
 

コペンハーゲン通信 7 （2009 年 12 月 18 日、デンマーク） 

 

首脳級会議始まる 

 

写真：サルコジ・フランス大統領、メルケル・ドイツ首相、ルラ・ブラジル大統領、チ

ャベス・ベネズエラ大統領等（IISD より） 

 

各国の首脳がぞくぞくとコペンハーゲンに入ってきています（写真）。 

12 月 17 日夜の晩餐会の後、アメリカ、日本など 26 ヵ国の首脳が集められて、政治宣言

案（コペンハーゲン・ドラフト）を検討したと伝えられています。その政治宣言案はイギ

リスのガーデアン紙のホームページにリークされていますが、これを見ると、2°C目標は

科学的知見を認識するレベルで明確な目標にはなっておらず、ピークアウト（世界全体の

温室効果ガス排出量をピークから削減に向かわせる時期）も明確な期限がなく、2050 年の

長期目標も記載されていないなど、極めて弱い内容になっています。 

一方、条約 AWG と議定書 AWG の下で、各国の閣僚（大臣級）が、条約と議定書の両方の

決定草案を収斂させる作業に追われています。 

以下の 3点が合意に向けた極めて重要な争点となってきています。 

－先進国（とりわけアメリカ）の削減目標とその法的性質 

－途上国の削減行動の測定・報告・検証可能性（MRV） 

－途上国の適応と削減行動のための先進国から途上国への資金援助 

  

＊政治宣言案がリークされているホームページは以下のとおりです。 

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/18/copenhagen-climate-change 
 

資金問題で動き 

資金問題での争点は、資金の短期（2012年まで）及び中期（2020年頃）長期の拠出額、

資金源、そして資金の運用機関です。資金源については、予測可能で、十分な公的資金が

約束されることが途上国の要望であり、また、政府開発援助（ODA）に対して、「新規かつ
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追加的」（new and additional）であることが必要です。また、これらの資金の運用機関

が締約国会合（COP）の下に設置され、COPの指導（ガイダンス）を受けることが途上国の

強い要求です。なかでも2013年以降の途上国の削減行動との関係で、これを支援する中期

的な資金の拠出額が大きな争点になっています。 

12 月 16 日夜 8時 30 分から日本政府が記者会見を開き、鳩山イニシアティブの一環とし

て、2012 年までに総額で 150 億ドル（現在の 1ドル 90 円では約 1兆 3500 億円）の資金支

援をすると発表しました。これは 2007 年 1 月の世界経済フォーラム（ダボス会議）で当時

の福田首相が、2008 年から 2012 年までに概ね 100 億ドル（発表当時為替価格で約 1兆 2500

億円）の資金援助を約束した「クリーン・アース・パートナーシップ」の拠出額を約 1.5

倍にしたものです。今回の鳩山イニシアティブはこの 150 億ドルのうち 110 億ドルは公的

資金だとしています。金額を約 1.5 倍に増額したことは評価できますが、今日 12 月 18 日

に行われた記者会見では、公的資金 110 億ドルのほとんどが ODA であり、「新規かつ追加的」

でないことが明らかになりました。また、無償供与なのか、円借款（貸金）なのかなど、

その内容には不明な部分が多いうえ、中期的な資金供与にはまったく触れておらず、合意

に向けた動きを促進する呼び水としては不十分な提案となっています。 

12 月 17 日午前には、アメリカのヒラリー・クリントン国務長官が会場内で記者会見し、

アメリカは他の国と一緒に 2020 年まで毎年 1000 億ドル（約 9兆円）の資金支援すると発

表し、鳩山首相は日本がこれに応じる可能性を示唆したと報道されています。中期の資金

額を提示したことは、今の交渉の行き詰まり感を変える意味で歓迎されるべきことです。 

 

表 1 先進国の資金約束 

国 短期（2010～2012 年） 中期（2020 年） 

アメリカ 1 100 億ドル 1000 億ドル 

日本 2 
150 億ドル（そのうち公的資金が 110 億ドル）、大半は

ODA 
数値なし 

オランダ 3 1 億ユーロ/年（ODA に追加的） 同上 

EU4 24 億ユーロ/年 

途上国は 2020 年までに 220-500 億

ユーロ/年が必要と認識。コペンハ

ーゲン合意で資金分担の原則が示

されればそれに従う。 

ドイツ 5 4 億 2000 万ユーロ/年 数値なし 

アイルランド 6 最大で 1億ユーロ 同上 

オーストラリア 7 
コモンウェルス首脳会議で決められた 100 億ドル/年

という先進国全体の拠出額のうちの公平な分担額 
同上 

カナダ 8 同上 同上 

ニュージーランド 9 同上 同上 
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表１は、先進国が提示している資金の約束です。短期の資金については数値が示されて

