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拘束力ある合意求めて１０万人がパレード 

12 月 12 日に、COP15 での野心的な合意を求めて、１０万人の世界の環境 NGO や市民

がコペンハーゲンの街を練り歩きました。CASA も「温暖化防止 COP15 ネットワーク関

西」の代表団の約 90 名のメンバーと一員としてこのパレードに参加し、手作りの白クマ

帽子を被りながら「Stay below 2 ℃!（2℃以下にとどめよ！）」などと書かれた横断幕を

手にして、各国から集まった NGO と、約 6 キロの道のりを行進しました。 
当日は非常に冷え込みましたが、街は COP15 に対する熱い期待と願いに溢れ、デモ行

進の通り道に建つアパートの住人たちは窓から手を振ったり、「350（ppm）」と書かれた

カードを掲げるなど、コペンハーゲン市民からの歓迎ムードも沸きあがっていました。白

クマ帽子を被った CASA と関連メンバーは常に大きな注目を集め、NHK やフランスの雑

誌社など、世界のメディアからも取材を受けました。 

「温暖化防止 COP15 ネットワーク関西」代表団 

 
写真：コペンハーゲン市内をデモ行進す 

る NGO・市民 
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難航する先進国の削減 
COP15 の最大の目玉の一つである先進国全体の排出削減をめぐる議論が難航していま

す。その大きな原因の一つは、次期枠組みに何としても LCA の議論の場と結び付けてア

メリカと中国を巻き込みたい先進国（オーストラリア・日本など）と、京都議定書を現在

の骨格のまま先進国に削減を約束させたい途上国（中国など）の意見が対立しているため

です。そのため、議定書 AWG の削減目標に関するコンタクトグループ会合が１時間遅れ

るのは当たり前、場合によっては 2 時間待った挙句に中止になり、明日に持ち越しという

ケースも目立ってきました。本来ならば先週の時点である程度の合意に達していなければ

ならないものの、既に２日近くの時間が無駄になっています。このような状況が続く中、

ついに我慢できなくなった若者たちが輪になって「何が起きているんだ？何が起きている

んだ？(What’s going on, what’s going on!?)」と歌いだすなど、会場内のフラストレーショ

ンも高まってきています。 
12 月 14 日 9 時 20 分付で配られた交渉の叩き台となるノンペーパーには、議定書第 3

条 1 項に関して、以下の４つのオプションが提示されています（[ ]は併記を意味します）。 
１． 附属書 I国は[2013年～2017年][2013年～2020年]までに[1990年比][X年比]で[30％

～45％][少なくとも X％]を削減する。 
２． 附属書 I 国は 2013 年から[2017 年][2020 年]を約束期間とし、2020 年までに 1990 年

比で 30％の削減と 2050 年までに 1990 年比で 80～95％の削減を達成する。 
３． 附属書 I 国は 2020 年までに 1990 年比で少なくとも 45％の削減を達成するために、

2013 年から 2017 年の間に 1990 年比で 33％を削減する。 
４． （上記の２のオプションが選択された場合）附属書 I 国は 2013 年から 2017 年の間

に 1990 年比で[49％]以上を国内対策で削減する。その場合、途上国のニーズと歴史

的排出責任の原則に乗っ取り、削減割り振りをする。 
 本日（12 月 14 日）夕方 7 時から、改めて先進国全体の排出削減をめぐる議論が再開さ

れる予定ですが、非常に不透明な状況となっています。 
 
ここコペンハーゲンで拘束力のある合意を！ 

 

合意の法的形式について 

今回のCOP15では、合意の法形式が、合意内容や交渉の進め方と相まって、大きな問題に

なっています。基本的には、合意の法形式は合意の内容次第で、締約国が合意すれば基本

的にいかなる法形式をとることも可能であると考えられます。 

今回のコペンハーゲンでの合意の形式については、いくつものパターンが考えられます

が、そのパターンを決める要素は、アメリカと、中国・インドなどの主要な途上国がどの

ような内容に合意するかによります。 

コペンハーゲンで考えられる合意の形式としては、以下のようなものが考えられるよう

に思われます。（これら以外にもいくつものパターンや組合せがあり得ます。） 

① すべての締約国を対象とした一つの新しい議定書。 

② アメリカを含めた先進国の削減目標についての新たな議定書と、途上国の削減行動につ
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いての新たな議定書の二つの議定書。 

