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1. はじめに 

2018 年 12 月、カトヴィツェで開催された第 24 回気候変動枠組条約締約国会議（COP24）にお

いてパリ協定の実施指針が合意された。技術執行委員会（TEC）と気候技術センターネットワー

ク（CTCN）からなる技術メカニズムがパリ協定の下での技術協力促進に貢献するものとして位置

づけられているが、その技術メカニズムに対して包括的な指針を与える「技術枠組み」の詳細ル

ールも合意された。 
 
2018 年は主にパリ協定の実施指針作成に関わる作業に費やされた。4 月末から 5 月初頭にかけ

てドイツのボンにおいて開催された第 48 回補助機関会合（SB48）では「パリ協定第 10 条 4 にお

ける技術枠組（技術枠組）」、「パリ協定実施支援に関する技術メカニズムの定期評価のスコープと

モダリティ（定期評価）」、「CTCN の効果的な実施の検討（CTCN レビュー）」について話し合わ

れた。9 月にタイのバンコクで開催された第 48 回補助機関再開会合（SB48-2）では、パリ協定作

業計画（PAWP）の技術議題として、「技術枠組」、「定期評価」の 2 議題が扱われた。これらの議

論を踏まえて 12 月の COP24 では「TEC 及び CTCN の共同年次報告」、「技術メカニズムと条約の

資金メカニズムのリンケージ」、「技術枠組」、「定期評価」について議論を行い、技術枠組みや定

期評価を含むパリ協定の実施指針が採択された。 
 
9 月にボンで開催された第 17 回 TEC 会合では、2019 年から 2021 年にかけての TEC 作業計画

の検討が始まり、10 月にオーストリア・ウィーンで開催された第 12 回 CTCN アドバイザリーボ

ード会合でも 2019-2022 年における CTCN 作業計画をどうするか議論が行われている。パリ協定

の実施指針が合意されたことを受け、2019 年中にはそれぞれの作業計画が固まり、2020 年から実

施されるパリ協定が具体的な形で動き出すことになる。 
 
本報告書では、これら一連の会合における論点を整理し、成果をまとめた。その上で、パリ協

定においてより効果的・効率的な技術協力を進めていくために、これまでの支援実施状況をレビ

ューし、課題と改善点を整理し、今後のあり方について考察を行った。 
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2. 第 48 回補助機関会合（SB48） 

4 月 30 日～5 月 10 日、ドイツ・ボンにおいて、国連気候変動枠組条約の下での「パリ協定特別

作業部会（APA）」第 1 回会合第 5 部及び「科学上及び技術上の助言に関する補助機関（SBSTA）」

及び「実施に関する補助機関（SBI）」の第 48 回会合が開催された。 
技術関連議題として、「SBSTA 議題 5 パリ協定第 10 条 4 における技術枠組（技術枠組）」、「SBI

議題 14(a) パリ協定実施支援に関する技術メカニズムの定期評価のスコープとモダリティ（定期

評価）」、「SBI 議題 14(b) 気候技術センター・ネットワーク（CTCN）の効果的な実施の検討（CTCN
レビュー）」について話し合われた。 

「技術枠組」については、4/30、5/1、5/2、5/3、5/4、5/7、5/8 の 7 回にわたる非公式会合にお

いて議論し、SBSTA 議長が作成した一次ドラフト（initial draft）を歓迎し、今回の議論を踏まえ

て更新したドラフトを用いて次回のセッションで継続協議をすることを決めた結論文書案に合意

し、5/10 の SBSTA プレナリーにおいて結論文書が採択された（FCCC/SBSTA/2018/L.7）。 
「定期評価」については 5/1、5/2、5/3、5/4、5/5、5/7 の 6 回にわたる非公式会合の中で議論し、

共同ファシリテーターが各国の見解をまとめたインフォメーションノートを作成したことに留意

し、次回のセッションでこれを考慮して議論を継続することを決めた結論文書案に合意し、5/10
の SBI プレナリーにおいて結論文書（FCCC/SBI/2018/L.2）が採択された。 

「CTCN レビュー」については 4/30、5/2、5/3、5/5、5/7、5/8、5/9 の 7 回にわたる非公式会合

において議論し、CTCN レビューに関する決定文書案（FCCC/SBI/2018/L.15/Add.1）を COP24 で

採択することを推奨した結論文書案について合意し、SBI プレナリーにおいて結論文書

（FCCC/SBI/2018/L.15）が採択された。 
 
2.1. SBSTA48：議題 4. パリ協定第 10 条 4 項における技術枠組 

(1) 概要 
COP21 決定において、技術メカニズムの作業に対して包括的なガイダンスを提供するための「技

術枠組」に関する具体的検討を SBSTA44 より開始するとともに、技術枠組に関し、CMA1 におい

て COP が CMA に対して勧告した内容が検討・採択することが要請された。 
SBSTA44 では、技術枠組の具体的検討について最初の意見交換が実施され、事務局に対し、条

約内外の技術開発・移転に関する活動とイニシアティブのマッピングに関するインフォメーショ

ンノートを準備することを要請するとともに、締約国に対しては、各国の見解に対するサブミッ

ションを招請した。 
SBSTA45 では、技術枠組の特徴、目的及びキーテーマについて議論し、「特徴」については、「短

く、簡潔で、バランスが取れ、一貫性があり、時間の経過による変化にフレキシブルなもの」と

することで合意。「キーテーマ」については、各国のサブミッションの内容をまとめた共同ファシ

リテーターノート（以下 CF ノート、交渉上のステータス無し）に基づいて議論を行い、①イノ

ベーション、②実施、③促進環境と能力開発、④協力とステークホルダー・エンゲージメント、

⑤支援とすることで合意した。加えて、技術枠組の「原則」と「構成」に関する追加的なサブミ

ッションが招請された。 
SBSTA46 では、SBSTA45 における検討及び「原則」と「構成」に関するサブミッションに基づ

いて更なる検討を行い、「原則」について「一貫性（coherence）」、「包括性（inclusiveness）」、「結

果志向（result oriented approach）」、「変革的（transformation）」「透明性（transparency）」の 5 項目と

することに合意するとともに、技術枠組の一時的な（possible）章立てとしてとして、「目的」、「原
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則」、「キーテーマ」を設けることに合意した。また、SBSTA46 は TEC 及び CTCN に対し、（a）
キーテーマ及び技術サイクルを踏まえ、パリ協定の実施に係る過去及び現在進行中の活動、（b）
利用可能な資源及びマンデート・機能内で、TEC・CTCN が個別及び共同で実施可能な追加的活

動、についての情報提供を招請した。 
SBSTA47 では、これまでの進捗及び TEC・CTCN より提供された情報を考慮し、更なる検討を

行った。その結果、SBSTA 議長に対して、SBSTA45 以降の本議題に係る進捗に基づき、2018 年 3
月 15 日までに技術枠組の初期ドラフトを作成することが招請された。 

これを受け、2018 年 3 月に SBSTA 議長が準備した技術枠組の初期ドラフトが公表された 1。 
SBSTA48 ではノルウェーの Ms. Mette Møglestue とベリーズの Mr. Carlos Fuller を共同ファシリ

