
資料 マラケシュ合意で残された課題とその取り扱い 

 
 
●京都メカニズム 
残された課題 策定スケジュール 備考 
CDM 理事会が以下の課題について作業計画

を作成（決定 17/CP.7, para. 6） 
COP8（2002 年まで）  

（1）手続規則の作成と合意、COP への勧告

と COP による決定 
  

（2）暫定的な運営機関の信任と指定  COP8 で、運営機

関を指定 
（3）小規模 CDM 事業活動に関する簡素手

続の策定と勧告（決定 17/CP.7, para. 6（d）） 
COP8 に勧告  

（4）付表 C（ベースラインとモニタリング

方法に関する指針決定の条件）を含む、関連

事項に関する勧告の作成（決定 17/CP.7, 
para. 6（e）） 

COP8 が検討  

（5）方法上および科学上の問題に関する

SBSTA との協力に関する方法の確認 
  

第一約束期間において CDM に新規植林、再

植林事業活動を含めるための定義と方法の

策定（決定 17/CP.7, paras. 10-11, 決定

11/CP.7, para. 2（d）（e）） 

1. 2002 年 2 月 1 日までに締約国

がワークショップの実施につい

て意見を提出、作業の条件とアジ

ェンダに関する意見を表明 
2. SBSTA16 前にワークショップ

を実施 
3. SBSTA16 で作業の条件とアジ

ェンダを策定 
4. COP9 で決定、COP/MOP1 に

勧告 

 

（JI、ET については残された課題なし）   
 
●LULUCF（森林等吸収源） 
残された課題 策定スケジュール 備考 
直接的かつ人為的な植生の劣化・荒廃、植生

の消失活動から生じる人為的温室効果ガス

の勘定のための方法の採択と、これらの活動

が第一約束期間に含められるべきかどうか

について決定（決定 11/CP.7, para. 2（a）） 

1. IPCC による方法に関する作業

の完了後、SBSTA が検討。IPCC
の作業結果を COP9 で検討、採択 
2. C OP10 が COP/MOP1 に勧告 

 

第二約束期間以降についての多様な生態系

に応じた共通の定義（かかる定義の利用が可

能かどうか）（決定 11/CP.7, para. 2（b）） 

1. SBSTA が検討 
2. COP10 が COP/MOP1 に勧告 

 

木材製品の取り扱い（決定 11/CP.7, para. 4） 将来 COP が決定（時期は特定さ

れず） 
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●報告・審査手続（5 条、7 条、8 条） 
残された課題 策定スケジュール 備考 
調整の方法に関する技術ガイダンス（5 条 2
項の附属書）（決定 21/CP.7, paras. 2-3） 

1. SBSTA16 前に 1 回、後に 1 回

以上ワークショップを開催。最初

のワークショップで、草案を作成 
2. 締約国の意見を SBSTA16 で

検討 
3. COP9 で検討し COP/MOP1 に

勧告、COP/MOP1 で採択 

 

LULUCF からの人為的排出および除去の推

計のための調整の方法に関する技術ガイダ

ンス（5 条 2 項の附属書）（決定 21/CP.7, 
para. 4） 

IPCC の LULUCF に関するグッ

ド・ガイダンスの作業の完了後直

ちに検討し COP10 に勧告。それ

に続く COP/MOP で採択 

 

3 条 3 項、3 条 4 項のもとでの活動からの温

室効果ガスの排出と除去に関する情報の提

出の不履行の場合の基準の作成（決定

22/CP.7, para. 2） 

1. IPCC の LULUCF に関するグ

ッド・ガイダンスの作業完了後、

SBSTA が作成。できるだけ速や

かに、COP/MOP に勧告 
2. COP/MOP が採択 
＊期限は明記されず 

 

決定 22/CP.7 の付表の定める割当量に関す

る情報にかかわるセクションの策定（決定

22/CP.7, para. 3） 

1. SBSTA16 で作成、COP8 に勧

告 
2. COP/MOP1 で採択 

 

決定 22/CP.7 の付表の定める国家登録簿に

関する情報にかかわるセクションの策定（決

定 22/CP.7, para. 3） 

1. SBSTA16 で作成、COP8 に勧

告 
2. COP/MOP1 で採択 

 

