
－ 1 －

2003年12月1日から12日にかけて、イタリアのミ

ラノにて国連気候変動枠組条約(以下、条約)第9回

締約国会議(COP9、以下同様に省略)、および実施

に関する補助機関(SBI)ならびに科学的・技術的助

言に関する補助機関(SBSTA)第19回会合(各々

SBI19, SBSTA19、以下同様に省略)が開催された。

本会議に国立環境研究所から参加した4名が概要を

報告する。

1. はじめに：気候変動問題に対する国際的取り組

みの経緯とCOP9

気候変動(地球温暖化)問題に対する国際的取り

組みとして、1992年に採択され94年に発効した条

約と、1997年COP3で採択され未発効の京都議定書

(以下、議定書)がある。議定書では、附属書 I国

(先進国及びロシア等旧計画経済国)が2008～2012

年の5年間、決められた量に温室効果ガス排出量を

抑制することが定められている。COP4以降、議定

書に定められた制度等に関する詳細事項が議論さ

れ、その結果が2001年COP7のマラケシュ合意とな

った。

近年、上記の国際的協調を取り巻く周辺事情は

穏やかなものではなかった。2001年春、ブッシュ

政権下の米国は、議定書からの離脱を宣言した。

議定書の発効には、附属書I国の総排出量の55％を

占める国が批准する必要があり、米国が批准しな

い場合、ロシアの批准が議定書発効に不可欠とな

る。ロシアは議定書の排出量目標を十分達成でき

ると予想されているが、国際排出量取引や共同実

施などのルールをロシアにとってより有利なもの

になるよう批准を引き伸ばしている。他方、途上

国は、議定書では排出量に関する義務は課せられ

ていない。日本やEUは、今後急激な排出量増加が

見込まれている途上国にも何らかの義務を課した

いと考えているが、途上国は、最大の排出国であ

る米国さえ参加していないのに、と議題に上るこ

とさえ承認してない。

COP9は、今後の国際的枠組みのあり方が不透明

な中、条約や議定書関連の詳細ルールをさらにつ

めながら議定書の発効を待つという、達成感の感

じられにくい会議となった。 （亀山）

2. COP9の主要な議題

COP9では、議題ごとに小グループが結成され、

夜遅くまで議論が続けられた。多様な議題の中で

我々が出席したものを中心に重要な議題を報告する。

(1)クリーン開発メカニズム(CDM)における吸収

源(CDMシンク)

CDMシンクに関しては、マラケシュ合意で、第

1約束期間において新規植林および再植林を対象と

すること、取得できるクレジット(認証排出削減

量：CER)の上限を基準年排出量の1％(の5倍)とす

ることが合意された。そのための定義や方法につ

いては、SBSTA19(COP9の会期中に開かれる)まで

に決定文書案を作成し、COP9で合意し、COP/

moP1(京都議定書発効後の第1回会合)で正式決定

することになっていた。
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SBSTA19では主に、「再植林」の定義(基準年)、

追加性、リーケージ(計測対象範囲など、事業によ

り生じる事業範囲外での排出源)の取り扱い、ベー

スライン、非永続性、CER発生期間、社会・経済

影響と環境影響、小規模シンク事業、外来侵入性

樹種(IAS)と遺伝子改変生物(GMO)の扱い、など

について交渉が行われた。非公式交渉の末各国の

妥協のバランスの上にようやくでき上がった「パ

ッケージ」として、コンタクトグループの最終会

合で提示された決定文書案に関し、グループの共

同議長は内容について議論を再開しないよう強く

呼びかけた。決定文書案は、SBSTA全体会合、さ

らにCOP9で、ほぼそのまま合意された(FCCC/

SBSTA/2003/L.27)。これで、CDMシンクに関する

COP7以来2年にわたる交渉が実質的に完了したこ

とになる。以下に、SBSTA19での主要な論点と決

定内容を簡単にまとめた。

①「再植林」の定義

マラケシュ合意では、当該基準年以来森林でな

かった土地を、直接的人為的に森林に転換するこ

とを「再植林」と定義し、第1約束期間では1989年

末を基準年としている。新規(再)植林の定義も先

進国に適用される定義と同じと決定された。CDM

シンクにも同じ基準年を適用するかどうかが議論

となってきたが、先進国に適用される定義と同じ

1989年末を基準年とすることなった。

②非永続性の問題への対処

CDMシンクの場合、植林された森林が山火事や

伐採などにより消失してしまい炭素固定効果が永

続しない場合が考えられる。SBSTA19では主に、

CDM事業から得られるCERを発行後5年に限り有

効とする「一時的CER」(EU案)と、クレジットが

発行された分の炭素ストックが消滅した場合は事

業者が加入する保険によりその分を補填するとい

う「保険付CER」(カナダ案)の二案を中心に議論

され、その結果、それぞれ期限つきで、一時的

CER(tCER)または長期的CER(lCER)のどちらかを

選択できることになった。両者とも、CERが発行

された約束期間において約束達成に使用できる。

次期約束期間への繰越は不可。

tCER：tCERの有効期限は、それを発行した約束

期間の次の約束期間末までである。ただし、再

度の認証によって事業開始時からの炭素蓄積の

変化量に応じて、各期間ごとにtCERを再発行す

ることが可能。

lCER：lCERの有効期限は、lCER発生(crediting)