③ 京都議定書の改正（主には、削減目標数値が規定されている京都議定書の附属書Ｂの改

正）と、アメリカと主要な途上国についての締約国会議の決定（COP決定）。 

④ 新たな議定書の採択は先送りにして、何時までに、どのような要素を含んだ議定書に合

意するかについての締約国会議の決定（COP決定）。 

 日本政府などの先進国の多くは、次期枠組みはアメリカや中国・インドなどの主要な途

上国を含めた包括的で単一の法的拘束力ある枠組みを目指しているとされ、前記の①の立

場です。これは１トラックと呼ばれます。 

 これに対して、途上国は先進国と同じ枠組みに入ることに強く反発しており、先進国の

削減義務についての京都議定書の改正かアメリカの入った新たな議定書、途上国について

は拘束力を持たない削減行動についての新たな議定書か締約国会議の決定（COP決定）、と

の立場のように思います。これは２トラックと呼ばれます。 

これに対し、コペンハーゲンでは京都議定書の改正もせず、新たな議定書は採択しない

で、「政治的合意」のみをするというのが④です。 

この１トラックか、２トラックかの違いが交渉の進め方についての主張にも現れます。

１トラックの場合、条約 AWG と議定書 AWG とを統合した一つの交渉プロセスで交渉すべき

との主張になり、２トラックの場合は条約 AWG と議定書 AWG と別々に交渉を進めることを

主張することになります。 

 

拘束力？ 

通信1に書いたように、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（法的拘束力）があることを明記（英語では「shall」）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。  

「拘束力ある合意」という場合、法的な義務を負う拘束力の意味での「法的拘束力」と、

政治的な拘束力の意味での「政治的拘束力」の、大きく 2 つの意味で使われているように

思います。 

デンマークのラスムセン首相が進めているとされる「政治的合意」は、後者の政治的な

拘束力をもった「合意」で、形式としては COP 決定での「合意」を考えているのだと思わ

れます。COP 決定には法的拘束力はありませんが、「法的拘束力のある議定書に合意する」

ことを内容とする COP 決定による「政治的合意」は、政治的な拘束力をもった決定と考え

ることができます。 

 

日本政府の交渉ポジション 

通信4で報告したように、日本政府は、条約AWGや議定書AWG、COP の全体総会などで、条

約AWGの議長草案に対し「この草案は特定の合意結果を予断させてしまうもので、単なる議

定書の継続は受け入れられない」、「京都議定書との関係を明示しているパラグラフ（パラ

15）を削らない限り、これをベースに交渉を進めることは反対」だと発言し、議定書AWGの

議長草案に対しても「第二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」と発言しています。 
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こうした発言は、京都議定書の改正議論のみが先行することに強い懸念をもっているか

