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気候変動枠組条約第6回締約国会議(COP6)の概要
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2000年11月13日から11月25日までの2週間、オラ

ンダのハーグにて、国連気候変動枠組条約第6回締

約国会議(COP6、以下同様に省略)及び、第13回補

助機関会合(SBSTAおよびSBI)が開催された。そ

の概要を報告する。

1. 背景

はじめに、気候変動問題に対する国際的取り組

みの経緯について簡単に述べたい(表1)。

気候変動問題の解決に関する国際的取り組みと

しては、現在2つの国際規約が存在する。1つは、

1992年に採択され1994年に発効した気候変動枠組

条約(United Nations Framework Convention on

Climate Change：UNFCCC、以下条約)、2つ目は、

1997年に採択され、まだ発効されていない京都議

定書(Kyoto Protocol、以下議定書)である。前者の

条約では、先進国(正確には先進国とロシアなどの

市場経済移行中の国、合わせて附属書I締約国と呼

ばれる)が温室効果ガス排出量を2000年までに1990

年の水準に戻すことを目指して政策を講じること

が合意された。

条約は努力目標であるうえ、2000年以降の排出

量については何も定めることができなかったため、

1995年のCOP1では、2000年以降の先進国の排出量

について数量目標を設定する議定書を策定するた

めの交渉を開始するという決議が合意された。そ

の後2年間の交渉を経て、1997年12月のCOP3(京都

で開催されたので京都会議とも呼ばれる)で採択さ

れたのが京都議定書である。この議定書では、先

進国は、2008～2012年の5年間、各々決められた量

にまで温室効果ガス排出量を削減・抑制すること

になった。例えば、日本は、2008～2012年の間、

1990年の排出量よりも6％少ない量に排出量を抑え

ることになった。米国と欧州は、同じ期間に7％と

8％それぞれ減らすことになった。

しかし、条約や議定書で定められた規定や制度

を実行に移すためには、詳細なルールを決める必

要があった。また、技術移転など、条約に規定さ

れていながら十分実施が見られていない項目や、

途上国の実質的な参加など、条約にも議定書にも

扱われていない課題も残されていた。このような

検討課題について、1998年11月にアルゼンチンの

ブエノスアイレスで開催されたCOP4では、2年間

かけて以下の6つの項目について合意が得られるよ

う協議を進めるという、ブエノスアイレス行動計

画が採択された：①資金供給メカニズム ②技術開

発・移転 ③条約4条8項、9項(途上国への悪影響)

④共同実施活動(先進国が途上国で排出量抑制事業

表1 気候変動問題に対する国際的取り組みの経緯

年 主な出来事

年 フィラハ(オーストリア)にて専門家による国際会議1985

年 トロント会議(2005年までに1988年より20%削減を勧告)1988

気候変動に関する政府間パネル( )設立IPCC

気候変動枠組条約採択1992年

年 同条約発効1994

年 第１回締約国会議（COP1）ベルリン・マンデート採択1995

年 ジュネーブ(スイス)にて1996 COP2

京都議定書採択1997年           COP3

年 ブエノスアイレス行動計画採択1998 COP4

年 ボン(ドイツ)にて1999 COP5

年 ハーグ(オランダ)にて（今回）2000 COP6
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を行う制度) ⑤議定書のメカニズム(後述) ⑥第1回

