ

ている作業自体に反対しているという印象を与える内容でした。 

条約作業部会の議長草案について、京都議定書との関係を明示しているパラグラフを削らない

限り、これをベースに交渉を進めることにも反対するなど、交渉の前進を阻む結果になっていま

す。これでは前政権と違いがなく、25％削減の中期目標を発表して政権交代を印象付けた鳩山政

権の本会議へのリーダーシップに疑問が芽生え始めています。 

京都議定書は、12 年前の12 月11 日に採択されました。AWG-LCA 議長のクタヤール氏は昨日

の会議でそのことに言及し、京都議定書の12 歳の誕生日を祝福しました。世界に誇る古都「京

都」の名前を冠した議定書を生んだ国である日本が、京都議定書を結果的に葬り去ることは、日

本はもちろん世界の市民が落胆し、非難することは避けられません。 

日本がこうした強硬姿勢を続けていくことは、コペンハーゲンでの合意を日本が危うくするこ

とになります。大臣におかれましては、鳩山首相が参加される首脳級会合までに、日本の交渉姿

勢に柔軟性を持たせ、「京都議定書を踏まえたコペンハーゲン合意」を目指して交渉に臨まれま

すよう、心よりお願い申し上げます。 

 

気候ネットワク 

地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA） 

環境エネルギー政策研究所 

FoE Japan 

WWF ジャパン 

Office Ecologist 
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資金は規模だけではない！ 

－「COP の権限の下」に組織が設置されることの重要性－ 

この COP では、途上国への資金問題で注目される争点として、「既存の機関」の活用がありま

す。日本を含めた先進諸国は、効率性などの点から「既存の機関」（地球環境ファシリティー

（GEF）、世界銀行、気候投資基金（CIFs）など）の活用を主張してきました。一方、途上国側は、

議定書の下に設置された適応基金の運用組織を決める議論にも見られたように、GEF などが資金

を運用することに対して強く抵抗しています。それは、これらの既存の組織の実績から見て、必

ずしも途上国にとって資金が使いやすく、効率的とは言えないからです。その結果、議定書の下

に設置された適応基金については、これまでのように GEF を運用機関とはせず、新たに適応基金

理事会を「COP の権限の下」に設置することで途上国と先進国の妥協を図りました。このような

流れの中、2013 年以降の資金メカニズムについても、適応基金理事会のように途上国の意見が

強く反映できるようなガバナンスが必要、というのが途上国側の意見です。一方で、先進諸国は、

新しい組織を設置することが本当に効率がよいと言えるのかについて疑問が払拭されていないよ

うです。 

それでは、既存の組織の方が本当に効率的で素早く資金メカニズムを運用できるのでしょう

か？ 

世界銀行の下につくられた気候変動の影響を回復するための試験的プログラム（PRCR）と適応

基金理事会を比べて見ると、対照的な状況です。PRCR は、2008 年 6 月に設置されたにも関わら

ず、2010 年末までは何も途上国支援のための資金が支出される予定はありません。その一方、

2007 年末の会議で正式に議定書の下に設立された適応基金理事会は、様々な手続きの議論を終

え、既にプロジェクトの呼びかけを行うところです。 

最終的にどのような組織であれ、重要なのは「どのような目的で、資金を運用するのか」とい

う点を途上国の視点も含めて平等に決めるという点です。理事会は、適応基金の運用に関して

GEF や世界銀行ができることとできないことを明らかにして、どのような目的で適応基金が動き、

資金が使われるべきかという運用ガイダンスを出してきました。「COP の権限の下」に置くこと

によって、途上国も含む締約国の視点が平等に入り、透明性が確保されています。結果的に運用

組織が世界銀行や GEF になったとしても、「COP の権限の下」に運用されることが重要なのは、

締約国間の信頼関係を構築するためなのです。 

 

市場メカニズムについて 

京都議定書の第１約束期間では、先進諸国のみに削減目標が義務付けられていますが、これは

国内で努力して削減することが基本とされています。けれども国内での削減では目標に足りない

場合は、「柔軟性メカニズム」という方法が利用できる仕組みになっています。これは、排出量

取引・共同実施（JI:先進国が費用のより安い先進国で削減プロジェクトを実施）・クリーン開発

メカニズム（CDM:先進国が途上国で削減プロジェクトを実施）という 3つの手段から成りますが、

京都議定書第２約束期間以降（2013 年～）の枠組構築の話し合いの中で、この柔軟性メカニズ

ムについても今までの実態を踏まえて、いかに問題点を是正するのかについて話し合われていま

す。 

柔軟性メカニズムについては、以下の 3つの場に分かれて、各関連議題が話し合われています。 

・CMP（京都議定書締約国会合）：柔軟性メカニズムに関する各理事会の年次報告に基づき、

各理事会にガイダンスを与えるための話合い 
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・AWG-KP（京都議定書の将来枠組み）：柔軟性メカニズムに関する是正について話合い 