テーター（CF）とし、7 回の非公式会合が開催された。本セッションでは SBSTA 議長の準備した

技術枠組のドラフトに沿い、5 つのキーテーマを中心に議論された。なお 5 つのキーテーマは以

下のとおり：(1) イノベーション（Innovation）、(2) 実施（Implementation）、(3) 促進環境とキャパ

シティビルディング（Enabling environment and capacity building）、(4) 協力及びステークホルダー

関与（Collaboration and stakeholder engagement）、(5) 支援（Support）。各キーテーマにおける各国

の見解を踏まえ、CF が技術枠組のドラフトを更新し 2、次回 SBSTA48 の第 2 部にて継続協議する

こととなった。SBSTA プレナリーにおいては結論文書案（FCCC/SBSTA/2018/L.7）が採択された。 
 
(2) 論点 

 「イノベーション」について、イノベーションや協力的 RD&D を進めるにあたり、資金メカ

ニズムや他の条約下機関とのリンケージが重要、途上国が協力的 RD&D を進めることが出来

るように支援が必要であることを追記すべきといった指摘があった。また、技術サイクルの

全ての段階に対する支援が必要とのパラを削除すべきという主張に対しイノベーションを促

進するために知的財産権（IPR）に関する既存の枠組を見直す必要があり、技術サイクルのす

べての段階への支援について削除することは反対との声があがった。また、民間セクターの

参画促進、官民連携の強化が重要であるといった指摘もあった。 
 「実施」について、本キーテーマ下でグローバルストックテイク（GST）に言及したパラが

あるが、個別キーテーマ下でなく全体にかかる問題であり、GST 交渉を予断すべきでないと

して、当該部分を削除すべきであると指摘があったのに対し、この削除に反対する意見もあ

った。また、「障壁」について記載されたパラについて、促進環境とキャパビルのテーマで扱

うべきというコメントがあった。さらに、技術ニーズ評価（TNA）だけでなく、移転の準備

ができている技術の評価について追記する提案もあった。 
 「促進環境とキャパシティビルディング」について、公的資金を通じた技術アクセスの向上、

パリ協定 9 条 5 項に言及しつつ、公的資金の重要性及び先進国がリードする必要性を強調す

る意見に対し、公的資金に限らず民間資金の重要性についての指摘もあった。 
 「協力及びステークホルダー関与」については、時間が足りず協議されなかったが、別キー

テーマの議論時に世界貿易機関（WTO）や世界知的財産機関（WIPO）との連携が重要であ

ると発言があった。 
 「支援」について、パリ協定 9 条 5 項への言及を追加する提案に対し、当該条項は締約国へ

                                                        
1 https://unfccc.int/resource/docs/2018/sbsta/eng/sbsta48.informal.1.pdf 
2 
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbst
a-48#eq-9 
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 今次会合の結果を反映した技術枠組のドラフトについて、次回 SBSTA48 の第 2 部にて継続協

議する（パラ 4）。 
 
2.2. SBI48：議題 14 (a)パリ協定実施支援に関する技術メカニズムの定期評価のスコープと方法 

(1) 概要 
COP21 決定（Decision 1/CP.21 パラ 69）により、技術メカニズムに対して提供される支援の効果

（effectiveness）及び妥当性（adequacy）の定期的評価を行うことが決まり、SBI44 よりパリ協定

実施支援に関する技術メカニズムの定期評価のスコープと方法についての検討が始められた。 
SBI44 では定期評価のスコープとモダリティのあり方について締約国及びオブザーバー組織に

サブミッションを招請することが決まり、定期評価範囲には、(a)技術メカニズムの有効性及び(b)
技術メカニズムに提供された支援の妥当性の 2 側面あることなどが確認された。SBI45 では実質

的な議論はなく、サブミッション提出締め切り前ということもあり、1 回開催された非公式会合

の中で、SBI46 において検討を継続することが合意された。SBI46 では各国からのサブミッション

をもとに議論が行われ、UNFCCC 事務局にレビュー実施に関わる技術ペーパーを SBI47 までに準

備するよう要請し、本議題の継続協議は SBI48 で行うことが決まった。 
UNFCCC事務局がまとめた条約及び京都議定書の下で行われた定期評価に関連する様々なレビ

ューの経験、教訓、ベストプラクティスのテクニカルペーパー（FCCC/TP/2017/5）は(a) 適応委員

会（AC）、(b) 適応基金（AF）、(c) 2/CP.7 決定にもとづく途上国におけるキャパシティビルディン

グのための枠組、(d) 3/CP.7 決定にもとづく移行経済国におけるキャパシティビルディングのため

の枠組、(e) 非附属書 I 国の国別報告書に関する専門家諮問グループ（CGE）、(f) 技術移転に関

する専門家グループ（EGTT）、(g) 資金メカニズム、(h) 後発開発途上国専門家グループ（LEG）、

(i) 特別気候変動基金（SCCF）、(j) 気候変動に関連する損失と被害のためのワルシャワ国際メカ

ニズム（WIM）におけるレビューの概要をまとめたもの。上記 10 機関/組織において、(1)誰がレ

ビューを実施したか、(2)どのようにレビューは実施されたか、(3)レビューの情報源としてどのよ

うなものが使われたか、(4)いつレビューは実施されたのか、(5) レビューの成果はどのように使

われたのか、という観点から情報を整理している。 
SBI48 では米国の Ian Lloyd とメキシコの Claudia Octaviano Villasana が共同ファシリテーター

（CF）とし、6 回の非公式会合が開催された。本議題は COP21 決定において 2019 年 11 月の COP25
で採択する（パラ 70）こととされていたが、COP23 決定の中で 2018 年 12 月の COP24 において

作業を完了させるパリ協定作業計画（PAWP）の 1 つに位置づけられており、作業完了時期が明確

になっていなかったものの、CF は COP24 における採択する意向を示した。また、定期評価のス

コープとモダリティそれぞれのあり方について議論し、CF が各国の見解をまとめた非公式ノート

（SBI48.IN.i14a.2）を作成するとともに、結論文書案（FCCC/SBI/2018/L.2）が採択された。なお、

インフォメーションノートは非公式会合での議論を踏まえて改訂され、UNFCCC のホームページ

上で公表されているが、文書としての公式なステータスはなく、議論のためのツールとしての位

置づけられている（ノン・ペーパー）。 
 
(2) 論点 

 スコープについて、支援の妥当性を中心に議論すべきとの主張に対し、「技術メカニズムの有

効性」と「技術メカニズムに提供された支援の妥当性」の 2 つを扱うことで合意していると

の指摘があった。また、スコープの 1 つである支援の妥当性において支援の規模、もしくは

支援の水準を追記する必要があることを主張し、インフォメーションノートに追記されてい
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【Box】UNEP のマネジメントレスポンス（FCCC/SBI/2018/INF.5）概要 

1) 各国内ステークホルダーにおける国別指定機関（NDE）の認知向上：NDE 等へのワーク

ショップを継続。NDE が他のフォーカル・ポイントとコーディネーション促進 
2) CTCN のガバナンス改善、AB の役割強化：CTCN AB が戦略的ガイダンスを提供できるよ

う機能強化 
3) 先進国 NDE の役割明確化：CTCN 諮問委員会によるペーパー（AB/2014/3/3）を踏まえた

機能。プロボノ貢献にも期待 
4) 追加的資金の検討：ドナー会合を開催、潜在的ドナー国への働きかけ 
5) CTCN と GCF/ GEF の更なる連携：GCF 事務局や GEF 事務局と協議継続 
6) 技術支援の効率化：小規模リクエストに対し迅速な技術支援（FTA: Fast Technical 

