
5

竹本明生環境省地球環境局参事官
（国際地球温暖化対策担当）

COP23の結果とこれからの地球温暖化対策

１．COP23の結果
（１）背景
　パリ協定は、京都議定書に代わる先進国と途上
国がともに参加する新たな気候変動対策の国際枠
組 みで あり、2015 年 12 月 の COP21 で 採 択 さ
れ、2016 年 11 月に発効した。2017 年 11 月現在、
170 カ国が締結している 1。パリ協定では、世界共通
の長期目標として、産業革命からの平均気温の上昇
を今世紀末までに 2℃未満に抑える 2℃目標とあわ
せて気温上昇を 1.5℃に抑える努力を追求すること、
このため、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排
出と吸収を均衡することが言及されている。気候変動
緩和策（温室効果ガスの削減策）については、主要
排出国を含むすべての国が NDC（各国の温室効果ガ
スの削減目標））を 5 年ごとに提出・更新すること、
我が国提案の二国間クレジット制度（JCM）も含め
た市場メカニズムの活用が位置付けられた。
　パリ協定の発効から1 年が経過し、交渉のステージ
はパリ協定を効果的に実行していくための細則を策
定していくという点に移行している。2017 年 11 月 6
日から 17 日まで、ドイツ・ボンにおいて、同条約の
第 23 回締約国会議（COP23）等が開催された 2。
日本政府からは、中川環境大臣を筆頭に環境省、外
務省、経済産業省等の各省の関係者が出席した。世
界から各国政府の他、企業、自治体、NGO などを
含め合計 31,000 人が参加した。
　今回の COP23 の主要テーマは、① 2018 年の
COP24 におけるパリ協定の実施指針合意に向けた
交渉、② 2018 年に実施される促進的対話（温室効
果ガスの削減に関する世界全体の努力の進捗状況を
検討するために実施されるもの）の方法を決めること、
③自治体、企業、NGO などの非政府国家主体の取
組を促進させることであった。

（２）パリ協定の実施指針交渉
　パリ協定の実施指針については、緩和、適応、透
明性、市場メカニズム、透明性、グローバル・ストッ
クテイク等の議題ごとに、来年の実施指針の交渉テ

キストの素案作りに向けた交渉が行われた。日本が
特に重視する「NDC」、「透明性枠組み」、「市場メカ
ニズム」を含む議題については、技術的な内容につ
いて提案を行った。日本を含む先進国の共通した認
識は、パリ協定が、先進国と途上国が１つの同じ枠
組みの下で、中長期的な視点から緩和策（削減対策）
を実施できるよう、ルール作りを行っていくことであ
る。理想的には、全ての国の NDC において絶対値
の削減目標を設定し、全経済分野を対象とし、温室
効果ガス排出量の算定、報告、検証を定期的に実施
し、適宜、NDC を見直していくことを追求している。
　しかしながら、新興国を含めたほぼ全ての途上国
の NDC では、目標値は BAU 比（対策を講じない
場合の将来の排出量に対する削減量）や GDP 当た
りの排出強度などの相対値である。また、エネルギー、
運輸、交通など一部の分野しかカバーしておらず、具
体的な対策に関する記載も不十分である。さらに、
温室効果ガス排出量の報告書（インベントリ報告書）
に関しては、ほとんどの途上国が、先進国や国際機
関の支援の下で過去数回策定した程度で、自立的か
つ継続的に排出量インベントリ報告書を策定、公表
し、検証する能力や体制がほとんど整備されていな
い状況にある。
　このため、パリ協定は、一つの枠組みではあるも
のの、途上国によるNDCの策定や実施にあたっては、
各国の能力などに応じ、先進国からの支援を受けつ
つ、中長期的なタイムフレームの下で先進国と同様の
ルールに近づいていく柔軟性が認められている。他
方、多くの途上国の立場は、各国の能力、技術、資
金がまだ不十分であるため、先進国と同様の厳しさ
で温暖化対策（NDC）を実行していくことができず、
先進国から途上国への支援をもっと強化すべきという
ものであった。今年、COP23 開始前に開催された
複数の閣僚級の会合では、概ねどの国も実施指針の
技術的な点に関する交渉を進めるべきという発言が
目立ったが、COP23 の場では、このような先進国と
途上国の立場の違いが先鋭化した。特に中国、インド、
サウジアラビアなど一部の途上国より、先進国と途上

