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気候変動枠組条約第5回締約国会議(COP5)の概要

社会環境システム部環境経済研究室

研究員　川島 康子

1999年10月25日から11月5日までの2週間、ドイ

ツのボンにおいて、国連気候変動枠組条約第5回締

約国会議(COP5、以下同様に省略)、及び、第11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

気候変動問題に関しては、何らかの取り組みが

必要との認識が高まった1980年代後半から国際レ

ベルで継続的に協議が続けられてきている(表1)。

1988年には、科学的知見をまとめるために、気候

変動に関する政府間パネル(IPCC)が設立された。

また、1992年には、気候変動枠組条約(以下、条

約)が採択され、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)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。

しかし、この条約では、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、

1995年のCOP1では、2000年以降の先進国の排出量

についての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(会議の開催場所

の名からベルリン・マンデートと呼ばれる)が合意

された。この決議に基づき、2年間の交渉を経て、

1997年に採択されたのが京都議定書(以下、議定

書)である。この議定書では、2008～2012年の5年

間、先進国は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1990年よりも6％少ない量に排出量を抑える

ことになった。同じ期間に、米国は7％、欧州は

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・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年の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, 9項(途上国への悪影響)、④共同実施活動

年 主 な 出 来 事

1985年 フィラハ(オーストリア)にて専門家による国際会議

1988年   トロント会議(2005年までに1998年より20％削減を勧告)

気候変動に関する政府間パネル( )設立IPCC

1992年  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)

1994年 条約発効

1995年 第１回締約国会議( )ベルリン・マンデート採択COP1

COP21996年

京都議定書採択1997年 、COP3

1998年 、ブエノスアイレス行動計画採択COP4

1999年 、今回COP5

2000年 ハーグで開催(予定)COP6

表1 気候変動問題に対する国際的取り組みの経緯
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(先進国が途上国で排出量抑制事業を行う制度)、

⑤京都メカニズム(後述)、⑥第1回議定書締約国会

議の準備(特に議定書に定められた規定の遵守と政

策・措置)。

2. COP5総論

COP5には、各国政府代表団や産業界・環境保護

団体などから合わせて3000人以上が参加した。今

回は、COP4からCOP6までの道のりの中間地点で

あり、ブエノスアイレス行動計画に基づいた協議

がCOP6で合意されるよう、残り1年の交渉の進め

方を議論する場となった。言いかえれば、何かに

合意するという華々しい出来事はなかったものの、

交渉の手続きを踏むという意味で重要な会合とな

った。全体的に、「交渉」というよりは「意見交換」

および「今後の協議の進め方」に関する会議であ

ったため、対立の雰囲気は少なかった。ただし、

その分、実質的な交渉を全て2000年1年に託し、ワ

ークショップや追加の会議(従来より予定されてい

た2000年6月に加えて、9月にも補助機関会合が追

加された)が合意されたため、COP6に向けて、今

後、徐々に厳しい交渉が再開されることになる。

COP6は2000年11月13日から24日までオランダのハ

ーグで開催されることになった。

3. 主要な議題とその協議の概要

ここでは、多岐にわたったCOP5での検討課題の

中でも、とりわけ注目されたものについて進捗状

況を報告する。その他に取り上げられた課題を含

めた協議の全体の流れについては、図1を参照され

たい。

(1)京都メカニズム

京都メカニズムとは、議定書の中で認められた3

つの制度の総称である。議定書の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(CDM)が、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

 
 

    

   

気候変動枠組条約    
２条 目的   

４条 誓約   
 1項 全締約国の義務   

 2項 附属書 I 国の義務   
 3項 12 条 1項用資金援助   

 4項 気候変動影響用資金   
 5項 技術移転   
 8項 影響に脆弱な国   

 9項 後発途上国の事情  京都議定書 

 10 項 対策の影響  ２条 政策・措置 

11条 資金機関  ３条 先進国の排出量 

12条 情報の通報   1 項 排出量目標 

13条 多国間協議過程   3,4項 吸収源 

14条 紛争処理   14 項 途上国への影響 

附属書I  ６条 共同実施 

附属書II  ７条 情報の通報 

  11 条 資金機関 

  12 条 CDM 

  16 条 多国間協議過程 

  17 条 排出量取引 

  18 条 遵守手続き 

  附属書 A 

  附属書 B 
 

 