議定書締約国会合の準備(遵守制度、政策・措置、

議定書5条、7条、8条など)。今回のCOP6は、ブエ

ノスアイレス行動計画に対して回答を見出すこと

が目的の会議となった。したがって、京都議定書

採択のような華々しさはなかったものの、条約や

議定書を実施する上で不可欠な詳細ルールを決定

する重要な会議として位置付けられた。

2. COP6総括

COP6は、各国政府代表団や産業界、環境保護団

体など合わせて10,000人程が参加する、COP3と同

規模の会議となった。本会合では、ブエノスアイ

レス行動計画で示された議題について成果を出し、

各国の批准に必要な詳細ルールを決定しようとし

たが、国ごとに関心事項が異なり、議論は収束し

なかった。最終日を含む終わりの数日間では、ブ

エノスアイレス行動計画で挙げられていた議題は4

つのグループに整理され、各々主要な争点が洗い

出された。COP6議長であるオランダのプロンク環

境大臣から、調停案としてのプロンク・ペーパー

が出され、会期を一日延長して最終日には夜を徹

して調整が続けられた。しかし、調整は成功せず、

11月25日土曜の夕方、COP6を閉会せず、2001年の

早いうち(5、6月頃に開催する次期SBSTAに合わせ

る可能性が高い)に再開することとなった。

3. 主要な議題とその協議の概要

本稿では、さまざまな検討課題の中でも、とり

わけ注目されたものについて、その交渉の経緯と

争点を紹介する。

(1)京都議定書のメカニズム

メカニズムとは、議定書の中で認められた3つの

制度の総称である。議定書6条では、複数の先進国

間で共同で排出量抑制事業を実施し、それによっ

て達成された排出抑制量を実施国間で分け合う、

いわゆる共同実施が規定されている。12条では、

共同実施を先進国と途上国の間で行うクリーン開

発メカニズム(Clean Development Mechanism：

CDM)、17条では排出量取引がそれぞれ認められ

ている。先進国は、与えられた排出量削減目標を

達成する手段として、国内の排出量を削減するた

めの措置を講じる他に、これらのメカニズムを利

用して、他の国のいわば排出許可枠を獲得できる

ことになったわけである。議定書では、メカニズ

ムの大枠を示しただけで、実施に必要なルールは

今後の課題として残された。特にCDMについては、

2000年からの開始が議定書で認められているため、

それまでに必要最低限のルール作りを終わらせる

必要があり、COP4以降の議題の中でも至急かつ重

要な議題と認識されていた。

主要な争点としては、以下のものがあった。

①排出枠の移転・獲得量の上限設定：排出量削減

は国内での努力を優先すべきで、それでも目標達

成が困難な場合のみ補足的にメカニズムを利用す

るよう、移転・獲得量に上限を設定すべき、とい

う欧州連合(EU)諸国や途上国に対して、米国など

EU以外の先進国(通称アンブレラグループと呼ば

れる)は、取引量は各国の自由にまかせるべきで、

上限を設定する必要はない、としていた。この点

に関しては、具体的上限値は設定しないが、国内

努力の評価は何らかの形で行う方向で妥協が探ら

れたものの、最終的には合意が得られなかった。

②CDMの対象となる事業：いかなるプロジェクトを

CDMの対象とするかに関して、不確実性が少なく

優先的に進められるものだけを一覧表にまとめた

ポジティブリストを作成すべきとするEUと、基本

的には受け入れ国である途上国の判断にまかせる

べきとする途上国やアンブレラグループで意見が

分かれた。また、さらに個別の事業についても以

下のような議論があった。

・吸収源関係のプロジェクト：議定書では、排

出量削減に寄与する事業がCDMの対象とされて

いるが、植林など吸収量増大を目的とした事業

が含まれるか否かは明記されていない。このよ

写真1 COP6会議場にて
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うな事業を対象とすることによって、植林事業