Assistance）対応を検討 
7) 地域会合やインキュベータープログラムを通じた能力開発支援：引き続き NDE に対しキ

ャパシティビルディングを実施 
8) 途上国内における CTCN サービスの認知向上：各国言語によるアウトリーチ用素材の提供 
9) ネットワークメンバー関与の強化：技術支援においてネットワークメンバーを活用する割

合を増やしていく 
10) 資金アレンジの透明性強化： CTCN 諮問委員会とのコミュニケーションを増やす 
11) AB が上記推奨事項を機能させる：歓迎 

 
 
(2) 論点 

 マネジメントレスポンスについて、多くの国がこれを歓迎した。マネジメントレスポンスを

迅速に実施に移すこと、先進国 NDE が果たす役割としてリソースを提供すべき、CTCN の資

金不足はより大きな枠組みの中で検討する必要があるといったコメントもあった。マネジメ

ントレスポンスの内容について概ね受け入れられ、これらのコメントを踏まえ CF が COP24
で採択する決定文書案及び今次会合の結論文書案を準備することとなった。 

 CF が作成した決定文書一次案（Version 1 of 2 May 21:00 hrs）において、パラ 3 で必要なこと

が包括的にカバーされており、CTCN による具体的な行動を記したパラ 4 以下は不要である

とする意見があった。他方、NDE に対する支援の継続や、CTCN 活動において持続的な資金

確保が課題であることは重要でありパラ 4 以下を削除することに反対の声もあり、見解が分

かれた。前者は特定のマネジメントレスポンスの内容を取り上げるのではなく、全てのレス

ポンスをバランスよくカバーするべきであり、概要的な内容のパラ 1-3 だけに絞るべきとい

う立場であり、後者は特に重要なマネジメントレスポンスは強調すべきとの立場に立ってい

る。パラ 5 において移行経済国を追記することを求める主張もあった。議論はしばらく平行

線を辿っていたが、議論を進めるためにパラ 4（NDE 支援の継続）については受け入れる方

針を示す国が出てきたことから、この案をもとに非公式-非公式会合やハドルで協議が重ねら

れ妥協案が提示された。しかし、一部の国がマネジメントレスポンスには非付属書 I 国の支

援にしか言及されていないことについて懸念を示し妥協案に反対したため、その後も協議は

続けられ、最終的にはプレナリーで移行経済国の立場がバランスある形で反映されていない

旨のステートをする代わりに、妥協案は受け入れられた。 
 







11 

3. 第 48 回補助機関会合第 2 部 （SB48-2） 

2018 年 9 月 4 日から 9 月 9 日にかけて、タイ・バンコクにおいて「パリ協定特別作業部会第 1
回会合第 6 部」（APA1-6）及び 2 つの補助機関の第 48 回再開会合（SB48-2）が開催された。パリ

協定作業計画（PAWP）の技術議題として、「SBSTA 議題 5 パリ協定第 10 条 4 における技術枠組

（技術枠組）」、「SBI 議題 14(a) パリ協定実施支援に関する技術メカニズムの定期評価のスコープ

とモダリティ（定期評価）」の 2 議題が扱われた。 
「パリ協定第 10 条 4 における技術枠組（技術枠組）」については、10 回にわたる非公式会合の

中で 5月の SBSTA48 にて検討を開始したドラフト文書をもとに 5つのキーテーマ毎に交渉を進め、

CMA 決定文書の要素案テキストが作成された。今次会合における各国の見解を踏まえ、共同ファ

シリテーターが技術枠組のドラフトを更新し、次回 SBSTA49 にて議論し最終化を目指すこととな

った。 
「パリ協定実施支援に関する技術メカニズムの定期評価のスコープとモダリティ（定期評価）」

については、6 回にわたる非公式会合が開催された。共同ファシリテーターが各国の見解をまと

めたインフォメーションノートをもとに、セクション I（スコープ）、セクション II（モダリティ）

それぞれについて検討を行った。共同ファシリテーターが作成した決定文書案のテキストについ

ては交渉の時間がなかったため全文がブラケットに入れられ、非公式ノートについては合意され

ていない箇所をブラケットに入れた形で Annex として決定文書案に添付し、カトヴィツェで交渉

を継続することとなった。 
SB48-2 閉会プレナリーでは、バンコクセッションにおける SBI/SBSTA 議題の進捗をまとめた結

論文書（FCCC/SBI/2018/L.19）が採択された。 
 
3.1. SBSTA 議題 5 パリ協定 10 条 4 項に基づく技術枠組 

(1) 概要 
COP21 決定（Decision 1/CP.21 パラ 69）により、技術メカニズムに対して提供される支援の効果

（effectiveness）及び妥当性（adequacy）の定期的評価を行うことが決まり、SBI44 以降、検討が

続けられている。SBI48では定期評価のスコープとモダリティそれぞれのあり方について議論し、

共同ファシリテーターが各国の見解をまとめたインフォメーションノート（SBI48.IN.i14a.2）を作

成した。SBI48-2 ではこのインフォメーションノートをもとに、(1) イノベーション（Innovation）、
(2) 実施（Implementation）、(3) 促進環境とキャパシティビルディング（Enabling environment and 
capacity building）、(4) 協力及びステークホルダー関与（Collaboration and stakeholder engagement）、
(5) 支援（Support）の 5 つのキーテーマ及び技術枠組の「原則」と「構成」について議論を行っ

た。共同ファシリテータ（CF）をノルウェーの Ms. Mette Møglestue とベリーズの Mr. Carlos Fuller
が務め、議論の結果、CMA 決定文書の要素案テキストが作成された。また、今次会合における各

国の見解を踏まえて CF が技術枠組のドラフトを更新し、次回 SBSTA49 はそれをもとに議論を行

い、技術枠組について最終的に合意を目指すこととなった。 
 
(2) 論点 

 イノベーションの協力的研究開発・実証（RD&D）への途上国の参画強化に関するパラにつ

いて、協力的 RD&D に関する記述が多く偏っていることを理由に削除を主張する国があった

一方、途上国が協力的 RD&D を進めるには支援が不可欠であるとして削除に反対する国もあ

り、見解が分かれている。 
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4. Also requests the Technology Executive Committee and the Climate Technology Centre and Network 
to include information on how they have responded to the request referred to in paragraph 3 above in 
their joint annual report to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Paris Agreement for 2019 or XXX; 

5. Further requests the Technology Executive Committee and the Climate Technology Centre and 
Network to report on the progress of their work in implementing the technology framework in their 
joint annual reports to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris 
Agreement; 

6. {placeholder for guidance to other UNFCCC bodies in relation to the operationalisation of the 
technology framework}; 

7. {placeholder for linkages to other process/mechanism, e.g. periodic assessment of the Technology 
Mechanism}. 