期間末までであり、2回目以降のlCER認証時に

炭素蓄積が前回よりも増加していれば、その増

加分に対してのみ第2回目のlCERが発行される。

逆に、炭素蓄積が減少していれば、その分の

lCERは失効する。

両者とも、失効したCERについては、このよう

なCERを保有する附属書I国が、他のクレジットを

用いてその分を補填しなくてはならない。また、

CER発生(crediting)期間に関しては、最大20年で2

回更新可能、あるいは、最大30年で更新なし、の

いずれかを選択できる。さらに、5年ごとに検証・

認証を行う必要がある。

③社会経済的および環境上の影響評価

排出削減CDMと同様にホスト国の判断事項とす

るか、あらたにチェックリスト、ガイドライン等

の国際的評価基準を作成するかが議論となった。

その結果、社会・経済的および環境上の影響は、

事業者が提出する事業設計文書の記載事項の一部

となった。また、CDM事業の社会経済的・環境的

悪影響が重大であると事業者またはホスト国が判

断するときには、事業者はホスト国の基準・手続

きに従って社会経済的あるいは環境的影響のいず

れか、あるいは両方の評価を行う必要がある。

④小規模吸収源CDMの定義

マラケシュ合意で、手続きが簡略化される小規

模事業の実施が排出削減CDM事業の一部に認めら

れた。これをシンクCDMに関しても適用する提案

が一部の途上国から出されていたが、吸収量が年

平均で8キロ二酸化炭素換算トン未満のもので、ホ

スト国が指定した低所得コミュニティーあるいは

個人が開発・実施する事業を対象とすることにな

った。また、今後簡素化されたルール・手続き等

の詳細に関する議論を行いCOP10で採択すること

になった。

⑤IASおよびGMOの使用

IASやGMOの使用をシンクCDM事業において規

制すべきかどうかが議論となった。その結果、ホ

スト国がそれらの使用に関連する潜在的危険性を
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国内法規に従って評価し、附属書I国もそれらを使

用した新規植林・再植林事業からのCERの使用を

国内法規に従って評価することをそれぞれ認識す

る旨が、決定文書案の前文に記載されるに留まっ

た。 （松本）

(2)排出量・吸収量目録関連

2003年6月のSBSTA18までは、インベントリに関

連する議題として議定書関連の事項が議論されて

きたが、積み残された議定書関連の事項を検討し

終えたため、今次会合では議定書関連の事項はな

かった。

当該議題の下には、これまでに附属書Ⅰ国によ

り報告されてきたインベントリに関するサブテー

マと、今後のインベントリに関する中長期的なサ

ブテーマが2つ設定された。

議定書関連の議論が収束したため、穏やかな議

論になると考えていたが、議論が進むにつれこの

考えが誤りであることを思い知らされた。各議題

の結論は比較的シンプルなものであるが、これら

の結論は会議の開催期間を目一杯用いて行われた

非公式協議におけるタフな議論を経て導き出され

たものである。

①附属書Ⅰ国のインベントリ

附属書Ⅰ国インベントリは、COP5の決議3に基

づき改善が進められてきており、とりわけ、各国

が国家インベントリ報告書(NIR)を提出するなど

改善が進んできている。一方、提出時期(毎年4月

15日に提出することとされている)が遅れている国

やNIRによる説明が不十分である国などがあり改

善が求められている。

また、附属書Ⅰ国全体の排出量は1990年から

2001年にかけて7％減少している。この減少は旧ソ

連諸国などを中心とする経済移行国の排出量が

40％近く減少していることが大きく寄与している。

他の附属書Ⅰ国の中にも減少している国もあるが、

多くの国の排出量は増加している。当該サブテー

マの結論として、①排出量の推移に関する記述、

②インベントリのさらなる改善を促すという点が

上げられている。

②IPCCガイドラインの改訂

現在、途上国を含む各国のインベントリは1996

年改訂IPCCガイドラインに基づいて算定が行われ

ており、第1約束期間中は当該ガイドラインを用い

ることとされている。しかし、当該ガイドライン

の算定方法については、最新の科学的知見を反映

させる必要がある部分も出てきており、日本に設

置されていているIPCC-NGGIP/TSU(注1)の主導で

現在改訂作業が開始されようとしている。

この改訂作業においては、条約の下で附属書Ⅰ

国が毎年提出してきたインベントリに関する経験

が重要な情報となり得ることから、今次会合の結

論として、今後とも条約事務局とIPCCの間の密接

な情報交換を要請している。

③国際航空・海運からの排出

国際航空及び国際海運の燃料(バンカー油)の燃

焼に伴う温室効果ガス排出量については、現在の

インベントリにおいては各国の温室効果ガス総排

出量に含まれていない。これは、SBSTA5(1996年)