への投資へのインセンティブが増す反面、CDM

によって獲得可能となる排出枠が一気に拡大し

てしまう恐れがあるため、対象とするかどうか、

対象とするならどのように、ということが問題

となる。この点に関し、議長案では、植林や再

植林だけを認める方法が提案されていた。

・原子力発電建設プロジェクト：原子力発電に

ついても受け入れ国の判断に委ねるべきとする

日本や一部の途上国の主張に対して、多くの国

は、気候変動以外の点で問題があるとして反対

した。議長案では、先進国が原子力発電プロジ

ェクトを慎む旨宣言するという、明確な禁止で

はない書き方となっていた。

③CDM事業の資金：議定書には、CDM事業は、現

状に追加的であるべきという規定が盛り込まれて

いるが、「追加的」の解釈をめぐり、「政府開発援

助(ODA)を用いたCDMは、CDM以外のODAが削

られる恐れがあるので認められない」と資金の追

加性を主張する一部途上国と、「ODAの利用によ

ってCDM事業の地理的分布の不均衡が改善される

などの利点があり、ODAを排除すべきでない」と

する日本との間で意見が異なっていたが、議長案

には「現行ODAに対して追加的であるべき」との

文言が盛り込まれた。さらには、先進国の支援な

しに途上国が単独で実施した事業もCDM事業とし

て認められるべきかという点については、途上国

の間でも先進国の間でも意見が分かれた。

④CDM及び共同実施におけるベースラインの設定：

事業の排出抑制効果を算定するためには、「事業な

かりせば」時の排出量を推測し、それと事業を実

施後の実際の排出量との差を取る必要があるが、

この「事業なかりせば」の排出量をベースライン

と呼んでいる。ベースラインの算定方法によって、

CDMや共同実施から生じる排出枠の量が大きく変

わるため、この問題は最重要かつ最も複雑な問題

となっている。一回ずつベースラインを設定すべ

きとするEU諸国と途上国、事業の内容ごとにある

程度のベンチマークを設定すべきとする米国など

意見が分かれているが、COP6ではこのような細か

いところまで議論が及ばなかった。

⑤「利益の一部」の徴収：CDMでは、事業の利益

の一部を徴収して途上国の気候変動影響対策(適応

措置)のための基金とすることが議定書に定められ

ているが、途上国は、CDMだけから徴収して他の

2つのメカニズムからは徴収しないとCDMが割高

となるとして、同様の制度を排出量取引や共同実

施でも実施するよう求めていた。議長案では、先

進国の自主的な気候変動関連の資金供給を増やす

目標が達成できない場合には、他の2つのメカニズ

ムからも利益の一部の徴収を図るという案が出さ

れていた。

⑥CDM制度を管理する組織の構成と権限につき、

途上国と先進国で意見がまとまらなかった。

(2)森林問題

吸収源の取り扱いを巡るアンブレラグループと

EUの対立が、COP6決裂の原因の一つとなった。

実際には、吸収源の関連条項のすべてで立場が対

立していたわけではない。3条3項については、

IPCC定義シナリオ(土地利用変化をベースとする

新規植林、再植林、森林減少)を採用することが、

第1週の早い時期から合意されていた。ただし、こ

の案を認めるにあたって米国は、3条3項で排出を

カウントすることになるので3条4項が必ず必要で

ある旨を強調した。ほとんどすべての交渉は3条4

項(森林管理などの追加的人為的な活動)の算定方

式に関する議論に費やされた。

EUをはじめとする先進国における実質的な排出

削減を最重視する国々は、3条4項の活動の吸収量

を認めると大きな森林を持つ米国などの国におけ

る吸収量が数値目標に比べ過大になってしまうこ

と(スケール)、森林における吸収が一時的なもの

であり、長期的には固定された炭素が再び排出さ

れるリスクが高いこと(パーマネンス)に対する強

い懸念が表明された。このような懸念はあるもの

の、米国、日本、カナダ、オーストラリアにとっ

ては、第1約束期間から3条4項の吸収量を算定する

ことが、議定書の批准のための前提条件となって

おり、3条4項の吸収量を十分に確保することが極

めて重要であるとの政治判断があり、政治的に妥

協できない状況となった。

会議の第1週に、米国は、日本とカナダの提案を

包含する提案を作成し、第2週の初日に、特に重要

と考えられた森林管理の3条4項での算定に関する

基本的な考え方を説明した。図1は、スケールとパ

ーマネンスの問題を考慮して、各国がどれだけの
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インベントリに報告された吸収量を数値目標の達

成のために算定することができるのか(割引率)を

調整するための図である。図中、横軸は各国の吸

収源インベントリに現われる吸収量、縦軸は割引

率を示す。(図中の数字は、はじめは示されておら

ず、3日後に米国のフランク・ロイ国務次官が発表

したものである)左端の区間は、無条件で認められ

る吸収量を表し、この上限は20 Mtという提案が示

された。2番目の区間は、約束期間における吸収見

込量である。第3区間が始まるまでの区間における

吸収量については、吸収量の割引率は3分の2とす

ること、第3区間、すなわち、今後追加的に努力を

して増大させた吸収量については、割引かず吸収

量をフルに算定することを骨子とした内容であっ

た。

この3国提案に関する実質的な議論は、全体会合

の場では進まず、吸収源担当議長(メキシコ)を中

心とする複数国の交渉の場で審議されることとな

った。激しい意見の対立と、議論の応酬を繰り返

した結果、アンブレラグループとEUの基本的な対

立はこの場でも埋まることはなく、その背後で準

備が進められていた議長調停提案が提出された。

議長提案では、第1区間については、3条3項で森林

減少による排出が植林による吸収を上回って、排

出量を報告することとなった国が、そのマイナス

分を埋め合わせするためにのみ使うこと、第2区間、

第3区間については区別がなく、追加的な森林管理

について割引率が85%、そして吸収源活動によっ

てカウントできる総吸収量は基準年の排出量の3%

までに制限(キャッピング)するという案であった。

この案は、日本、米国、カナダ提案のフレームワ

ークを用いているものの、基本的には3条4項によ

る吸収量をキャッピングするという、米国が最も

反対しているアプローチを用いている。

このため、3条4項の吸収量を大きくカウントす

ることが批准の前提条件と考えている米国、カナ

ダ、日本等が強く反発し、またEUもさらに厳しい

割引とキャッピングを主張したため、最終日の早

朝に最終的な交渉は持ち越された。深夜から早朝

にかけての交渉においては、一時合意に近づく場

面もあったが、EUが合意案を持ち帰って審議した

ところ、EU内部における強硬な反対意見があり、

結局交渉は決裂したのであった。

IPCCは2年間かけて議定書における吸収源の取

り扱いに関する科学・技術的な知見をまとめた(土

地利用、土地利用変化、および林業に関する特別

報告書)。実際、IPCCの定義シナリオが3条3項に

おいて合意されたのは、このIPCCにおける検討の

結果のたまものである。しかし、3条4項に関する

交渉は最終的には政治的な議論に持ち込まれた。

(3)遵守問題

議定書では、先進国の排出量に対する数量目標

の他にも、さまざまな規定を設けている。しかし、

ある締約国が、議定書に定められている規定を守

らなかった時にいかなる措置がとられるかについ

ては、COP3までに合意が得られなかったため、議
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図1 京都議定書3条4項で提案された森林管理による段階的アプローチ
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定書18条において、議定書第1回締約国会合で決め