 
 TEC と CTCN は、それぞれの機能と義務に従って、CMA のガイダンスの下、技術枠組を実

施することを決定する（パラ 2） 
 TEC と CTCN に、技術枠組に含まれるガイダンスを、それぞれ既存の作業様式に沿った形で

作業計画と作業計画に組み入れることを求める（パラ 3） 
 TEC と CTCN に、上記パラ 3 で言及されたリクエストにどのように対応したかに関する情報

を COP への 2019 年もしくは XXX 年の共同年次報告書に含めることを求める（パラ 4） 
 TEC と CTCN に、技術枠組の実施における進捗状況を COP への共同年次報告書の中で報告

することを求める（パラ 5）。 
 
3.2. SBI 議題 14．(a)「パリ協定実施支援に関する技術メカニズムの定期評価のスコープとモダ

リティ」 
(1) 概要 
議題 14 (a) 「パリ協定実施支援に関する技術メカニズムの定期評価のスコープとモダリティ」

については、Ian Lloyd（米国）と Claudia Octaviano Villasana（メキシコ）が共同ファシリテータ

ーをつとめ、6 回の非公式会合が開催された。 
COP21 決定（Decision 1/CP.21 パラ 69）により、技術メカニズムに対して提供される支援の効果

（effectiveness）及び妥当性（adequacy）の定期的評価を行うことが決まり、SBI44 以降、検討が

続けられている。本セッションでは、SBI48 までの議論に基づき共同ファシリテーターが作成し

たインフォメーションノート（SBI48.IN.i14a.2）をもとに協議を継続した。その結果、非公式ノー

トのセクション I（スコープ）及びセクション II（モダリティ）のストリームライン化が進むとと

もに、共同ファシリテーターが作成した決定文書案のテキストが提示された。決定文書案のテキ

ストについては交渉の時間がなかったため全文がブラケットに入れられ、非公式ノートについて

は合意されていない箇所をブラケットに入れた形で Annex として決定文書案に添付し、カトヴィ

ツェで交渉を継続することとなった。 
 
(2) 論点 

 セクション I（スコープ）について、定期評価のマンデートについて記載したパラ 1 とパラ 2
を統合させることでストリームライン化された。Adequacy of support として、Gap of support
を追加するかどうか、Scale of support を削除するかどうかで見解がわかれており、プレース
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 定期的評価は、簡潔で、無駄がなく、実行可能であり、透明性があり、効率的で、結果指向

的で包括的かつ参加型のものであるべきとする（パラ 3）。  
 定期評価は 2022 年 11 月開催予定のセッションで完了させるため、2021 年 11 月に開催予定の

セッションで開始するものとする（パラ 4）。 
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4. 第 17 回技術執行委員会（TEC17） 

平成 30 年 9 月 25−28 日にドイツ・ボンにおいて第 17 回技術執行委員会（17th meeting of the 
Technology Executive Committee: TEC17）が開催された。 
 
4.1. 開会 

2018 年度 TEC 議長の Ms. Claudia Octaviano（メキシコ）より開会挨拶がなされた。 
 
4.2. 組織的事項 
4.2.1. アジェンダの採択 

アジェンダ（TEC/2018/17/1、2）が採択された。 
 

4.2.2. 作業概要（Organization of work） 
本会合における作業スケジュール（TEC/2018/17/3）が合意された。 
 

4.2.3. メンバーシップ 
前回以降、メンバーの変更はないことが報告された。 

 
4.3. 関連会合・取組みの報告 
4.3.1. 第 48 回補助機関会合（5 月のボンセッション及び 9 月のバンコクセッション）の結果 

UNFCCC 事務局より SB48、SB48-2 の成果及び SB48 における TEC としてのイベント参加につ

いて説明があった。 
 

4.3.2. 2018 年における TEC 関連の地域イベント 
TEC が主催した地域イベントについて、出席した委員各位より報告があった。 

 
4.3.3. COP24（カトヴィツェ）の見通し 

UNFCCC 事務局より COP24 への見通しとして、スケジュールや技術議題に関連する事項につ

いて説明があった。タラノア対話は１週目テクニカルフェーズ、2 週目政治フェーズとしており、

その中で IPCC による 1.5℃特別報告書（SR1.5）についても報告される予定であること、次回

TEC18 でも IPCC 関係者を招聘し SR1.5 の紹介を依頼することも一案であること等が説明され、

複数の TEC メンバーがこれに賛成した。 
 
4.3.4. 技術ファシリテーションメカニズム（TFM） 

国連経済社会局（UN DESA）がオンラインにて参加し、持続可能な開発目標（SDGs）の達成

のために立ち上げられた TFM の概要とこれまでの活動進捗について説明した。TFM の柱の一つ

である科学技術イノベーション（STI）フォーラムでは、2019 年に気候変動を扱うことなどが説

明された。 
 
4.3.5. そのほか 

Mr. Mareer Husny（モルディブ）より、国家適応計画（NAPs）EXPO に出席したこと、Mr. Suil 
Kang より気候技術センター・ネットワーク（CTCN）のアジア地域会合に出席したこと等が報告



17 

された。 
 
4.4. CTCN 関連事項 

CTCN 諮問委員会（CTCN-AB）議長（Ms. Maia Tskhvaradze）より、SB48 で CTCN レビューの

ドラフト結論文書案が合意され COP24 に送られたこと、第 12 回 CTCN-AB では 2019−22 年の作

業計画や年次予算について検討すること、今後TECと連携し技術枠組の要素についてそれぞれの

分担等を議論したいこと等が説明された。 
CTCN 事務局長（Mr. Jukka Uosukainen）より、CTCN の活動状況が説明された。地域ごとに担

当マネジャーを決め、技術支援（TA）等 CTCN が提供するサービス全てのフォーカルポイントと

したこと、また TA のインパクト評価を開始したこと等報告がなされた。 
 
4.5. 2016-18 年作業計画の実施 
4.5.1. 技術ニーズ評価 
4.5.1.1. 促進環境と障壁のマッピング 

UNEP DTU パートナーシップ（UDP）より、TNA、NDC 及び CTCN の TA を情報源とした促進

環境と障壁のマッピング資料（TEC/2018/17/4）について説明があった。Mr. Pedro Borges（ベネズ

エラ）は、例えば補助金は文脈によって促進環境にも障壁にもなり得ることを例示しつつ、単純

な分類は難しいことを指摘した。Mr. Ian Lloyd（米国）は、提示された資料における政府や資金メ

カニズムの役割に関するセクションについて、作業の目的から逸れており削除するべきであると

指摘した。各委員からのコメントを踏まえ、TNA タスクフォースにて継続検討することとなっ

た。 
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表 4-1 障壁と促進要因の分類 

 
（出典）TEC/2018/17/4 
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図 4-1 NDC、TNA、CTCN 技術支援における障壁 
（出典）TEC/2018/17/4 Figure12 

 

 

図 4-2 NDC、TNA、CTCN 技術支援における促進要因 
（出典）TEC/2018/17/4 Figure13 
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4.5.1.2. 新 TNA/TAP レポートの TNA 第 2 フェーズプロジェクト概要 
UNFCCC 事務局より、TNA 及び技術行動計画（TAP）の第二フェーズ報告書に関する資料

（TEC/2018/17/5）が説明された。緩和ではエネルギー及び運輸（図 4-3）が、適応では農業、水、

沿岸地域及び森林の優先順位が高い（図 4-4）ことが挙げられていることが報告された。「TNA
第一・第二フェーズ間における技術ニーズの違いについて、技術分野ごとに大きく異なる理由は

何か」という TEC 委員からの質問に対し、事務局は「第一・第二フェーズでは対象国が異なるこ

と、また第一フェーズの際にはパリ協定も NDC も存在しなかったこと等が考えられる」と説明さ

れた。 
 

 
図 4-3 緩和における優先順位の高いサブセクター 

（出典）TEC/2018/17/5 Figure5 
 

 
図 4-4 適応における優先順位の高いセクター 

（出典）TEC/2018/17/5 Figure6 
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4.5.1.3.  TNA プロセスと NAP 策定・実施プロセスの整合 
UNFCCC 事務局より、TNA と NAP プロセスの連携に関するドラフト（TEC/2018/17/6）につい

