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要旨 

 

・気候変動は、IPCC の予測を超えて進行し、破局へのカウントダウンが始まっている。 

・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。 

・コペンハーゲンで、京都議定書を引き継ぎ、法的拘束力ある合意をすべきである。 

・世界全体の温室効果ガス排出量を、2015 年にはピークから削減に向かわせ、2050 年まで

に 1990 年比で少なくとも 80％以上削減することに合意をすべきである。 

・先進国は、2020 年までに 1990 年比で少なくとも 40％削減することに合意すべきである。 

・途上国も、成り行き（BaU）排出量から、その国の応じた削減行動を約束すべきである。 

・途上国への資金援助は、政府開発援助（ODA）に対して新規で追加的な公的資金で、途上

国がアクセス容易なシステムに合意すべきである。 

・日本政府は、目標の引き上げを検討するとともに、途上国での排出削減や適応策を支援

するための日本の拠出額を明らかにすべきである。 

・世界のリーダーは、次代を担う子どもたちのために。合意に向けたリーダーシップを発

揮すべきである。 
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１．加速する気候変動 

2009 年 11 月 23 日、世界気象機関（WMO）

は、2008 年の大気中の CO2 濃度は 385.2ppm、

メタン濃度は 1797.0ppb に達し、過去最高値

を更新したと発表した。今夏（2009 年 6-8 月）

の世界の海面水温も 16.98℃と、観測記録が

ある過去約 130 年間の中で最高を観測してい

る。アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ山

頂付近の氷河は、このままでは 2022 年から

2033 年の間に完全に消失する可能性がある

とされ、英国や米国、オーストラリアなどの

研究者は対策が講じられなければ、今世紀末

には地球の平均気温が最大 7℃上昇し、南極

の氷床の融解などで海面は最大で 2m 上昇す

る恐れがあるとする報告を発表している。 

気候変動は、2007 年の IPCC 第 4 次報告書

の予測をはるかに超えて進行しており、破局

へのカウントダウンが始まっている。気候変

動問題への対応はまさに待った無しの人類全

体の課題といってよい。 

 

２．2℃未満 

平均気温の上昇幅を産業革命以前から 2℃

未満に抑えなければ、地球規模の回復不可能

な環境破壊により人類の健全な生存が脅かさ

れる可能性がある。「2℃未満」は、今年 7月

の G8 サミットの首脳宣言でも、「工業化以前

の水準からの世界全体の平均気温が 2℃を越

えないようにすべきとする広範な科学的見地

を認識する」とされ、いまや世界の共通の認

識となっている。このラクイラの G8 サミット

は、「世界全体の温室効果ガス排出量を 2050

年までに少なくとも 50％削減するとの目標

を再確認し、先進国全体で、1990 年又はより

最近の複数の年と比して 50 年までに 80％、

又はそれ以上、削減するとの目標を支持する」

ことも確認した。 

IPCC 第 4 次報告書は、産業革命以前からの

全球平均気温の上昇を 2.0～2.4℃に抑制す

るためには、CO2 濃度は 350～400ppm、温室効

果ガス濃度は445～490ppm、2015年までにCO2

排出量をピークとし、2050 年までに 2000 年

比で 50～80％削減することが必要としてい

る。この想定の中で、先進国は 2020 年までに

1990 年比で 25～40％の削減が必要とされ、途

上国も成り行き排出量（BaU）から 15～30％

の排出抑制が必要だとされている。 

 

３．京都議定書を引き継ぎ、法的拘束力

ある合意を！ 

1992 年の気候変動枠組条約により、世界の

国々はそれまでに排出放任から排出規制への

大きな転換を行い、1997 年の京都で先進国は

法的拘束力ある削減目標に合意した。 

コペンハーゲンでの合意も、法的拘束力、

国別の総量数値目標、強力な遵守制度などの

京都議定書の基本的構造を引き継いだ先進国

の削減に合意しなければならない。京都議定
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書から改善すべき点は、削減目標を政治的に

決定するではなく、科学的知見に基づいて決

定することである。 

2007 年のインドネシアのバリで開催され

たCOP13/CMP3は、ここコペンハーゲンで2013

年以降の削減目標について合意することを決

議した。京都議定書の第 1約束期間と第 2約

束期間との隙間（ギャップ）を生じさせない

ためには、ここコペンハーゲンで合意を成立

させなければならない。 

 