COP6 に向けて
協議中 

1995 年 3月 
第１回締約国会議 

1992年 6 月 
国連環境開発会議 

（署名開始） 

1997年 12月 
第３回締約国会議 

附属書I改定問題
（トルコ、カザフ
スタン、（韓国、
メキシコ）） 

吸収源 

4 条2(a)(b)
の適切性 

途上国の参加問題 

議定書発効に向けた
プロセス開始 

ベルリン・マンデート 
（議定書交渉開始） 

比較 
目標達成には
不十分！ 

AGBM 

条約及び議定書で扱
われていない問題 

1998 年11月 
第４回締約国会議 

ブエノスアイレス 
行動計画 

・資金メカニズム 
・技術開発、移転 
・条約4 条 8，9項 
・共同実施活動 
・メカニズム 
・議定書締約国会議 
  への準備 

13 条に関する
作業グループ 

1999 年10 月 
第５回締約国会議 

メカニズム（CDM、
排出量取引、共同
実施） 

ベスト・ 
プラクティス 

遵守手続き 

条約実施に向
けたプロセス
継続 

共同実施活動 

共同実施活
動開始 

４条 8,9 項 

技術移転 

HFC,PFC 

通報関連（ガイド
ライン等） 

GEF との取り
決め 

図1 気候変動枠組条約以降の検討課題の推移(網掛けの課題は協議中の課題)
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れらの京都メカニズムを利用して、他の国のいわ

ば排出許可枠を購入できることになったわけであ

る。議定書では、京都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緊急かつ重要な議題と認

識されている。

COP5では、それ以前に各国から提出された意見

を議長が統合したペーパーが協議の叩き台として

提出された。その内容に関し、意見が異なる点に

ついて各国からさらにその趣旨を尋ねることはあ

っても、交渉して合意を得ようとする努力が今回

は試みられず、追加的に開催が認められた技術的

ワークショップやCOP6開催前の数回の交渉会合で

実質的な議論が行われることとなった。

残された京都メカニズムに関する主要な争点と

しては、以下のようなものがある。

①取引量の上限設定：｢排出量削減については、ま

ず国内で最大限努力し、それでも目標達成が困難

な場合のみ京都メカニズムを利用するよう、京都

メカニズムによって購入できる排出枠に上限を設

定すべきだ｣という欧州諸国や一部途上国の主張に

対して、米国やその他の先進国は、｢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｣としている。

②CDM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とる必要があるが、

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の仕方によっ

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、｢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｣とするいくつかのEU

以外の先進国など意見が分かれているが、COP5で

は細かいところまで議論が及ばなかった。

③CDMの対象となる事業：議定書では、植林など温

室効果ガス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。このような事業を

対象とすることによって、植林事業への投資のイ

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する可能性があるため、

｢対象とするかどうか、するならどのように｣とい

うことが問題となる。また、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、｢効率のよいODAの利

用によって追加的な排出削減が認められればよい｣

とする日本との間で意見が異なっている。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の対象とすべき｣という途上国の意

見に、先進国は否定的な態度を示している。

④共同実施やCDMによって獲得した枠の排出量取引

制度による取引：EU以外の先進国は、｢3つのメカ

ニズムは統合され得るとして、いかなるメカニズ

ムによって獲得された枠も取引可能である｣と主張

している。これに対して、EUからは慎重な意見が

提出された。また、途上国からは、｢CDMは途上

国の持続可能な発展に寄与するものとして、他の

メカニズムとは独立している｣という主張が見られ

た。

⑤登録、モニタリングなど：取引の動向に関する

情報をどこが管理すべきか、報告の頻度や内容な

どについて、技術的な詰めが必要となっている。

(2)遵守問題

議定書では、先進国の排出量に対して数量目標

を設けるとともに、その他、さまざまな規定を設

けている。しかし、ある締約国が特定の規定を守

らなかったときにいかなる措置がとられるかにつ

いては、議定書交渉期間中に合意が得られなかっ

たため、議定書18条において、議定書第1回締約国

会議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

議定書締約国会議の準備」という項目の下で扱わ

れている。

遵守問題の難しさは、国際法の特徴そのものに

基づく。理論的には、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、何の
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罰則も科されないのであれば、わざわざ京都メカ