て説明があり、特段の修正なく最終化することが合意された。 
 
4.5.2. 気候技術ファイナンス 
4.5.2.1. SCF へのインプット 
資金メカニズム実施機関へのガイダンスに係る資金に関する常設委員会（SCF）へのインプッ

トついて、UNFCCC 事務局より説明された（TEC/2018/17/7）。TEC における南南協力に関する検

討を踏まえ、複数の委員より、南南協力の要素を含む案件については案件申請・審査プロセスを

簡易化することを検討するよう GCF 及び GEF に要請することが提案されたが、これに対し強い

反対があり、議論の結果、当該提案は含めない形で SCF へのインプットが合意された。 
 
4.5.2.2. GCF による条約下機関を招いた年次会合へのインプット 

GCF 事務局より、GCF はレディネスや実際のプロジェクト／プログラム支援を通じて、また

TEC・CTCN との協力を通じて、技術開発・移転を支援していることが説明された。前回の GCF
第 20 回理事会（B.20）では議論が進まずに議題が多く残ってしまったことから、B.21 に予定され

ていたイノベーション（インキュベーター＆アクセラレーターの公募 ToR 最終化）に関する議論

は、2019 年に持ち越しとなったことなどが説明された。 
 
4.5.2.3. ポズナン戦略計画の評価報告に関するアップデート 
地球環境ファシリティ（GEF）がオンラインで参加し、GEF の技術移転に係る支援プログラム

であるポズナン戦略計画（PSP）の状況について報告した。また TEC が過去に実施した PSP 評価

の更新作業に必要となる、PSP下で実施された事業の中間評価報告書について、16のうち11が提

出済であることが報告された。これを踏まえ、TEC にて PSP 評価の更新作業を開始し、次回

TEC18 までにドラフトを準備することについて合意した。 
 
4.5.3. 緩和技術 
4.5.3.1. TEM-M の成果をもとにした今後取るべき行動についてのレコメンデーション 

緩和タスクフォースを代表し Ms. Elodie Trauchessec（フランス）より、緩和に係る技術専門家

会合（TEM-M）の成果に基づいたレコメンデーション（TEC/2018/17/8）について説明がなされた。

2018 年の TEM-M テーマは、廃棄物発電を含むサーキュラーエコノミーであったことを踏まえ、

Ms. Elodie Trauchessec（フランス）はサーキュラーエコノミー実現のために関連機関が研究開発

（R&D）及び配置・移転へのファイナンスを提供することを招請するメッセージの重要性を強調

したが、R&D への資金提供について記載することに反対があり、その結果、「イノベーション及

び配置・移転へのファイナンスが重要」との文言に修正して合意された。 
 

4.5.3.2. 2020 年以前の実施・野心に関する COP24 でのストックテイク 
UNFCCC 事務局より、2020 年以前の実施・野心に関する COP24 でのストックテイクについて

（TEC/2018/17/9）説明があり、特段のコメントなく合意された。 
 

4.5.3.3. NDC 及び NAP の実施支援における南南/三角協力の可能性 
緩和・適応合同タスクフォースを代表し Ms. Alysha Bagasra（ニュージーランド）より、NDC 及
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び NAP の実施支援における南南協力 /三角協力の可能性に関する国連南南協力オフィス

（UNOSSC）との共同出版物ドラフト（TEC/2018/17/10）の概要が報告された。南南協力の障壁と

して資金の問題のみが言及されている点について、TEC 委員より他の障壁もあるのではないかと

の指摘があった一方、資金が重大な障壁であり明記するべきであるとの主張もあった。既に様々

な資金はあるが、その資金へ如何にアクセスするかが課題であり、それを解消するには情報共有

やマッチング等のコーディネーションが重要であるとのコメントもあった。これら議論を踏まえ、

タスクフォースが COP24 までに共同出版物を最終化させることとなった。 
 
4.5.4. 適応技術 
4.5.4.1. NDC 及び NAP の実施支援における南南協力/三角協力の可能性 

NDC 及び NAP 実施のための適応・緩和技術に係る南南協力の検討について、前述議題 5. (c)緩
和技術 iii に記載の通り。 

 
4.5.4.2. TEP-A 
Mr. Mareer Mohamed Husny（モルディブ）より、2018 年に開催した各地域での適応に関する TEM
（TEM-A）等の結果を踏まえて、今後適応委員会（AC）のワーキンググループで TEM-A へのイ

ンプットを検討予定であると説明があった。また 2019 年の TEM-A テーマは適応ファイナンスで

あること、よって今後そのための準備と、2020 年のテーマ検討を AC のワーキンググループで進

めていく予定であることが共有された。 
 
4.5.5. イノベーション、RD&D 
4.5.5.1. イノベーションに関する TEC ブリーフ 
イノベーションのタスクフォースを代表し、Mr. Michael Rantil（スウェーデン）より起業家への

エンゲージメントに関する TEC ブリーフ（TEC/2018/17/11）が紹介された。いくつか修正コメン

トがあり、それを踏まえて COP24 までに最終化することに合意した。 
 

4.5.5.2. 新たな技術のイノベーション 
新たな技術のイノベーションについて、タスクフォースを代表し Mr. Suil Kang（韓国）より背

景資料（TEC/2018/17/12）が説明された。2019 年に技術ペーパーを作成した上でイベントを開催

し、その結果をもとに TEC ブリーフを作成して COP25 に向けて完成するといった案が提示され

た。TEC 委員より、「TFM のターゲット分野にも新興技術が含まれることから、例えば新たな技

術が社会や環境に及ぼすネガティブな影響の評価方法等において協力して検討してはどうか」、

「気候変動分野における新しい技術が、他の持続可能な開発目標（SDGs）にどのように貢献でき

るかも検討すべき」、「新しい技術については慎重な検討が必要である」、「他にも重要な議題があ

るため 2019 年の作業は全体のバランスを見て決める必要がある」こと等のコメントがあった。こ

れを受け、次回 TEC18 にて 2019−21年の作業計画を検討する際に継続議論することとした。 
 
4.5.6. 新規・分野横断的事項 
4.5.6.1. TEC とロス・ダメのためのワルシャワ国際メカニズム執行委員会の共同政策ブリーフ 

TEC とロス＆ダメージのためのワルシャワ国際メカニズム（WIM）執行委員会（ExCom）の共

同で作成する政策ブリーフのドラフト（TEC/2018/17/13）について、タスクフォースを代表し Ms. 
Adelle Thomas（バハマ諸島）より説明があった。沿岸地域に関するリスク評価、リスク対処、回
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復と復旧について記載する章立てとする案が報告された。これに対し TEC 委員からは、一部に

TEC の作業範囲や知見を超える内容が一部含まれているとの指摘があった。その他委員からの意

見も踏まえ、タスクフォースにて作業を継続することとなった。 
 
4.5.6.2. 内生キャパシティ・技術の開発・強化 

Ms. Mareer Husny（モルディブ）及び RINGO がタスクフォースを代表し、内生キャパシティ・

技術（Endogenous capacity and technologies）の開発・強化についての調査結果（TEC/2018/17/14）
を報告した。内生キャパシティ・技術の概念について共通理解がなかったことから、NDEやオブ