1  UNFCCC, http://unfccc.int/2860.php.
2 国連気候変動枠組条約第23回締約国会議（COP23）、京都議定書第13回締約国会合（CMP13）及びパリ協定第1回締約国会合第２部

（CMA1-2）の結果について, 日本政府, 平成29年11月, http://www.env.go.jp/press/104820.html.
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国との間でパリ協定に基づく取組に差異を設けるべき
との強い主張や各議題のスコープを拡大しようとする
動きがあり、これに反対する先進国との間で意見に
隔たりが見られた。これに対して、日本は他の先進
国とともに、全ての国の取組を促進する指針を策定す
る必要があり、先進国と途上国とを二分化した指針と
すべきではないこと等を主張した。
　最終的には、来年の採択に向けて技術的な作業を
加速化するため、それぞれの分野の議論の進捗状況
に応じ、各指針のアウトラインや要素が具体化され、
次回交渉の土台が整えられた。例えば、パリ協定 13
条に基づく透明性報告に関しては、NDC の達成状
況の把握、温室効果ガスの排出量、支援の状況等を
報告する際の指針に記載する内容について、各国の
意見がひとつの文書に取りまとめられた。また、パリ
協定６条の二国間クレジット制度（JCM）を含む市
場メカニズムに関しては、ダブルカウントの防止等を
含むクレジットの計上や、報告のあり方など指針に記
載する内容について、各国の意見がひとつの文書に
取りまとめられた。
　

（３）タラノア対話
　2018 年の促進的対話（以下「タラノア対話」（※））
のデザインについて、議長国とのコンサルテーション
が行われた。COP23 においては、議長国フィジー
の提案により、促進的対話を、フィジー語で透明性・
包摂性・調和を意味する「タラノア」を用いた「タラノ
ア対話」と命名された。
　タラノア対話は、世界全体の排出削減の状況を把
握し、意欲（ambition）の向上を検討するプロセス
であり、タラノアの精神であらゆる主体の開かれた対
話が実施される。2018 年 1 月から COP24（12 月）
までは準備フェーズで、各国政府、国際機関、自治
体、企業等から取組に関する情報を収集すること、
COP24 において政治フェーズである閣僚級ラウンド
テーブルが開催されることになった。また、気候変動
に関する政府間パネル（IPCC）の 1.5℃特別評価報
告書などの科学的知見もインプットされることになっ
た。

（４）グローバルな気候行動の推進
　COP23 では、ボン・ゾーンと呼ばれる大型のイベ
ント・スペースが会議場の近傍に設置され、各国政
府、自治体、企業、NGO など多種多様な団体によっ
てイベントの開催やブース展示が積極的に行われた。
日本政府はジャパン・パビリオンと題するイベント・ス
ペースを設置し、10 月 30 日に発表した「日本の気候
変動対策支援イニシアティブ 2017」をはじめ、国や
研究所、シンクタンクなど様々な主体がイベントを多

数開催し、気候変動対策に関する我が国の貢献につ
いて紹介した。

（５）日本政府からの発信
　中川環境大臣は閣僚ステートメントの中で、これま
での我が国の世界への貢献や国内外における取組、
非政府主体の取組支援、IPCC 総会の日本開催誘致
の意向等について表明した（写真１）。また、様々な
主体による気候変動対策等に係る情報の透明性の向
上を支援する「コ・イノベーションのための透明性パー
トナーシップ（通称：
見える化パートナー
シップ）」の設立と、
その一環として「透
明性のための能 力
開発イニシアティブ

（CBIT）」への 500
万ドルの拠出、全世
界の温 室 効果ガス
排出量を観測するた
めの人工衛星「いぶ
き 2 号」 の 打ち上
げによる取組強化等
を表明した。

２．これからの気候変動緩和策（地球温暖化対策）
（１）世界をとりまく状況
　COP23 の結果から見えてきたことは、トランプ政
権のパリ協定離脱表明というネガティブな状況があっ
たにもかかわらず、世界の多くの政府、企業、自治体
が今世紀末あるいは今世紀後半までに CO2 の排出
を実質ゼロにする脱炭素化に向かって、一斉に舵を
切っていたことである。COP の交渉会場の外では、
NGO が中心になって石炭火力発電の新増設や海外
輸出を計画している日本などの政府に対して抗議が
行われた。また、カナダと英国主導による石炭火力
の 全 廃 を 目 指
す連 合 の 発 足
式も行われた。
一方、米 国は、
政府はパビリオ
ン を 設 置し な
かったが、企業
や 自 治 体 が 中
心になって、会
議 場 の 隣 に 気
候行動センター
( 写真２) という
パビリオンを建