ニズムを利用して他国から排出枠を購入する必要

はない。したがって、京都メカニズムが期待どお

りに機能するためには、2012年の罰則が排出枠の

購入に必要なコストよりも厳しいものでなくては

ならない。しかし、他方、国際法が国内法と異な

る最大の点は、それを各国主体に守らせる権力が

存在しないことである。特に、一般に環境関連の

国際法では、各国における｢国際法を守ろう｣とす

る自主的な意思に依存しており、不遵守の罰則を

強化するよりは、遵守を促進するための支援措置

を重んじることが多い。

議定書における遵守問題に関しては、1999年10

月にウィーンでワークショップが開催され、意見

交換が行われ

て い た 。

C O P 5では、

米国や日本な

どいくつかの

国が手続きの

フローチャー

トを提出し、

主にこれらを

叩き台として

議論が進めら

れたが、同問

題に関しては

まだ態度が決

まっていない

国が多く、意見交換の域を超えなかった。結局、

2000年にも再度ワークショップを開催し、COP6で

の合意を目指して協議を進めるという簡単な決議

となった。

内容に関する議論では、｢京都議定書には京都メ

カニズムという特殊な制度が存在しているため、

不遵守措置は他の環境関連条約とは全く異なる、

厳しいものにすべき｣とする米国と、｢他の環境関

連条約を参考にしつつ、遵守促進措置を重んじる

べき｣とする日本やその他の国との間で基本的な意

見の乖離が見られる。米国がそのような厳しい措

置を求めている背景には、国内で議定書に対して

慎重な議会から、「米国が真面目に数量目標を達成

して、他の国が守らなかったらどうするのだ」と

いう意見が出されているという事情がある。一方、

米国以外の多くの国は、｢不遵守の場合に厳しい罰

則を設けてしまうと、そもそも議定書を批准でき

る国が減り、議定書が発効しないのではないか｣と

危惧している。｢自分で厳しい措置を作っておきな

がら、肝心の米国が批准できないのでは｣という声

もあり、気候変動の抑制という目的にとっては一

見望ましい厳しい不遵守措置も、それが適切に運

用されるシナリオを想定するのは難しく、多くの

政府が実現可能と考え、なおかつ気候変動の抑制

に有効な手続きの形成に今後挑むことになる。

(3)条約4条8項, 9項の実施

条約4条8項, 9項では、開発途上国のうち、特に

気候変動の悪

影響による被

害を受けると

思われる小島

嶼国や低地国

などに対して

配慮がなされ

ることが義務

付けられてい

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、

｢この条項でなんらかの進展がない限り、京都メカ

ニズムなど先進国の関心のある課題だけを先に進

めるべきではない｣と主張した。このような産油国

の強い態度に対して、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｣と主張

していた。また、産油国以外の途上国は、従来ま

では産油国の主張に同調していたが、徐々に先進

国の主張に近づき、｢気候変動の影響だけでも議論
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されるのであれば｣と、対策の経済的影響の方には

関心が薄れてきていた。

COP5では、その直前の9月に開催されたワーク

ショップが意義あるものであったとの評価が示さ

れた上で、今後の協議の進め方について議論され

た。気候変動の悪影響及び途上国への悪影響につ

いては、今後とも取り組みが必要との認識が広ま

ったが、気候変動対策の経済的悪影響については、

産油国が強く主張したに留まり、COP6までに2つ

のワークショップを開くことだけが決定された。

この課題については産油国が他の課題の進展を妨

害するのに用いることが多く、今後いかに前向き

の成果を出していくか慎重に考えておく必要がある。

(4)議定書3条3項, 4項(吸収源の扱い)

ブエノスアイレス行動計画の中には含まれてい

ないが、きわめて重要な問題に吸収源の扱いがあ

る。議定書では、3条3項において、2008～2012年

の排出目標を計算する際に、植林や再植林による

二酸化炭素吸収量の増大や伐採による減少を含め

ることとしている。また、4項では、それ以外に含

めるべき土地利用の変化について議論することに

なっている。しかし、議定書採択時には、その計

算方法の詳細が決まっておらず、計算次第では、

目標排出量を大幅に変えられることから、吸収量

の変化の算定方法がCOP3後の重要な検討課題とな

っている。この問題については、2000年5月に

IPCC特別報告書が提出されるのを待ってから協議

を再開することになったために、ブエノスアイレ

ス行動計画には含まれておらず、COP5では、中味

の議論よりは今後の議論の進め方がテーマとなっ

た。2000年のIPCC特別報告書提出後の補助機関会

合で本格的に議論を開始することなどが再確認さ

れたが、COP6以降も議論する可能性を残したこと

から、同問題が長期化する恐れが出てきた。日本

の6％削減目標達成如何は、3条3, 4項の定義に依る

部分が多いことから、この問題の長期化は日本の

批准にも影響を与えることになる。

4. 今後の予定

COP3で採択された議定書が発効するためには、

先進国の中で主だった排出国が議定書を批准しな

ければならない。そのためにも、米国の批准が注

目されているが、米国内では積極的な気候変動対

策には反対する声が強く、批准の見通しがたって

いない状況にある。たとえブエノスアイレス行動

計画がCOP6で全て合意されたとしても、議定書自

身が発効しなければ何の拘束力も持たない。

COP5では、各国の環境関連省庁の大臣が演説す

る大臣セグメントにおいて、2002年までに議定書

を発効させられるよう努力すべきとの発言が相次

いだ。2002年には、1972年のストックホルム国連

人間環境会議から30周年、1992年のリオ・デ・ジ

ャネイロで開催された国連環境開発会議から10周

年の会議が開催されることになっており(リオ・プ

ラス10と呼ばれている)、｢そのような環境の年に

京都議定書を発効させるのを目指そう｣という主旨

である。そのためには、2002年中旬までに主要先

進国が批准する必要があり、日本は自国の批准の

みならず、米国をはじめとする先進国の批准が実

現するよう、積極的に働きかける必要がある。西

暦2000年という節目を迎え、地球環境保全におけ

る日本の役割を長期的に考えていくことが求めら

れている。
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