
2001年10月29日から11月9日までの2週間、モロ

ッコのマラケシュにて、国連気候変動枠組条約第7

回締約国会議(COP7、以下同様に省略)及び、第15

回補助機関会合が開催された。その概要を報告す

る。

1. 背景：気候変動問題に対する国際的取り組みの

経緯 (表1)

気候変動問題に関しては現在までに二つの国際

法が存在する。一つは、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)、二つ目は、1997年に採択され、まだ発

効し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決められた。同条約で

は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、議定書で、先進国が2008～

2012年(第1約束期間)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。米国と欧州はそれぞれ同じ期間

に7％、8％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

を実行に移すには、詳細なルールを決める必要が

あった。特に議定書に関しては、それが発効する

には主要国が批准する必要があり、国が批准する

ためには同議定書に規定された内容がより明確で

なければならなかった。そこで、翌1998年のCOP4

では、それらの検討事項について2年後のCOP6で

合意できるよう、新たな行動計画を了承した

(COP4開催地名にちなみブエノスアイレス行動計

画と呼ばれる)。しかし、検討事項が詳細かつ多岐

に渡っていたために2000年のCOP6では合意に至ら
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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 

1985年 

1988年 

 

1992年 

1994年 

1995年 

1996年 

1997年 

1998年 

1999年 

2000年 

2001年 

 

2002年 

 

フィラハ（オーストリア）にて専門家による国際会議 

トロント会議（2005年までに1988年より20%削減を勧告） 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）設立 

気候変動枠組条約採択（先進国は2000年までに1990年レベルに戻す） 

条約発効 

第１回締約国会議（COP1）ベルリン・マンデート採択 

COP2 

COP3 京都議定書採択 

COP4 ブエノスアイレス行動計画採択 

COP5 

COP6 ハーグにて合意できず 

COP6再開会合 ボン合意 

COP7 マラケシュ合意、マラケシュ宣言 

ヨハネスブルグにて世界持続可能性サミット（予定） 

COP8 インドが招聘を計画中（未定） 

 