における検討でバンカー油起源の温室効果ガス排

出量については、世界各国で遺漏無く推計する方

法、その配分方法等についてさらなる検討が必要

であるとされたことを受け、1996年改訂IPCCガイ

ドラインの中では国の総排出量に含めず『参考値』

として計上することとされている。

今次会合の結論としては、SBSTA18において国

際民間航空機関(ICAO)へ依頼したモデルを用いた

検討を考慮し、今後引き続き検討されることとな

った。

今次会合では、①②については、意見の対立は

あったものの各国の精力的な交渉により非公式協

議で合意が得られた。一方、③については非公式

協議で合意に至らず、全体会合には括弧付きの結

論案が提示された。サウディアラビアやオマーン

といった産油国は当該議題の検討自体に強く反対

した。ツバル、アルゼンチン、EU、ノルウェー等

はバンカー油起源の温室効果ガス排出量の増加に

懸念を示し検討を進めるべきと主張した。各国の

意見表明の後に、結論文案は採択された。

現在はどの国の責任にも属さないと整理されて

いるバンカー油起源の温室効果ガス排出量の取り

扱いについては、配分方法次第で途上国を含めた

各国の排出量が大幅に変わる可能性があるため、

非常にタフな交渉となった。今回の会合では、第1
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約束期間以降の枠組みに関連する要素が含まれる

ため、各国とも慎重な姿勢で交渉に臨んでいた。

産油国や一部の途上国など、著しく国益に影響が

ある国々は議論の進展を望んでいなかった。

しかし、バンカー油起源の温室効果ガス排出量

が増加していることは事実であり、条約の究極の

目標である大気中の温室効果ガスの濃度の安定化

のためには、バンカー油起源の排出量を抑制して

いくことが必要不可欠である。これを解決するた

めには政治的判断も必要になるが、議題の名称

「方法論的課題」が示すとおり、政治的な思惑を反

映する前段として、科学的事実を把握することが

最も重視されるべきである。この点を念頭におき

将来の議論が進められることを望む。また、筆者

を含むインベントリの専門家はこの点に留意し、

今後ともデータを改善することが求められている

ことを忘れないようにしなければならない。

（相沢）

(3)IPCCの第3次評価報告書(TAR)

2001年4月、気候変動に関する政府間パネル

(IPCC)がTAR(注2)を公表した。同年11月のCOP7

では、「COPは、締約国がTARの情報を最大限に活

用するよう奨励する」との決定がなされた。これ

を受けて、2002年6月のSBSTA16より、締約国が

TARの情報をいかに活用するかについての議論が

開始された。同議題の裏には、議定書第1約束期間

後の温暖化対策の布石とするための議論が繰り広

げられている。2013年以降の対策には途上国を参

加させたい先進国、2013年以降の対策に参加した

くない途上国、IPCCでの新しい科学的知見をさら

なる温暖化対策を進めるきっかけにしたくない米

国、などと各国の思惑は様々である。

2003年6月のSBSTA18では、今次会合にてこの議

論を終了させ、SBSTA20(2004年6月に開催される)