写真１：COP23での中川環境大臣の
ステートメント（環境省撮影）

写真2：米国気候行動センター ( 筆者撮影 )
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設し、WE ARE STILL IN（我々はまだパリ協定の
中にいる）をキャッチフレーズにイベントを多数開催
し、パリ協定への遵守を表明した。
　こうした状況の変化は、世界が、パリ協定の長期
目標の実現可能性に対する危機感を持っていること
の表れであるとともに、気候変動緩和策（地球温暖
化対策、削減策）をコストではなく、大きなビジネス
チャンス、成長のエンジンとして理解し始めたからで
ある。世界では、2005 年から 2015 年までの 10 年
間で太陽光は約 45 倍、風力は約 7倍に増加しており、
同年に史上初めて再エネ発電設備容量が石炭火力発
電の容量を超え、新規の再エネ発電容量が新規の
化石燃料設備容量＋原子力発電の設備容量を超えた
3。Frankfurt School-UNEP Centre の資 料 に
よると、2015 年の世界の再エネ投資額は約 2860
億ドルと、2005 年の 4 倍に当たる史上最高額を達
成。また、IEA の資料によると、再エネ関連の雇用
が 2015 年には 810 万人に達した 3。このように、世
界の多くの企業が再生可能エネルギーや電気自動車

（EV）などの低炭素技術への投資にシフトしている。

（２）長期戦略の策定
　日本は NDC として、地球温暖化対策計画の下、
2030 年までに 2013 年比で温室効果ガスの排出量
を 26% 削減することを定めている。ただし、上述の
ような脱酸素化に向けたダイナミックな成長を目指し
ていくためにはより長期の戦略を策定していくことが
極めて重要である。パリ協定では第 4 条において、
全ての締約国が長期の低排出発展戦略を作成するよ
う努力することが規定されており、G7 伊勢志摩サミッ
トでは、2020 年の期限に十分先立って策定するこ
とをコミットしており、G7 で未提出国は日本、英国、
イタリアのみとなっている。環境省では、これまで中
央環境審議会長期低炭素ビジョン小委員会において、
長期低炭素ビジョン 4 を策定し、経済産業省も別途、
産業構造審議会などで議論が行われてきたが、今後
パリ協定や G7 コミュニケに従い政府全体の長期戦
略の策定作業が開始される予定である。

（３）気候変動緩和策に関する国際協力のあり方
　気候変動問題はグローバルな課題であり、気候変
動対策にグローバルな視点が必要なのは言わずもが
なである。そこで、環境省では、平成 28 年 10 月に、
12 名の国際環境協力の有識者からなる「気候変動
緩和策に関する国際協力のあり方検討会」を設置し、
気候変動緩和策に関する国際協力ビジョン ( 仮称 ) を

策定に向けた検討を開始した 3。
　本検討会においては、上述のような世界の気候変
動対策をめぐる潮流の変化に加え、長期的には、新
興国・途上国と日本の経済格差が縮小していくことや
各国の経済社会状況が多様化していくこと、先進国
が途上国を支援するという片方向のスキームだけでな
く、各国がパートナーシップを築き、ともに知恵を出
し合うことで双方向でのイノベーションに取り組んで
いくというスキームが必要になることなどが共有され
た。
　そして、そのような長期的な（2050 年までの ) 見
通しを踏まえたうえで、2030 年までの具体的な緩
和策に関する国際協力の道筋についても議論され
た。二国間クレジットメカニズム（JCM）は日本の削
減目標の達成への活用のみならず、その波及効果に
よる削減や低炭素技術の国際展開への貢献という役
割も重要であり、JICA の開発援助や JBIC の気候
変動対策事業等の公的ファイナンス、ADB、GCF、
GEF 等の国際的な気候変動基金など、多様な資金
支援スキームとの連携の必要性が示された。また、
COP23 でも明らかとなったように、途上国では温室
効果ガス排出量、削減見通しなどの透明性を向上さ
せることが喫緊の課題であることから、これらの能力
開発支援や国内の制度構築支援など、ソフト面の協
力を技術移転等のハード面の協力とパッケージにして
支援していくことが必要であることも示された。

４．おわりに
　パリ協定の発効から 1 年経過し、あと 3 年で協定
が動き出すという状況の下、今後、実施指針の交渉
が本格化する。一方で、世界は脱炭素化に向けて舵
を切りはじめ、企業は再生可能エネルギーなどの低
炭素技術を巨大なビジネスチャンスとみて投資をシフ
トさせはじめ、自治体はカーボンプライシングを含め
独自の制度を導入するなど、非政府主体による取組
が非常に活発化してきた。日本は、このようなグロー
バル経済の流れに乗り遅れることないよう、長期の
低排出発展戦略を策定や新たな戦略の下で国際協力
を進めていく必要がある。

3 平成29年度気候変動緩和策に関する国際協力のあり方検討会(第1回), 環境省地球環境局,平成29年10月, http://www.env.go.jp/
press/104684.html
4 長期低炭素ビジョン, 環境省中央環境審議会地球環境部会, 平成29年3月, http://www.env.go.jp/press/103822.html.
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