ザーバー等の主要関係者にアンケート調査を実施したもの。TEC 委員からは、「具体的な指標の検

討なしには作業を進めるのが難しい」、「後発開発途上国専門家グループ（LEG）や ExCom とも協

力して作業を進めてはどうか」といったコメントがあった。これらの指摘を踏まえ作業を継続し

つつ、タスクフォースにて調査結果のサマリーを COP24 までに作成することとした。 
 
4.6. コミュニケーション・アウトリーチ 

UNFCCC事務局より、TECのコミュニケーション・アウトリーチに関する概要及び課題が報告

された。またアウトリーチ強化のための臨時タスクフォースを代表し、Mr. Michael Rantil（スウェ

ーデン）より検討状況が報告された。TEC 委員からは、「TEC の地域イベントへの参加・協力が

今年の大きな成果の一つであり、今後も継続していくべきである」、「TEC の成果を示すにはメデ

ィアとのパートナーシップを強化する事が重要であり、メディアへのブリーフィングや資料提供、

ジャーナリストの招聘等も検討してはどうか」といったコメントがあった。以上を踏まえ、次期

作業計画の検討の際にも、コミュニケーション・アウトリーチを重要な課題として検討すること

とした。 
 
4.7. TEC 作業のインパクトのモニタリングと評価 

UNFCCC事務局より、前回TEC16にて 6つの各タスクフォースがそれぞれの分野における作業

のインパクトについて検討することとしていたが、時間等の制約により実施できなかったとの説

明があった。次期作業計画を検討する際に、インパクトの検討を優先作業として組み込むことの

提案があり、合意された。 
 

4.8. TEC/CTCN 2017 年共同年次報告書 
4.8.1. COP へのキーメッセージとレコメンデーション 
イノベーション（TEC/2018/17/15.1）、内生キャパシティ・技術（TEC/2018/17/15.2）、南南/三

角協力（TEC/2018/17/15.3）及び TNA（TEC/2018/17/15.4）について、それぞれ COP24 へのキー

メッセージを検討した。南南/三角協力については、資金に関する障壁について明示的にメッセ

ージとして出す必要があるという主張に対し、強い反対もあり、結果的に、資金に限らず様々な

障壁に対応していく必要がある旨を含めたキーメッセージが COP24 へ送られた。なお、内生キ

ャパシティ・技術については、現時点で検討が不十分であることから、今回キーメッセージは出

さないこととなった。 
 

4.8.2. TEC の活動とパフォーマンスの報告 
共同年次報告書（TEC2018/17/16）のうち TEC の活動報告を記載する章において、TEC が直面

した課題や教訓等を記載することとなっており、その内容について各委員が意見を提示した。複
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数の TEC の委員より TEC の予算不足により十分な活動ができなかったことを課題として記載す

るべきであると主張があったの対し、十分な活動ができなかったのは資金不足に限らず人的・時

間的制約もあったこと等によるとの反論があった。UNFCCC 事務局は、事務局予算はコア予算と

追加的予算に分かれるが、技術については日本の JPO 支援を始めとして追加的な支援を多く受け

ていることに謝意を示し、今後更に追加での貢献を呼び込むにはポジティブなメッセージを出す

必要があるのではないかとコメントした。これらを踏まえ、ドナーからの貢献を認識しつつ、資

金が課題の一つであったことを含めたテキストが合意された。 
 

4.8.3. TEC・CTCN 共同章 
UNFCCC 事務局より、TEC・CTCN の共同章ドラフト（TEC/2018/17/17）について説明があっ

た。微細な修正提案があった上で、CTCN-AB12 会合の後に TEC 議長・副議長と CTCN-AB 議

長・副議長が当該ドラフトを最終化することに合意した。 
 
4.9. TEC からタラノア対話へのインプット 

タラノア対話へのインプットに係るドラフト（TEC/2018/17/18）ついて、Mr. Ayele Anabo（エチ

オピア）が説明した。TEC 委員からは、非国家主体との対話を強化することが重要であり、TEC
としてこれらとの対話をどのように強化するのかについて強調すべきではないか等のコメントが

あり、それらの指摘を踏まえて修正した文書に合意した。 
 
4.10. 2019-2021 年 TEC 作業計画の要素 

TEC議長は、次期作業計画は今回要素の検討のみを行い、次回TEC18にて議論し合意予定であ

ると説明した上で、TEC 議長・副議長にて検討した想定要素を提示した。 
 
4.11. その他 

キャパシティ・ビルディングに関するパリ委員会（PCCB）の TEC フォーカルポイントとして、

森委員（日本）と Ms. Alysha Bagasra（ニュージーランド）を任命することに合意した。ただし森

委員は第 3 回 PCCB 会合への出席が難しいことからフォーカルポイントとしての作業のみを行う

こととし、同会合には Ms. Alysha Bagasra が TEC を代表して出席することとした。 
AC の TEC フォーカルポイントとして、Mr. Igor Onopchuk（ウクライナ）を任命することに合

意した。 
 
4.12. 次回会合の日程と場所 

UNFCCC 事務局より、次回 TEC18 は、2019 年 3 月 18〜20 日にて、ドイツ・ボンまたはデンマ

ーク・コペンハーゲンで開催する方向にて調整中であり、CTCN-AB 会合と連続での開催を検討

中であることが説明された。 
 
4.13. 閉会 

Ms. Claudia Octaviano（メキシコ）TEC 議長の挨拶により、TEC17 が閉会された。 
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5. 第 12 回気候技術センター・ネットワーク諮問委員会（CTCN AB12） 

平成 30 年 10 月 3-5 日、オーストリア・ウィーンにおいて第 12 回気候技術センター・ネットワ

ーク（CTCN）諮問委員会（Climate Technology Centre and Network 12th Advisory Board: CTCN AB12）
が開催された。 
 
5.1. 開会 

Ms. Maia Tskhvaradze（AB 議長、ジョージア）、Mr. Karsten Krause（AB 臨時副議長、欧州委員

会）、Mr. Tareq Emtairah (UNIDO)及び Mr. Mark Radka (UNEP)より開会の挨拶があった。 
 
5.2. 組織的事項 
5.2.1. アジェンダの採択 

アジェンダ（AB/2018/12/2.1）採択された。 
 

5.2.2. 前回会合の議事録 
前回会合の議事録（AB/2018/12/2.2）が採択された。 

 
5.2.3. 作業概要（Organization of work） 

今次 AB 会合で求められる事項（AB/2018/12/2.3）について確認された。 
 

5.2.4. メンバーシップ 
CTCN ディレクターより、Mr. Thinley Namgyel（ブータン）が異動のため委員を継続できなくな

ったことから、任期を終える今年中の代理として Mr. Hamid Zakaria（チャド）を立てることが承

認された。 
 

5.3. 前回会合以降の CTCN 活動の報告 
CTCN ディレクターより、活動の進捗報告がなされた（AB/2018/12/3.1）。Mr. Matthew Kennedy

（RINGO）は、CTCN の TA によるインパクトの定量化について、RINGO にて知見があり支援可

能であること、一方 TA は政策的な支援も多いことから定性的な情報も適切に検討するべきであ

ることを指摘した。GCF 事務局は、GCF においてもインパクトの評価指標を検討しているところ

であり、CTCN とも協力していきたいとのコメントがあった。AB 委員より、CTCN ディレクター

の後任の選定・承認プロセス及び新しく作られる予定のディレクター補佐の役割について質問が

あり、UNEP より、新しいディレクターの任命権限は UNEP にあるが、情報は適切なタイミング

で事前に AB メンバーに共有し、次回 CTCN−AB13 にて AB が正式に承認する予定との説明があ

った。UNIDO より、CTCN 独立レビューの結果を踏まえ、ディレクター補佐は資金調達や民間連

携等を担当する旨が説明された。 
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図 5-1 CTCN 技術支援リクエストのステータス 