いますが、中期についてはほとんど言及されていません。また、EU、アメリカと日本の短

期資金額を全部足し合わせても、約 354 億ドル（1ドル＝90 円、1ユーロ＝130 円で計算）

にしかなりません。一方で、世界の環境 NGO のネットワークである CAN は途上国の削減行

動や適応に対し、2020 年までに毎年少なくとも 1950 億ドル（約 17 兆 5500 億円）の公的

資金が必要だとしており、先進国の提示額では不十分です。また、アメリカは資金の中身

を明確にしておらず、追加的な資金なのか、どのくらいまでが公的資金なのかなど、中身

を明確にすることが求められています。 

 今日の会議では、EU からの資金拠出が明確にされることが期待されています。信頼を得

るためには、資金規模と同時にその中身が重要であることが理解されなければなりません。 

 

途上国の削減とその透明性 

MRV とは、“measurable, reportable, and verifiable”の略で、計測、報告、検証可能

な排出量測定方法を意味します。 

COP15/CMP5 の最終段階になって、この MRV が重要な争点になってきています。EU は、EU

の削減目標を 30％に引き上げる条件に、アメリカの排出削減計画を明確にすることと、中

国など途上国の MRV の透明性を確保することを要求しています。アメリカも中国が MRV を

受け入れることを強く要求しています。日本の鳩山首相も、今年 9月に発表した中期目標

25％削減の前提条件の１つに、支援資金により実現される途上国の排出削減を MRV に基づ

いてルールをつくることをあげています。 

MRV は、数値目標の達成状況を把握するためには不可欠であり、そもそも条約交渉でも
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める事項ではありません。しかし、途上国の多くは今のところ支援された削減行動を MRV

することには同意しているものの、自発的にやる削減行動についてはそれを検証

（verifiable）することに反対しています。この背景には、2013 年以降に途上国に削減行

動目標が設定されること（途上国の参加）への警戒と、具体化しない十分な資金援助への

不満があります。 

この MRV は、2007 年の COP13・CMP3 で採択されたバリ行動計画に記載されました（COP14・

CMP4 ポズナニ通信 3を参照）。京都議定書を批准していない先進国（アメリカ）は、「数値

化された排出抑制・削減目標を含む、計測可能で、報告可能で、検証可能な削減目標ない

し対策」をとるとされ、途上国についても「計測可能で、報告可能で、検証可能な削減行

動」をとるとされたものです。また、途上国は、途上国の削減行動に対する「先進国によ

る技術、資金、能力構築の支援」も MRV の対象となると解釈しています。 

 2007 年の CO2 排出量実績によると、中国がアメリカを抜いて世界最大の排出国になりま

した。インドやブラジルなどの途上国が排出量を大きく増加させており、早急に途上国の

排出増加のベクトルを減少へ転換させることが不可欠です。COP15 では、先進国から途上

国への資金支援の具体的な金額が提示されており、途上国からの歩み寄りも期待されます。

中国やインドなどの主要な途上国は、自主的な目標ではあるものの、排出抑制目標を相次

いで提示しています（コペンハーゲン通信 1参照）。途上国の取組みを実効的にするために

は、NAMAs を促進させる先進国からの支援の MRV と、そのような支援による NAMAs の削減・

抑制量について透明性を確保するメカニズムを COP 管轄下で創設すべきです。 

 

 2009 年 12 月 18 日 eco 記事より－こうならないようにしたい・・・ 
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会議場の外から 

12 月 17 日のオブザーバーの入場可能人数は 1000 人とされていましたが、300 人に減ら

され、18 日も 300 人が入場しています。日本の NGOs からは気候ネットワーク代表の浅岡

さんが入りました。 

CASA の「コペン通信」執筆メンバーも、会場のベラ・センターには 17 日（木）から入

場できなくなっています。条約事務局のホームページ上では会議の様子を公開しているた

め、終日ホテルに缶詰めでコンピューター画面とにらめっこです。また、入場を許可され

たごく限られた国際 NGO メンバーとの連携を図るため、中央駅近くに会場が設置され、CAN

のミーティングも内部と外部の会議を電話でつなぎながら、場内の最新情報を共有しなが

ら、公平で野心的で法的拘束力のある合意に向けて諦めずに頑張っています。 

文明の利器を駆使しての「参加」となった今回の COP15。しかし交渉を追いかけている

と、最も駆使されるべきは結局「人間の強い意思」しかないのだと、改めて考えさせられ

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） 

      大阪市中央区内本町 2-1-19 内本町松屋ビル 10-470 号室 

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 +45 4124 5444、 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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