上記 2 つの情報の提出と評価の方法（決定

22/CP.7, para. 5） 
1. SBSTA16 で検討、COP8 に勧

告 
2. COP8 で採択 

 

ERT の参加に必要な専門家の能力を確保す

るために必要とされる訓練、訓練後の評価、

その他の方法の内容（決定 23/CP.7, paras. 
2-3） 

1. 2002 年 9 月 15 日までに、締約

国が意見提出。事務局が意見をま

とめた文書を作成 
2. SBSTA17 で策定、COP8 に送

付 
3. COP/MOP1 で採択 

 

リード・レビュアーの権限事項（決定

23/CP.7, paras. 4-6） 
1. 2002 年 7 月 1 日までに、締約

国が意見提出 
2. SBSTA17 での検討のために、

事務局がオプションをまとめた

文書を作成 
3. SBSTA17 で策定、COP8 に送

付 
4. COP/MOP1 で採択 

 

審査活動の間の秘密データの取り扱いに関

するオプション（決定 23/CP.7, paras. 7-9） 
1. SBSTA16 での検討のために、

事務局が、他の国際条約機関、国

際機構の実践の分析文書を作成 
2. 2002 年 8 月 1 日までに、締約

国が意見提出 
3. SBSTA17 で策定、COP8 に送

付 
4. COP/MOP1 で採択 
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8 条のもとでの審査に関する指針の Part
Ⅲ：割当量に関する情報の審査と PartⅣ：

国家登録簿の審査の部分の策定（決定

23/CP.7, para. 13） 

1. SBSTA16 で作成、COP8 に送

付 
2. COP/MOP1 で採択 

 

メカニズムを利用する参加資格の回復に関

する情報の審査のための手続、タイミング、

報告（決定 23/CP.7, paras. 10, 12-13） 

1. 2002 年 3 月 15 日までに、締約

国が意見を提出 
2. SBSTA16 で策定、COP8 に送

付 
3. COP/MOP1 で採択 

 

 
●7 条 4 項の勘定方法 
残された課題 策定スケジュール 備考 
正確で透明性が高く効率的な国家登録簿間

のデータ交換、CDM 登録簿および取引記録

を確保するための技術基準の作成（決定

19/CP.7, para. 1） 

1. SBSTA16 と 17 で検討 
2. COP8 に勧告、COP/MOP1 で

採択 

左記の技術基準を

考慮した、事務局

による取引記録の

作成・設置（遅く

とも COP/MOP2
ま で に ）（ 決 定

17/CP.7, para. 2） 
 
●遵守手続 
残された課題 策定スケジュール 備考 
遵守手続・メカニズムの採択（決定 24/CP.7） COP/MOP1 で採択 手続の法的形式の

決 定 を 専 ら

COP/MOP が行う 
 
●途上国問題 
残された課題 策定スケジュール 備考 
技術移転専門家グループの作業と権限事項

の見直し（決定 4/CP.7, para. 2） 
COP12 で見直し グ ル ー プ は 、

COP7 で設置 
気候変動から生ずる発展途上国の特有のニ

ーズと懸念に応えるための保険関連措置の

実施（決定 5/CP.7, paras. 9-10, 34-35） 

1. COP8の前に 2つのワークショ

ップ（まず、気候変動と異常気象

の文脈での保険とリスク評価の

ワークショップ、次いで、途上国

特有のニーズと懸念に応えるた

めの保険関連措置のワークショ

ップ）を企画、その結果を COP8
に報告 
2. SBSTA が活動の審査を行い、

COP8 へ勧告 
3. COP8 で検討 

 

気候変動の悪影響と個別の締約国に及ぶ実

施された対応措置の影響を評価するモデル

活動の現状に関するワークショップの開催

（決定 5/CP.7, para. 33） 

1. COP8 前に開催 
2. 結果を COP8 に報告 

 

他の多数国間環境条約との共同作用と共同

行動に関するワークショップの開催（決定

5/CP.7, para. 36） 

1. COP9 の前に開催 
2. COP9 に結果を報告 

 

経済多様化に関する非附属書Ⅰ国のニーズ

とオプション、附属書Ⅱ国によるこれらのニ

ーズに対処する計画への支援に関するワー

クショップの開催（決定 5/CP.7, para. 37） 

1. COP9 の前に開催 
2. COP9 に結果を報告 

 