るよう求めている。そのため、同問題については、

ブエノスアイレス行動計画の「第1回議定書締約国

会合の準備」という項目の下で扱われている。

2008～2012年に与えられた数量目標以下に排出

量を抑えられなかった場合に、いかなる措置も科

されないのであれば、わざわざメカニズムを利用

して他国から排出枠を購入する動機は極めて弱ま

る。しかし、措置が厳しすぎると、そのような議

定書を批准する国が減り、そもそも議定書が発効

しなくなってしまう恐れがある。

このような議論の中で、遵守の手続きには2種類

設ける案が多くの国の支持を得た。先進国の排出

量の目標達成に関しては、何らかの効果的な措置

を含めた強制的な手続きを、途上国支援などその

他の義務に関しては、義務達成を促進するための

支援的な手続きをそれぞれ準備するということで

ある。議長案でもこの2本建ての手続きを提案して

いるが、前者に関し、先進国が排出量の目標を達

成できなかった場合の規定については、意見がま

とまっていない。

(4)途上国関連問題

①資金メカニズム

条約および議定書では、途上国における気候変

動関連の支援のための資金供給機関として、地球

環境ファシリティー(GEF)を指定している。しか

し、途上国は、GEFにはさまざまな問題があると

して、気候変動問題のための新たな基金を設立す

るよう求めていた。先進国は従来新たな基金の設

立には慎重であったが、先進国の中でもアンブレ

ラグループは、このような途上国の強い希望に譲

歩し、気候変動関連の追加的な資金供給を認める

提案(2008～2012年の5年で約10億ドル規模)を行っ

た。議長案では、GEFの下に新たに適応基金と条

約基金という2つの窓口を設けることとし、2005年

までに年間10億ドル規模とするとしている。途上

国はこの議長案を歓迎しているが、先進国は「途

上国寄りの案」として慎重な態度を示している。

②条約4条8項、9項の実施

条約の4条8項、9項では、小島嶼国や低地の途上

国など、特に気候変動の悪影響による被害を受け

る国に対して、配慮されることとされている。ま

た同項では、先進国での気候変動対策が、化石燃

料の輸出に国の経済が依存している産油国などに

与える経済的悪影響に対しても考慮する余地を残

している。そのため、途上国の中でもサウジアラ

ビアなどの産油国は、この条項で何らかの進展を

求めていた。先進国は、気候変動の悪影響による

被害に対する配慮は必要としながら、気候変動対

策による経済的悪影響の議論を補償問題として取

り上げることには応じられないとして、適応対策

への資金支援を中心とした議論が進められた。

③技術移転

条約の4条5項では、先進国が途上国に対して気

候変動対策に効果的な技術の移転に努めるよう定

められている。しかし、それが十分に行われてい

ないとして、途上国はこの条項の進展を求めてい

た。特に途上国は、技術移転の早期の実施、技術

移転に対する先進国政府の責任を求めた。これに

対して先進国は、途上国のニーズが不明なことや、

技術の多くは企業が保有しているため、国の政府

があらゆる技術の移転に責任を持つことは困難で

あることなどを主張していた。また、COP6では、

技術移転に関する専門家検討グループの性格、グ

ループの委員の構成等が争点となったが、結論は

出なかった。

4. 今後の予定

議定書が発効するためには、主要先進国の批准

が必要となるが、メカニズムの利用や森林による

吸収量のカウント方法、遵守措置などは、各国が

議定書を批准するかどうかの判断に不可欠な要素

である。そのため、COP6の中断は、批准そして発

効を遅らせることにもなると懸念されている。

議定書が発効しなければ、2008年から2012年ま

での排出量目標も意味を持たなくなるため、発効

が重要であることは言うまでもない。しかし、批

准を急ぐために、各国の種々の要求を総て受け入

れていると、気候変動の抑制という議定書のそも

そもの目的を見失う恐れがある。しばらく時間を

置くことによって、本来の目的に立ち返って議論

し直すことができれば、今回COP6が中断されたこ

とは、必ずしも好ましくないこととはならない。

2000年12月現在、すでに先進国間では再度調整が

試みられており、COP6の評価を下すにはまだしば

らく待たなければならないだろう。
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