より新規議題(「気候変動の影響、脆弱性及び適応

に関する科学的・技術的・社会経済的側面」及び

「緩和措置に関する科学的・技術的・社会経済的側

面」)を設定し、議論を進めることで合意が成立し

た。つまり、プロセスに関する議論から、いよい

よ肝心の中身に関する議論に移ろう、ということ

になったのである。さらに、COP9及びSBSTA19会

期直前に事前協議を開催することとし、SBSTA19

では、前述の新規議題の下での作業計画を策定す

ることが目指されていた。

全体会合において、各国の意見表明が行なわれ

た。途上国が「新規議題の下での議論が開発途上

国への新たな義務を導入するものであってはなら

ない」と真っ先に述べたのが印象的であった。協

議の結果、今後、情報交換等の活動を進めること

とし、そのテーマを「持続可能な開発」、「選択肢

と解決策」、「脆弱性とリスク」を中心とすること、

また、具体的内容を検討するため、事前に各国意

見を聴取し、SBSTA20会期中に関連ワークショッ

プを開催することとなった。また、COP11(2005

年)にてこの事項について報告することとなった。

論点となったのは、主に、①COP9にて決定を採

択するか否か、②上述の関連ワークショップをど

のようなものにするか(参加者の範囲、議題)であ

った。会合前に目指されたような、作業計画の策

定はできなかったが、微かではあるが前進する内

容となったと評価できよう。 （久保田）

(4)途上国関連、特に特別気候変動基金

マラケシュ合意では、途上国に対する資金供与

問題について、条約のもとに特別気候変動基金

(SCCF)と後発開発途上国基金の2つの基金が、議

定書のもとに適応基金の3つの基金が設立されるこ

とになった。今会合では、その中でも特別気候変

動基金に関して、資金供与を受ける活動やプログ

ラム、措置の定義づけ、優先度に関する内容が議

論になり、COP9の最終日まで途上国と先進国の対

立が続いた。前会合にて、適応と技術移転に関す

るプロジェクトが優先されることになっていたが、

途上国は資金の受け取りに際し、国別報告書の作

成等の条件づけに反対し、また、新規の財源とな

ることを期待した。最終的にはおおまかな方針に

合意すると同時に次会合で議論を続けることが合

意された。気候変動の悪影響に対する適応措置は、

近年とみに途上国が強く主張するようになってお

り、今後も同議論は重視されていくと予想される。

（亀山）

(5)COP9のその他の関心事項
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先述のとおり、議定書はまだ発効しておらず、

発効したとしても附属書I国の2008年から2012年の

5年間の排出量だけが議定書で定められた義務の対

象となっている。2013年以降の地球上の排出量を

いかなる枠組みで扱っていくかということが重要

な検討課題であることはみな分かっているものの、

途上国の強い反対で正式な議題として採用されて

いない。

例年COPにおいては、昼休みや夕食時の休み時

間を利用して、さまざまな団体が自主的にサイド

イベントを開催するのが

慣習になっているが、今

回のCOPでは、多くの組

織が2012年以降の国際的

取組みのあり方について

サイドイベントを開催し、

自らの研究成果等にもと

づく持論を展開した。そ

の主張は多岐にわたり、

議定書のような枠組みを

将来も維持していくべき

だとするもの、京都議定

書とは全く異なる議定書を交渉すべきだとするも

の、現在のような多国間条約ではなく、2国間など

少ない国でやっていくべきだとするもの、とさま

ざまであった。現段階ではどの主張が最も可能性

が高いということは判断できないが、同議題が正

式にCOP議題として採用になった場合に備えて、

今からこのようなサイドイベントでの議論にも積

極的に参加していく必要が感じられた。ちなみに、

当方も財団法人地球環境戦略研究機関と共催でサ

イドイベントを開催し、130名ほどの聴衆を得た。

（亀山）

3. おわりに

ミラノのシンボルといえば、Duomo(大聖堂)で

ある(写真2：現在、正面を工事中)。Duomoは、イ

タリア最大にして最高の後期ゴシック建築であり、

1386年に着工され、完成までに実に500年近くの歳

月を要したとされる。

COP9議長を務めたミクロス・ペルシャニ氏(ハ

ンガリー環境水利大臣)は、閣僚級円卓会合の開会

に際し、以下のように述べた。「気候変動交渉は、

長期的な目標に向かってこつこつと積み上げてい

くものであり、まるでDuomoの建立のようである。

しかし、我々はこの交渉に500年もかけるわけには

いかない」。

2002年のCOP8は、地味な会合ではあったものの、

議定書の発効に向けて、地道に積み上げるべきも

のを積み上げた会合であったと評価できる。だが、

今次会合は、議定書発効の鍵を握るロシアの動向

が不明確な中で開催され、一部の議題を除いては

議論が進まず、停滞感は否

めなかった。その反動から

なのか、会合終盤では、

「このままではいけない」

という気運も高まったよう

に思う。閣僚級会合では、

議定書の早期発効を望む声

が多く聞かれた。今後の交

渉を着実に前に進めていく

ために、研究者として何を

すべきなのか、考えていき

たい。

また、日本は条約の実施に必要な多くの資金を

拠出するなど国際社会に対する責任を果たしてい

るが、今まで以上に議論のリーダーシップを果た

していく必要があるだろう。とりわけ、実質的な

議論が進められるコンタクトグループ、非公式協

議に日本人の共同議長がいないという点は今後早

急に改善される必要がある。今後、条約の究極目

標を達成するために日本のさらなる貢献が求めら

れるところである。 （久保田、相沢）

-------------------------------------------------------------------

(注1)IPCC-NGGIP/TSU(IPCC National Greenhouse Gas

Inventory Programme / Technical Support Unit)気候変動

に関する政府間パネルの国別温室効果ガスインベント

リープログラム 技術支援ユニット：財団法人地球環

境戦略研究機関(IGES)に設置されている。

(注2)気候変動政策に関連する、気候変動の科学的、

技術的、社会・経済的な側面について、包括的かつ最

新の評価を行った報告書。

写真2 工事中だったDuomo (提供：相沢)
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