４．合意すべき内容は何か 

 CASA がコペンハーゲンで合意すべきと

考える主要な内容は以下の点である。 

① 産業革命以前からの平均気温の上昇

を 2℃未満に抑制すること。そのため

には世界全体の温室効果ガス排出量

を、2015 年までにピークから削減に

向かわせ、2050 年には 1990 年比で少

なくとも 80％以上削減すること。 

② 先進国の削減目標は、法的拘束力、国

別の総量数値目標、強力な遵守制度な

どの京都議定書の基本的な構造を引

き継ぎ、その削減レベルは 2020 年ま

でに1990年比で少なくとも40％削減

すること。この削減目標の主たる部

分は国内対策で行うこと。 

③ 途上国も、成り行き（BaU）排出量か

ら、その国の応じた排出抑制の削減

行動を行うこと。そのためには、先

進国が途上国の削減行動への資金的、

技術的支援をすることが必要である。 

④ 既に顕在化し、今後ますます深刻化

する気候変動の悪影響に対する適応

については、脆弱な人々と小島しょ

国(SIDS)や後発開発途上国（LDCs）

を優先して支援し、コミュニティー

に基づいた環境や生態系を重視した

対策を進め、参加型で透明性が確保

された適応枠組みに合意すること。 

これまで先進国が公表している削減目標

を積み上げても、1990 年比で 12％～18％削

減にしかならない。「共通だが差異ある責

任」原則からしても、途上国の出方を待つ

のではなく、先進国がより野心的な目標を

目指す具体的な行動が必要である。 

また、途上国が削減行動をとるためには、

予測可能で、信頼性があり、継続的で、十

分な資金を確保できるシステムの合意が鍵

である。この資金メカニズムは、政府開発

援助（ODA）に対して新規で追加的な公的資

金が含まれること、途上国がアクセス容易

なシステムでなければならない。 

 

５．日本政府に期待されること 

8月末の政権交代後、日本が1990年比25％

削減の中期目標を公表し、あらゆる政策を総

動員して実現を目指すとしたことは、世界の
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喝采を浴びた。しかし、この25％削減はすべ

ての主要国が参加した目標合意が前提とさ

れている。日本政府はこうした前提条件など

つけずに、25％削減を断固として実行する意

思を示すべきである。また、25％削減を国内

での対策で達成するための、具体的な政策と

措置を明らかにすることが必要である。  

革新的なメカニズムにより途上国への資

金支援をするとする「鳩山イニシアチブ」に

も大きな期待が寄せられた。しかし、バルセ

ロナでの特別作業グループ（AWG）で提案さ

れた「鳩山イニシアチブ」は、論点となって

いる①資金の規模、②資金源、③運営機関の

いずれについても、途上国の期待と懸念に応

えていなかった。 

途上国の削減行動と適応のためには、年間

5000億ドル近い費用がかかると試算されて

いる。こうした資金は先進国の公的資金の上

に、民間資金やクリーン開発メカニズム

（CDM）だけでなく、排出枠の国際的移転に

対する課徴金、排出枠のオークション、トー

ビン税（国際連帯税）などの革新的手法が検

討されなければならない。 

日本政府に期待されていることは、日本の

更なる中期目標の検討、2013年以降に締約国

の権限に基づいて設立される資金メカニズ

ムの中での日本の拠出額について明らかに

することである。 

 

 

６. 世界のリーダーは合意に向けたリ

ーダーシップを 

コペンハーゲンには、アメリカのオバマ

大統領を始め、日本の鳩山首相、中国の温

家宝首相など、100 ヵ国近い世界の首脳が

参加すると報道されている。 

オバマ大統領に与えられたノーベル平和

賞は、核兵器の廃絶と気候変動問題への貢

献を期待して与えられたものであり、オバ

マ大統領自身、このノーベル平和賞をすべ

ての国の人々への希望を代表して、「行動へ

の呼びかけとして受け入れる」としている。

いま、「すべての国の人々」が希望している

ことは、核兵器の廃絶とともに、人類の健

全な生存を脅かそうとしている気候変動の

防止であることは明らかである。 

いまこそ、オバマ大統領を始め世界のリ

ーダーは、次代を担う世界の子どもたちの

ために、そのリーダーシップを発揮すべき

時である。 

 

 

現地連絡先 

早川光俊 TEL +81 90 7096 1688 

     Email: QYJ06471@nifty.ne.jp 

 大久保ゆり TEL ＋41 76 525 7902 

           Email: yokubo@casa.bnet.jp 

 

 