・AWG-LCA（気候変動枠組条約の将来枠組み）：2013 年以降の柔軟性メカニズムのあり方につ

いて話合い 

今回公開された AWG-KP コンタクトグループの中では、特に以下の要素について大きな注目が

集まっています。 

① CDM の地理的分布：AWG-KP 

柔軟性メカニズムの中でも特に CDM は、途上国における温室効果ガスの削減と持続可能な

開発を両立させるべきものとして、その普及が著しく伸びているものです。CDM プロジェク

ト登録数は 2009 年 12 月現在 1900 件を超え、今後もますます増加すると見込まれています。

しかし、CDM 実施国が特定の国や地域にのみ偏っていることが、今までも大きな問題として

取り上げられて来ました。例えば CDM プロジェクト登録数のうち、中国とインドのみで実に

60％弱を占めているのに対し、アフリカのような地域では 2％もありません。今回の CMP5

でも、多くのアフリカ諸国及び後発開発途上国が、CDM 実施の地理的不均衡を是正する措置

をとるよう、最初の全体会合で声高に叫んでいました。これに対してどのような措置に合意

が至るのか、注目する必要があります。 

② CCS（炭素回収・貯留技術）：AWG-KP 

   CCS とは、CO2 を回収して、地中や海中に貯蔵する技術のことです。これは、恒久的な排

出削減にはつながらないものの、早期に大規模な排出削減を可能にする技術として注目され

ていますが、一方で貯留の永続性や安全性などの面から懸念されています。この技術を CDM

として認めるかについては、ずいぶん以前から話し合われてきました。特に、石油を採掘す

る際に地中深くの油田に炭素を押し込むことにより、溜まっている石油を押し出すことがで

きることから、今回もサウジアラビアを代表とする石油輸出諸国や CCS の技術を持つ日本な

どが、これを認めるよう強く求めています。2008 年の CMP4 では、CDM 理事会に対して CDM

としての適格性を評価するよう求めていました。CDM 理事会は、CCS の CDM としての適格性

に関する長所と短所を織り込んだ報告書を提出しました。今回の CMP5 ではこの報告を受け、

各国の意見をいかにまとめながら結論を出すかが注目されています。 

③ NAMA を CDM にするか：AWG-LCA 

これは、2013 年以降の将来枠組みの議論です。NAMA とは「途上国による適切な削減行動

（Nationally Appropriate Mitigation Action）」の略で、2013 年以降の将来枠組みにおい

て途上国も何らかの削減行動が実施できるようにと考えられたものです。NAMA については、

一体どのようなシステムでどのように実施するのか、NAMA の定義と範囲は何なのかという

ような基本的なことが話し合われている最中ですが、中でも「クレディティング NAMA」と

呼ばれる提案が注目されています。これは、途上国が実施した削減行動が炭素クレジットを

生み出す仕組みです。そういった特性から、クレディティング NAMA を CDM の下で実施して

はどうかという提案もあり、議論の行方が注目されています。 

 CMP5 初日の全体会合では、上記のような議題を抱えつつも、最も注目を浴びたのが中国によ

る意見表明でした。これは、先般申請された中国で実施予定の数件の風力発電 CDM プロジェクト

が CDM 理事会で異議を唱えられたことに対し、中国政府が非常に強い口調で批判したものです。

CDM 理事会の却下理由は、中国政府が CDM プロジェクトから入ってくるクレジット収入を利用し

て故意に買取り固定価格を操作しようとしている、というものでした。これに対し中国政府は、

CDM 理事会の公平性・透明性・整合性を批判し、これを是正していくよう非常に激しい口調で求
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めました。 

 
会議場から－「Survival of the fattest」（「肥者」生存） 

コペンハーゲンの港沿いには、有名な人魚姫の像があります。「世界三大ガッカリ」と言われ

ていますが、鉛色に曇った 12 月のコペンハーゲンの空の下の冷たい海をバックにすると、案外

悲しげな様子が出ていて思わず感傷に浸ってしまいます。 
人魚姫は 15 歳の時、船が難破した人間の王子に恋をし、自分の声と引き換えに海の魔女から

もらった薬を使ってしっぽを人間の足に変えます。しかし、声を失った人魚姫をよそに王子はほ

かの娘と結婚してしまい、悲しみに暮れる人魚姫は泡となって天国に行くという物語です。 
 
そんな悲しい物語の主人公の横に、「Survival of the fattest」という像が立っています。この

像は Jens Glaschiot 作で、痩せこけたアフリカの少年の肩の上に、太った白人女性が秤を持っ

て立っています。貧しく、苦境を強いられている途上国と、独りよがりの天秤（公平さ）を掲げ、

それを搾取する先進国を表しているといいま

す。 
昔、哲学者のハーバート・スペンサーは

「適者生存」(The survival of the fittest)と
いう造語を作りました。存在しつづける努力

をしたものだけが生き残れるのです。努力を

せずにぶくぶく肥えた者が弱き者の上に立ち、

生き残ることが許されるのでしょうか？今後

の交渉を成功させるためにも、先進国は贅肉

を落とす努力をしなければならないでしょう。 
 

 

 

 

 
 

発行：地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA） 

大久保ゆり、根本潤哉、早川光俊、古家明子 

 

現地連絡先：  

大久保 +4１(0)76 525 7902、 okubo@casa.bnet.jp 

   早川 +81(0)9070961688、 QYJ06471@nifty.ne.jp 

 

ボン会合通信、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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