ず、COP6を翌年に延期することにした。そして、

2001年の7月にCOP6を再開し、そこでボン合意と

いう文書に到達した。

このボン合意は、各国の大臣が基本的な考え方

に合意したことを示した簡単なものだったため、

その一字一句がそのまま国際法として機能する文

体とはなっていなかった。今回のCOP7は、ボン合

意を正式な法的文書に修正して、ブエノスアイレ

ス行動計画を正式に終了することが目的であった。

しかし、ボン合意で一旦合意された内容を修正し

ようとする国の出現、合意文の解釈を巡る対立、

ボンで詰めることができなかった詳細規定。COP7

も決して簡単な協議とはならなかった。

2. COP7総括

COP7は、COP6再開会合で合意されたボン合意

の法文書化が主な目的であった。最終日(正確には

その翌朝)に達成されたマラケシュ合意(Marrakesh

Accords)には、議定書の批准に最低限度必要なル

ールを定めており、COP7に与えられた目的がどう

にか達成できたという評価が一般的であろう。

2001年3月に米国が京都議定書離脱を表明し、7

月のCOP6再開会合では世界が米国の復帰を待たず

に動き出した延長上に今回のCOP7が位置づけられ

るが、世界最大の排出国である米国を放ったまま

議定書の批准・発効手続きに向けた活動が開始し

たことに対しては賛否両論が聞かれる。また、マ

ラケシュ合意が各国の主張への妥協を重ねた結果、

議定書採択時よりも生ぬるいものになってしまっ

たという批判もある。しかし、地球環境問題への

取り組みという一種の国際交渉の中で、重要なこ

とはとりあえず動いてみることであり、その動き

が小さなものであっても、動くことにより、時間

をかけてより大きなものへ発展させる可能性が生

まれる。今回の合意だけで気候変動問題を解決す

ることはできないが、解決に向けた本格的な体制

作りが始まったと言えよう。

主要な議題とその協議の概要：ぽかぽか王国の場合

私は、ぽかぽか王国の王様じゃ。気候変動は非

常に深刻で、このままではぽかぽか王国はどんど

ん暑くなってしまい、あっちっち国と改名しなけ

ればならなくなる。気候変動を緩和するために作

られたのが議定書ということじゃが、議定書やら

先日のCOP7で決まったマラケシュ合意は、わが国

にとってどういう意味を持つのじゃろうか。

(1)京都メカニズム

議定書では、自国内の対策だけで排出削減目標

が達成できない場合、排出量取引、共同実施、ク

リーン開発メカニズム(CDM)という3種の制度に

よって、国外から排出枠を購入する制度が認めら

れている。しかし、この制度は、国内の排出削減

対策のいわば代替となるものだから、利用方法に

はいくつもの詳しいルールが決められた。

①参加資格：誰でも京都メカニズムを利用できる

わけではない。例えば、

・排出・吸収量推計の国内制度や国別登録簿など

の整備ができていなければ参加できない。つまり、

自国の排出量や吸収量、国内企業などに参加を認

める場合には、誰がいくつの排出枠を持っている

かといった情報をこのワシが常時把握できる制度

が整備されていなければ、国や国内の企業は参加

できないということじゃ。

・不遵守規定を受け入れることは、明示的には条

件から外された。つまり、2012年に目標を達成で

きなかった時には罰則を受け入れると宣言するこ

とが参加資格とされるべきという主張があったの

じゃが、問題は、その肝心の罰則が今後どうなる

か分からないのだ。それが不安で日本という国は

強く反対し、最終的にはそれが了解されておった。

②参加中のルール

・約束期間留保を維持すること。排出枠の売りす

ぎを防止するために、メカニズムに参加する国は

初期割当量の90％または直近の排出実績量の小さ

い方の排出量を留保しなければならないことにな

った。約束期間留保の水準が未達であると確認さ

れ事務局から指摘された場合は、30日以内に排出

量取引などでその水準の回復を行わなければなら

ないことになった。

・排出枠の種類をはっきりさせること。同じ1単位

の排出枠でも、AAU(初期割当量)、ERU(共同実

施で獲得した削減量)、CER(CDMで獲得した削減

量)、RMU(吸収源を拡大することで獲得した吸収
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量)と分けて扱うことになった。途上国はCERを排