らだと思います。即ち、今の京都議定書で削減目標を負っている国々だけが新たな削減目

標を負い、アメリカや中国・インドなどの排出量の多い国が義務を免れることは受け入れ

られないと考え、こうした国の出方を見ているのだと思います。 

しかしCOP15も後1週間しかなく、他の国の出方を待っている余裕などはありません。「共

通だが差異ある責任」の原則からしても、日本などの先進国が率先して高い削減目標を約

束し、交渉を前に進めることが必要だと思います。 

日本政府の交渉担当官と話をすると、他の国が高い削減目標を約束しない中で、日本だ

けが高い削減目標を約束することは日本の国益を損ねると主張します。確かに日本だけが

削減しても地球温暖化の進行を防ぐことはできませんが、地球温暖化対策は必ずしなけれ

ばならないことは明らかで、日本が率先して対策をとることが日本の国益に反することに

はならないと思います。むしろ、他の国の出方を待って何もしないことは、明らかに日本

の子どもたちや将来世代に対する背信的な行為であり、大きな意味で国益に反することに

なると思います。 

また、これらの条約 AWG と議定書 AWG の議長草案は、主要な途上国に対して甘く、世界

全体での削減にはならず、地球温暖化の防止には役立たないとも言っています。 

確かに、先進国だけが削減しても地球温暖化の進行は防止できませんが、条約 AWG の議

長草案には、「（途上国を含む）締約国は、2050 年までに、世界全体の温室効果ガス排出量

を、少なくとも 1990 年比で[50％]、[85％]、[95％]削減すべきである」とか、「途上国の

排出量は成り行きよりも[2020 年までにおよそ 15－30％]抑制」するなどの選択肢も入って

おり、十分とは言えないまでも IPCC の知見に沿った内容になっています。途上国の削減行

動については、「自主的な削減行動をすることができる（may）」とされ拘束力は無いとされ

ていますが、一人あたり排出量を考えれば、今の段階で途上国に「法的拘束力」ある削減

行動を課すことは公平とは言えません。 

議長提案には、法的拘束力ある「合意」を何時までにするのかなどが明らかでないなど

の問題はありますが、これを交渉のベースとして交渉を進めることが後１週間しか残って

いない段階では現実的な方法だと思います。 

 

拘束力ある合意を！ 

CASA は、1週目を終わった段階でも、ここコペンハーゲンで法的拘束力のある新たな議

定書の合意の可能性が無くなったとは考えていません。COP15 最終日には、オバマ大統領、

温家宝中国首相、鳩山首相など世界 110 ヵ国の首脳が一堂に会すると言われています。大

統領や首相は、誰に相談しなくても決断する権限をもった人達です。 

各国の首脳が政治的意思を発揮すれば、ここコペンハーゲンで法的拘束力ある合意をす

ることは可能だと思います。 

産業革命以前からの気温上昇を2℃未満に抑えなければ、人類の健全な生存が脅かされる

といわれます。現実の温暖化はIPCCの予測を超えて進行しており、このままでは2040年頃

にも2℃を越える可能性が高くなっています。破局に向けたカウントダウンは始まっており、

一刻の猶予も許されません。 

 

 4



 
日本が今日の化石賞 
 コペンハーゲン会議において、日本が今回初の化石賞 1 位を受賞しました。議定書 AWG
の場で、議長が提示した草案に対し、第 2 約束期間が既にあるかのような想像をさせてし

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たことが理由でした。

日本は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ました。発言の

表現が強かったこともあり、交渉をブロックしているような印象を与える結果となりまし

た。CASA を含む日本の NGO は、このような日本政府の交渉姿勢を変えるため、小沢環

境大臣に対しもっと柔軟に交渉にあたるよう要望する手紙を出しました（通信 4 号を参照）。 
 12 月 11 日は京都議定書の 12 回目の誕生日でした。それにも関わらずその 1 日後に日

本が化石賞を受賞したことは非常に残念なことです。受賞式は盛大に行われ、多くの人だ

かりができました。トロフィーを受け取った日本のユースは、表彰台にて世界各国のカメ

ラに囲まれました。 

 

 
会議場から 

 参加者が 4 万人近くなり、条約事務局は 12 月 15 日から人数制限をすると発表し、各団

体ごとに配布されるセカンダリーバッジを持っていないと会場に入れないことになりまし

た。これでオブザーバーは 7000 人に絞るとしています。100 名を越える登録をしている

CASA に割当られたのは約 5 分の１の 21 枚でした。ところが入場制限はこれで止まらず、

12 月 17 日は 1000 人に、最終日の 12 月 18 日は 90 人しかバッジを与えないと発表しま

した。さすがにマスコミの入場制限はないようですが、12 月 18 日はメディアセンターに

缶詰だと言われているそうです。オバマ大統領や温家宝中国首相が参加する 12 月 18 日は

閑散とした会場で首脳級の交渉が行われることになります。 
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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
/////