（出典）AB/2018/12/S.3 
 

 
図 5-2 CTCN 技術支援リクエストの支援タイプ 

（出典）AB/2018/12/S.3 
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5.4. 関連会合・イベントの成果等 
5.4.1. 第 48 回補助機関会合（ボン及びバンコクセッション） 

SB48、SB48-2 の成果について UNFCCC 事務局より報告がなされた。技術枠組及び技術メカニ

ズムの定期的評価に関するスコープ及びモダリティの両議題につき、ドラフト CMA 決定文書の

素案が作成されるなどの成果があったことが報告された。 
 

5.4.2. TEC 会合の報告 
TEC 議長（Ms. Claudia Octaviano）より、第 17 回 TEC 会合の成果が分野ごとに紹介され、COP24

へのキーメッセージ、イノベーションに関する TEC ブリーフ等に合意したことが報告された。 
 
5.4.3. COP24 に向けた準備 

UNFCCC 事務局より、COP24 では 1 週目の土曜日までに SB 議題を閉じる見通しや技術議題に

関連する事項について説明があった。またCTCN事務局より、CTCNのCOP24への参加について、

TEC と合同で技術メカニズムのサイドイベントを開催すること等の説明があった。 
 
5.5. TEC と CTCN の共同年次報告書 
5.5.1. CTCN 章の承認 

CTCN の活動報告書について、CTCN 事務局より概要が説明された。RINGO より、RINGO、

BINGO、ENGO からの委員の任期について、現状の 1 年から 2 年に延長することを要請した。CTCN
ディレクターより、当該要請は過去にも COP への報告書に記載していたが、COP 決定に含まれな

かったため実現しなかったことが説明された。今回も同様の要請を報告書に記載することで合意

した。資金不足に対する行動をキーメッセージとして記載するかどうかで CTCN AB 委員の間で

見解が割れ、CTCN の活動が停止に陥ったことはなく資金に関する記述をより肯定的にする提案

もあり、議論の結果、今後新しいディレクター補佐が資金動員に取り組むことをキーメッセージ

に含むことで合意した。 
 

5.5.2. TEC と CTCN 共同章のレビュー 
TEC・CTCN 共同章について、TEC が微修正を加えたテキストが AB 議長より提示された。CTCN 

AB 委員より、過去に TEC との間で共同章の最終化について議論が紛糾したが、今回はそれを回

避するべきであり、TEC から出されたテキストをそのまま承認するべきであると主張があった。

UNEP より微細な修正があった上で、共同章のテキストが合意された。 
 

5.6. 資金メカニズム関連 
5.6.1. SCF 

資金に関する常設委員会（SCF）がオンラインで参加し、第 17 回及び第 18 回 SCF 会合の結果

や 2018 年 SCF フォーラムの結果が報告された。 
 

5.6.2. GCF 
緑の気候基金（GCF）より、GCF はレディネスや実際のプロジェクト／プログラム支援を通じ

て、また TEC・CTCN との協力を通じて、技術開発・移転を支援していること、COP24 に提出す

る年次報告書では初めての試みとして技術関連の GCF プロジェクト 11 個を掲載することが説明

された。また CTCN 事務局より、GCF のレディネス資金を活用した TA の実施が進んでいること、
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GCF が公表したレディネス支援にかかるガイドブックを踏まえて今後の協力を強化していくこと

などが説明された。 
 

5.6.3. GEF 
地球環境ファシリティ（GEF）より、GEF の技術移転に係る支援プログラムであるポズナン戦

略計画（PSP）の進捗状況や第 7 次拠出機関（GEF-7）の概要について説明があった。CTCN AB
委員が、CTCN の TA を GEF が支援する有効な手段はないか質問したところ、途上国が GEF フォ

ーカルポイントを通じて支援要請することが最も実現可能であると回答があった。 
 

5.6.4. 適応資金 
適応基金（AF）がオンラインで参加し、AF の中期戦略を 2018 年に策定したこと、その中で革

新的な適応案件へのグラント支援プログラムを新たに立ち上げたこと（例：ラージ・グラント：

革新的な案件のスケールアップに 1 案件あたり最大 5 百万 USD/5 年間で総額 90 百万 USD、マイ

クロ・グラント：革新的なアイディアの検証や情報収集に 1 案件あたり 250 千 USD/5 年間で総額

16 百万 USD）や、CTCN との協力可能性について検討していること等が説明された。CTCN 事務

局より、CTCN の TA を実施するために、マイクロ・グラントに AF の認証実施機関である UNEP
を通じて提案書を提出したこと、当該提案書は翌週の AF 理事会で審査される予定であることが

説明された。 
 

5.7. レビューレコメンデーションに対する CTCN の行動 
CTCN 事務局より、UNFCCC による CTCN 独立レビューに加えて、これまでに UNEP、DANIDA

（デンマーク）、EC によるレビューを受けたこと、また CTCN 独立レビューのレコメンデーショ

ンに対する対応状況について説明があった。CTCN AB 委員が、DANIDA のレビューの結果を共

有することは可能か質問したところ、UNEP より当該レビューはデンマーク政府がホスト国とし

て評価するもので内部用のため公開は想定されていないが、デンマーク議会では回覧されている

ため AB メンバーに共有することができるか確認するとの回答があり、後日 AB メンバーに共有

された。 
 

5.8. CTCN 作業計画、2019 年の年間予算と年次計画 
5.8.1. 2019-2022 年 CTCN 作業計画の承認 

CTCN 事務局より、2019−22年作業計画（PoW）（AB/2018/12/8.1）の概要説明があった。PoW
は Theory of Change の概念を活用して作成され、作業計画とその成果を CTCN の中長期的なビジ

ョンに照らして評価できるようにしたこと、またそのための指標を設定したこと、Fast Technical 
Assistance (FTA)を活用することにより検討段階に留まっている要請を実施段階に移行させやすく

する意向等が説明された。資料の構成や内容について多岐にわたる意見が各委員より示された結

果、CTCN 事務局がドラフトを大幅に改定。当該ドラフトは、COP24 にて合意予定の技術枠組に

おける、5 つのキーテーマに沿って整理されたものとなった CTCN AB 委員より、「今次会合で最

終化できるものではないため、タスクフォースを立てて COP24 後に電話会議等を通じて議論を進

めるべき」、「タスクフォースは少人数で構成し作業を確実に進めるべきである」等のコメントが

あった。以上を踏まえ、新たなタスクフォースにて COP24 後に議論を継続することに合意し、タ

スクフォースのメンバーは別途検討することとした。 
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5.8.2. 2019 年の年間予算と年次計画 
UNEP より CTCN の財務状況（AB/2018/12/8.4）について、CTCN 事務局より 2019 年次作業計