出量取引市場で転売することに反対しておったが、

それは転売可能となった。ただし、国が、保有排

出枠の総計以下に実際の排出量を抑えられた場合、

AAUは無制限で次の約束期間に繰越せるが、ERU

やCERは限定的、RMUは繰越し不可能となった。

理念は分かるが、実際にはどうやってケムリと排

出枠を付け合わせるのじゃろうか。難しいのう…

③その他

・CDM理事会の発足：CDM理事会のメンバーが確

定し、CDMがようやく動き出しそうじゃ。昔始め

たプロジェクトであっても、条件が合えば2000年

以降の分は認められることになった。

(2)遵守措置

議定書には、いろいろな義務が書かれているが、

それを達成できなかった時の措置が書かれていな

い。また、法的拘束力を伴う帰結を決定する場合

には議定書改正が必要とされている。そこで、今

会合では、遵守措置、不遵守措置に係る手続きに

加え、将来議定書改正が必要となった場合にそれ

を受け入れた国と受け入れなかった国の扱いなど、

他の議題との重複部分に関心が集まった。

①各約束期間末に、当該国が目標達成に失敗した

場合には、次期約束期間の初期割当量から未達成

分の1.3倍が控除される。また、｢遵守行動計画｣を

提出しなければならない。さらには、次期約束期

間においては、排出量の移転が禁止されることに

なった。

②遵守制度に法的拘束力を持たせるかどうかは、

議定書発効後の第1回締約国会合(COP/moP1)で決

定されることとなった。途上国などは、

先進国が目標を守らなかった場合には罰

金を、とも主張している。この議題はこ

れからもまだ続きそうじゃ。

(3)森林問題

議定書では、1990年以降の植林など限

定された活動しか吸収量を認めていない

が、土地利用変化などに関するその他の

活動も認めてほしいという国が増えてき

た。そこで、前回のボン合意では、森林

保全活動などで吸収量を増やした場合に

認められる最大量を各国ごとに決めた。

今会合では、ロシアが、その時に出した数字が間

違いだったので17.6百万トンではなく33.0百万トン

にしてほしいと言いだした。うちも少し認めても

らっていることだし、ロシアにも認めてあげたの

じゃ。

問題なのは、上限値が決まっても、肝心の吸収

源の計測に関する技術的事項がまだこれから話し

合われることじゃ。計測方法によっては、せっか

く認めてもらった上限値に達しない可能性も十分

ある。COP9までに話し合うこととなったので、こ

れからがまた勝負じゃ。

(4)途上国の参加

我々のような先進国が気候変動問題により多く

の責任を持っており、まず先に対策を取らなけれ

ばならないのは同意する。しかし、今後、排出量

が急速に増える途上国も、何らかの形で対策をと

るべきだろう。このような途上国に対する議題に

関しては、いくつかの決定が採択されたようじゃ。

①3つの基金(適応基金、気候変動特別基金、最貧

途上国基金)の設立に関して、ボン合意をほぼその

まま踏襲した決定文が採択された。これからは、

気候変動問題だけを対象とした基金が途上国を支

援することになる。

②技術移転の専門家グループの設置が決められた。

多くの途上国では、自国にどのような技術が必要

とされているのか、あるいは、世界にどのような

技術が存在しているのか、といったことに関して

十分な情報を持ち合わせていない。このような問

題に取り組んでいくのがこのグループの役目じゃ。

③特に米国が強く望んでいた途上国の排出量に関
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する議論は、今回もまた、途上国の強い反対で全

く進められなかった。この状態はCOP4から全く変

わっていないが、途上国の主張である「先進国は

何もしていない。削減目標数値を決めたといって

も実際の排出量は増え続けている」というのはわ

が国にとっても耳が痛い。やっぱり自国の対策を

進めないと、この話はなかなか進めづらいのかも

知れんのう。

④2002年9月にヨハネスブルグ(南アフリカ共和国)

で開催予定の世界持続可能性サミット(WSSD)に

向けて、気候変動問題と持続可能性は関連した問

題であるという主旨のマラケシュ宣言が採択され

た。これも、途上国からしてみると、目標である

「発展」と気候変動対策を一緒にされる恐れがあり

慎重だったが、無難な書き方で合意が得られた。

これからますます地球が小さく思えてくる時代、

いろいろな地球環境問題が「持続可能な発展」の

中で位置づけられるのは大切なことじゃ。

まだ細かいことがたくさん決められたマラケシ

ュ合意は240ページ以上もある。とりあえず、今日

は一番大切なところだけ読んで、枕にでもしよう

かの。いやいや、昼寝の前に、早速、家臣を集め

て国内の排出量削減計画にとりかからなければ。

3. 今後の予定

今会合の成果により、今後、議定書の発効に向

けて、第一歩を踏み出すことになった。また、

CDM理事会などの組織の人選も終え、実際に動き

出したとも言えるだろう。2002年9月には、1992年

にリオデジャネイロで開催された地球サミットの

10周年記念会議である世界持続可能性サミットが

予定されており、それに対して何らかの前向きの

メッセージを打ち出せるよう、成果を出す必要が

あった。

2002年のCOP8はインドが招致を考慮している

が、今後の焦点は、大きく二つに分かれてさらに

複雑になる。第一は、マラケシュ合意で国際交渉

の一応の達成感が出たことから、今後は国際交渉

から国内対策へと関心が移ることである。特に、

2002年9月に世界持続可能性サミットが開催される

にあたり、議定書を発効させようという声が聞か

れているが、そのためには、十分な数の先進国が

批准を済ませる必要がある。マラケシュ合意が批

准に必要な最低限のルールを定めたと考えられて

いるものの、よく読み返してみると疑問点や矛盾

点が出てくる恐れもある。緻密で根気のいる作業

が今後も要求されるだろう。第二には、ポスト京

都の議論が視野に入ってくる。例えば、先進国の

第2約束期間や、途上国の参加のあり方、といった

議論である。このような内容は、議定書とはある

程度切り離した次のステップである。この2種類の

議論を各国が各々の利益になるようにCOP8を構成

しようとする中で、日本に求められる役割をよく

考えておく必要がある。

米国の復帰の見とおしが立たない中で、最大の

排出国である米国が放置されたままであるのは、

米国排出量の大きさという意味においても、また、

途上国を説得できないという意味でも問題である。

日本やその他の先進国は、米国が排出量を減らす

ような行動に出るための戦略を考える必要もある

だろう。

－ 4 －

写真2 近年お決まりの「今日の化石」賞
環境保護団体が、毎夕、その日で最も気候変
動抑制に消極的な発言をした国名を読み上げ、
国旗を飾る

地球環境研究センターニュース Vol.12 No.9 (2001年12月)

 


