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気候変動問題：排出量削減目標だけでなく総合的な取り組
みも必要（全訳記事）
ＩＰＳJapan 2008/07/18

洞爺湖サミットを前に、各国国会議員有志で作る『地球環境国際議員連盟』はポスト京都議
定書の気候変動政策で、成案を模索している。中国、インドなど新興国は排出量の絶対量の
多い欧米など先進国が削減目標をもっと厳しく設定すべきだと主張。一方、エネルギー効率
の向上こそ重視すべきだとの見解も出された。（全訳記事）

【東京IPS＝ケヤ・アチャルヤ、７月１日】
７日から始まる北海道洞爺湖サミットを前に、各国の国
会議員有志で作る『地球環境国際議員連盟(GLOBE)』の議員
会合が開かれ、著名な政治家と共に２３カ国から約１３３
人の国会議員が参加した。参加者らは２０１３年以降のポ
スト京都議定書の政策課題をめぐり主要先進８カ国(G８)に
何らかの影響を及ぼしたい考えだ。
１９９７年の京都議定書では２０１２年の認証排出削減

今回は東京IPSのケヤ・アチャルヤよ
り、G８開催を前に行われたGLOBEの
議員会合について報告したIPS記事を
紹介します。（IPS Japan 武原真
一）

量(CER：京都議定書の数値目標達成に使用可能な削減
量：IPSJ)を２０００年のレベルにまで削減することを目標
にした。また、先進国が途上国から一部のCERのクレジット
を購入することも認めた。
国連では現在、「京都議定書終了後の２０１３年以降の
新たな枠組み」、さらには「中国やインドといった新興国
も削減義務を負うべきかどうか」について各国から合意を
得るための活発な議論が行われている。
日本はエネルギー効率の優れた技術を持っているにも拘
らず、２０１０年までに議定書の削減目標を達成させよう
と必死に努力を続けている。福田首相は同会合に集まった
国会議員に対し、特に排出量増加が著しい中国、インドの
参加にも触れながら、『より良い』新たな国際的枠組みの
構築を行うよう求めた。
温室効果ガス排出の歴史に基づき国により削減目標は異
なる。そのため、議員会合でも『共通であるが差異ある責
任の原則（地球環境問題に関しては共通責任があるが各国
の責任回避の寄与度と能力とは異なっているという考え

間 厳

取

方：IPSJ）』について各国政府 で しいやり りが続い
た。

地球温暖化防止に取り組む
（NPO）・Climate Groupの役職もつ
とめる、英国のブレア前首相は
「CO２排出削減目標ばかりでなく暫
定的な解決が期待できるような取り
組みも必要である」と語った。（IPS
Japan 武原真一）資料：浅霧勝浩
/IPS
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これまで削減義務のなかった中国やインドなどの途上国

暖化の問題は世界の先進国側に多くの責任があ
る」として、途上国の削減目標の設定に反対している。

は「地球温
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世界全体の参加なくして解決への

しかし、福田首相は「

述

道はない」と べた。

米国の共和党大統領候補ジョン・マケイン上院議員もビ
デオメッセージの中で「急速な経済発展により中国やイン
ドはCO２排出量も年々増加しており、このままでは猛烈な
勢いで大気汚染が進む可能性がある」と語った。
下院の国会議員Vijayendra Pal Singh氏
全 気候変動の会議で世界からインドや中国に過剰
な注目が集まっている、と反論。「インドの一人当たりの
CO２排出量は年間で１３億トン、中国は３４億トンであ
る。一方のヨーロッパは１２０億トン、米国は２００億ト
ンである」と説明した。
一方、インド

は、 ての

W g u gt o氏も「我が国はエネルギー
効率の向上に努力を重ねている。そもそも先進国が排出す
る温室効果ガスがこの問題の主原因であるのに、中国に削
減目標を設定するよう求めるのは不公平ではないか」。
中国の国会議員 an G an a

我々は途上国の排出量削減には注目していないし、我
々の能力を超える取り組みを行うつもりもない。貿易と気
候変動とを結びつけるのはフェアーではない」と訴えた。
「

一方、京都議定書の批准を拒んできた米国は気候変動緩
和への世界的な動きに参加する意向を示すことになりそう

だ。

民 党大統領候補バラク・オバマ上院
議員は「我々は各国首脳陣との議論の席に着かなければな
らない。温室効果ガスの排出に歯止めをかけるのは『我々
が共有すべき責任』である」との声明を出した。
GLOBEの議員会合で 主