京都議定書の運用ルール －ボン合意・マラケシュ合意の分析－（最終報告） 
～CASA ペーパー（2002 年 3 月）～ 

77



LDC 基金の運営に関する GEF への指導（決

定 27/CP.7, para. 3） 
1. COP8 でさらなる指導の検討

と採択 
COP7 で最初の指

導を採択（決定

27/CP.7, para. 1） 
国家適応行動計画の作成に関する指針（決定

28/CP.7, paras. 2-3） 
1. 2002年 7月 15日までに締約国

が意見提出 
2. SBI 17 で検討 
3. COP8 で指針を見直し、必要な

場合改正 

COP7 で採択（決

定 28/CP.7, para. 
1） 

 
 
＜その他の検討事項＞ 
●LULUCF に関する IPCC の作業 
残された課題 策定スケジュール 備考 
LULUCF 事業活動から生じる、炭素ストッ

クの変化と、人為的温室効果ガスの発生源に

よる排出量と吸収源による除去量を推計、測

定、監視、報告する方法（決定 11/CP.7, para. 
3（a）） 

1. IPCC による策定、COP9 への

提出 
2. COP9 での検討と採択 

 

LULUCF 部門における、炭素ストックの純

変化と、人為的温室効果ガスの発生源による

排出量と吸収源による除去量の測定、推計、

不確実性の評価、モニタリングおよび報告に

関するグッド・プラクティスならびに不確実

性管理に関する報告書の作成（決定 11/CP.7, 
para. 3（b）） 

1. IPCC による作成、COP9 への

提出 
2. COP9 での検討と採択 

 

間接的な人為的および自然の影響に起因す

る、炭素ストックの変化ならびに温室効果ガ

スの発生源による排出量および吸収源によ

る除去量と、森林に関する過去の慣行に起因

する影響から、直接的人為的な炭素ストック

と温室効果ガスの発生源による排出量およ

び吸収源による除去量の変化を分離する実

行可能な方法の作成（決定 11/CP.7, paras. 2
（c）, 3（d）） 

1. IPCC による作成、COP10 に提

出 
2. SBSTA が、第二約束期間前に、

3 条 4 項の勘定方法、規則および

指針の見直しに組み入れる 

 

 
●国別報告書に関する事項 
残された課題 策定スケジュール 備考 
非附属書Ⅰ国の国別報告書に関する専門家

諮問グループ（決定 31/CP.7, para. 6） 
COP8 で、グループの権限と条件

を見直し 
COP7 で設置（決

定 31/CP.7, para. 
1） 

非附属書Ⅰ国からの国別報告書の作成に関

する指針の見直し（決定 32/CP.7, paras. 
2-3） 

1. 2002 年 8 月 5 日までに指針案

について、締約国が意見提出 
2. SB17 で検討 

 

附属書Ⅰ国からの国別報告書と年次目録、審

査の指針の改正（決定 34/CP.7, para. 1） 
1. SBSTA16 で検討、COP8 に送

付 
2. COP8 で採択 
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【付記】 
 
この「京都議定書の運用ルール －ボン合意・マラケシュ合意の分析（最終報告）－」は、

地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA）が作成したものであるが、途上国問題

については松本泰子氏（東京理科大学諏訪短期大学経営情報学科）、京都メカニズムについ

ては大島堅一氏（立命館大学国際関係学部）・坂田裕輔氏（鹿児島大学法文学部）・林宰司

氏（京都大学大学院経済学研究科。2002年４月より、高崎経済大学経済学部）・上園昌武氏

（島根大学法文学部）、報告・審査手続、遵守手続については高村ゆかり氏（静岡大学人文

学部）の協力を得ている。とりわけ、「途上国問題」「京都議定書のもとでの遵守手続・メ

カニズム」「京都議定書のもとでの報告・審査手続」に関する本項目の評価は、それぞれ、

松本泰子「京都議定書における途上国に関連する問題について」、高村ゆかり「京都議定書

のもとでの遵守手続・メカニズム」「京都議定書のもとでの報告・審査手続」（いずれも『京

都議定書の国際制度 －地球温暖化交渉の到達点－』（信山社、2002年3月刊行予定）所収）

に大きく依拠するものである。記して謝意を表するものである。 
 

2002年3月 
地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA）専務理事 早川光俊 

 