暖化防止に取り組むNGO、Climate Group
率いる英国のブレア前首相の考えはこうだ。「各国政府は
CO２排出問題を巡りあれこれと屁理屈を言わず、今後
３０～４０年間で実際に暫定的な解決ができるよう取り組
しかし、地球温

みを行う必要がある」。

固執するのではなく、エネルギー効率
の向上を重視し、これらの技術や各国の非公式協議の開催
などに資金調達を行うべきである」。そして、主要排出国
間の合意がなければ問題解決には至らないと強調した。
「排出目標だけに

言 受
ブ ア
次々
注文をぶつけた。南ア共和国の野党議員Gareth Morgan氏
は「砂漠化を監視する技術や安全な水、食糧の確保を実現
この発 を け、途上国の議員らは レ 前首相に

と
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早急に資金が必要である」と述べ、Singh氏も
「インドでは省エネ対策として豊富な太陽熱を利用するた
めに数百ドル以上の資金が必要だ」と話した。
するためには

ブレア前首相は「途上国への技術移転に必要な資金援助
は今後の本格的な課題であり、海外での開発交渉を進展さ
せる重要な問題である。我々は各国の財務省に頼らず資金
を生み出す方法を模索していかねばならないと思う」と
語った。
世銀専務理事のGraeme Wheeler氏はCO２削減に資するプ
ロジェクトを支援する基金について説明した。世銀には
『クリーン・テクノロジー基金(Clean Technology Fund:
CTF)』、『戦略気候基金(Strategic Climate Fund)』およ
び『大災害債券(Catastrophe Bonds)』といった気候変動対
応基金がある。
リ ・テクノロジー基金』は、CO２排出削減のた
めのクリーンエネルギー技術への移行として途上国に助成
金や融資を行うもので、資金援助総額は５０億ドルにも上
る。一方の『戦略気候基金』は気候変動がもたらす様々な
悪影響を緩和するもので小島嶼開発途上国(SIDS)や後発開
発途上国(LDCs)向けに作られたもので、クリーン・テクノ
ロジー基金に比べると資金援助額の規模は小さい。
『ク ーン

大災害債券』は欧米の投資家が高利率で購入するもの
大災害リスクを証券化したもの。Wheeler氏によると、魅
力は元本を失う危険性の低い分散型の債券であるという。
自然災害の発生した場合に保険金や復興支援金が政府に支
払われる仕組みだ。現在、マラウィが自然災害時の支援と
して世銀と提携を結んでいる。
『

で

Wheeler氏は「気候変動問題をめぐり途上国からの資金調
達の要請は高まりつつある。従って、様々な問題を解決す
るには個々の国との連携を強化する必要がある」と語っ
た。

uresh Prabhu氏は「気候
変動適応資金は２０１５年までに８６０億ドルに達すると
予測されている。貧困国や途上国での気候変動への適応は
長い産業化の歴史から生じたものなので、先進工業国がこ
の責任を負うのは当然である」と語った。
インドの前環境相で国会議員のS

今回G８開催を前にGLOBEの会合で気候変動への適応政策
を議題に挙げたPrabhu氏は、クリーン開発メカニズムのも
とで排出権取引に課税が行われれば資金調達の必要性が高
まるのでは、と考えている。

GLOBEは「議論を重ねた上で実現した２０１２年の気候変
動の枠組みは、ほぼ最終合意に近づきつつある」としてい
る。カナダの国会議員Brian Wilfert氏は新聞記者らに対し
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財布の紐をにぎっているのは我々であ
る。従って、我々としては直接的な評価を得たい。GLOBE
のおかげで、我々はG８の議題として取り上げられる可能性
の薄い課題を優位に推し進めることができる」と話した。
て「国会議員として

Wilfert氏はIPSとの取材に応じ「カナダは
第 束期間である排出
削減の約束にこれまでのところ至っていない。しかし、現
在カナダは非常に積極的な環境保護政策に乗り出し、CO２
の吸収・貯蔵技術に２０億ドルもの資金を投じている」と
語った。（原文へ）
また、

２０１２年に終了する京都議定書 １約

翻訳＝松本宏美（Diplomatt）／IPS
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