画及び予算（AB/2018/12/8.3）について、それぞれ説明がなされた。CTCN AB 委員より、年次作

業計画では民間連携の強化について多く言及されているが具体的な方法が欠けているため検討す

べきと指摘があった。CTCN AB 委員からは、2020 年に各国が国別約束（NDC）の更新や長期戦

略の策定を進めるにあたり、CTCN がどのように支援・貢献できるかを年次作業計画に記載する

こと等の提案があった。各委員からの指摘も踏まえ、CTCN 事務局が 2019 年次作業計画及び予算

の資料を修正し、再度議論の上で合意された。 
 

5.9. CTCN の資金状況 
2017 年財務報告（AB/2018/12/9.1）に基づいて議論がなされた。CTCN AB 委員より、提示され

た財務報告は簡素すぎるものであり、より詳細な財務報告が必要であることの指摘があった。こ

れに対し UNEP は、前回 AB11 にて財務報告の内訳を含む詳細な資料を監査前の非公式な資料と

して提示しており、今回は監査後の正式な資料を提示したことが説明された。また、財務状況を

よりわかりやすく伝えられるよう、簡素な正式資料と詳細な財務報告の提示タイミングを今後調

整するとの説明があった。ノルウェーの AB 委員より、ノルウェーが UNEP を通じ CTCN に拠出

した資金と、UNEP がノルウェーに報告した資金の間に 300,000 USD の差額があったことについ

て UNEP に説明を求めているところであり、その結果を検証するまで財務報告を承認できないと

指摘がなされた。UNEP からは、財務システムの変更により資金支出に遅延が生じたことから発

生した誤りである旨説明された。しかし正式な回答をノルウェーが受領するまで、当該財務報告

の承認を延期することとした。 
 

5.10. その他 
YOUNGO 代表者より、YOUNGO も AB における正式な委員として参加するため、CTCN の規

定を改正することが要請された。Ms. Orly Jacob（カナダ）は今次会合への出席とステートメント

に感謝を述べた。Ms. Claudia Octaviano（メキシコ）と Mr. Matthew Kennedy（RINGO）は YOUNGO
の委員参加に賛成した。 

 
5.11. AB 管理運営事項 
5.11.1. 次回会合の日程と場所 

次回の第 13 回 CTCN-AB 会合は 2019 年 3 月 20−22 日に、デンマーク・コペンハーゲンにて開

催されることとなった。また TEC 会合を 3 月 18−20 日にコペンハーゲンで開催し、20 日に両機

関の合同会合を実施することについて協議中であることが報告された。 
 

5.12. 閉会 
Mr. Philippe Scholtes（UNIDO）、AB 議長の Ms. Maia Tskhvaradze（ジョージア）等より挨拶があ

り、閉会した。 
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6. 第 24 回 気候変動枠組条約締約国会議（COP24） 

2018 年 12 月 2 日から 15 日にかけてポーランドのカトヴィツェにおいて「国連気候変動枠組条

約第 24 回締約国会議（COP24）」、「第 49 回実施に関する補助機関会合（SBI49）」、「第 49 回科学

上及び技術上の助言に関する補助機関会合（SBSTA49）」、「京都議定書第 14 回締約国会合

（CMP14）」、「パリ協定の実施に関する特別作業部会第 1 回第 7 部（APA1-7）」からなる一連の気

候変動会合が開催された。 
技術関連議題としては、「技術執行委員会（TEC）及び気候技術センター・ネットワーク（CTCN）

の共同年次報告（COP 議題 8 (a)、SBSTA 議題 5 (b)、SBI 議題 14 (b)）」、「技術メカニズムと条約

の資金メカニズムのリンケージ（COP 議題 8 (b) ）」、「パリ協定第 10 条第 4 項に基づく技術枠組

（SBSTA 議題 5 (a)）」、「技術メカニズムの定期評価のスコープと方法（SBI 議題 14 (a)）」の全 4
議題が取り扱われた。なお、予定されていた「技術移転に関するポズナン戦略計画（SBI議題14 (c)）」
については、本会合期間中に議論する時間を確保できないことが想定されたことから、次回の補

助機関会合に議論を先送りすることになった。 
 
6.1. 技術執行委員会及び気候技術センター・ネットワークの共同年次報告 

(1) 概要 
技術執行委員会（TEC）と気候技術センター・ネットワーク（CTCN）はそれぞれの活動と成果

について補助機関会合を通じ COP に報告することが COP16 において決められた。それに基づき

2018 年の TEC 及び CTCN により共同年次報告書が準備され、SBSTA 議題 5(b)及び SBI 議題 14(b)
において TEC と CTCN の共同年次報告書を検討し、COP 議題 8(a)で採択することが招請されてい

た。本議題の共同ファシリテーターは Stella Gama （マラウイ） 及び Ulrika Raab（スウェーデン） 
が務め、非公式会合が 12/4（火）と 12/7（金）の 2 回開催され、COP において決定文書案

（FCCC/SB/2018/L.8）が採択された。 
今次報告書（FCCC/SB/2018/2）の主な内容は、以下の通り。 

 TEC と CTCN は気候技術に関する研究・開発・実証（RD&D）を進めることでパリ協定の実

施を支援している。 
 TEC と CTCN は、技術メカニズムと資金メカニズムのリンケージを引き続き強化している。 
 TEC と CTCN は、緩和に関する技術審査プロセス（TEP）への関与を強化した。 
 TEC と CTCN は、適応委員会や LDC 専門家グループ（LEG）と協力して TNAs を国別適応

計画（NAPs）とどのように整合させるかを検討するなど、技術ニーズ評価（TNAs）に関す

る活動を支援した。 
 TEC と CTCN はジェンダーの対話に参加し、作業の中でジェンダーへの配慮をどのように統

合していくかを議論した。 
 TEC と CTCN は、パリ協定の実施を支援するため COP のガイダンスの下、2019 年も引き続

き協力していく。 
 

(2) 論点 
第 1 回非公式会合において各国は決定文書案に含める要素について見解を表明し、それをもと

に共同ファシリテーターが決定文書案を作成した。その上で非公式-非公式会合及び第 2 回非公式

会合においてパラグラフごとに検討を行った。各国からの主なコメントは以下の通り。 
 CTCN のキーメッセージにある ENGO、BINGO、RINGO による CTCN AB メンバーとしての
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 NDE と GCF の NDA の連携強化を含め、CTCN と GCF の関与を強化することを奨励する（パ

ラ 13） 
 CTCN は、その機能を実行するための持続可能な資金という課題に直面し続けており、さら

なる資金的支援が提供されるべき（should）であることに留意（パラ 14） 
 CTCNに提出される技術支援リクエスト数の増加はTNAで特定された推奨事項や優先事項と

直接関係していることに留意し、CTCN は TNA の成果の実施を引き続き優先させることを奨

励する（パラ 15） 
 ENGO，BINGO，RINGO による CTCN AB メンバーの任期を 2 年に延長する（パラ 16） 
 
6.2. 技術メカニズムと条約の資金メカニズムのリンケージ 

(1) 概要 
条約下の技術メカニズムと資金メカニズムのリンケージを COP20 にて検討すること、その際に

は技術執行委員会（TEC）と緑の気候基金（GCF）理事会からの勧告を参考にすることが COP18
（1/CP18 パラ 62）にて決定された。COP20、COP21 における議論を経て、COP22 では TEC、CTCN、

資金メカニズムの運営機関に対し、それぞれの年次報告書の中で技術メカニズムと資金メカニズ

ムのリンケージ強化する行動に関する情報を提供することを招請するとともに、COP24 で継続し

て検討することが合意された。 
COP24 では Kishan Kumarsingh（トリニダード・トバゴ）と Swan Senesi（イタリア）を共同フ

ァシリテーターとし、12/8（土）、12/10（月）午前、12/10（月）午後、12/11（火）、12/12（水）

の計 5 回非公式会合が開催されたが、非公式会合の中では合意に至らなかった。第 5 回非公式会

合後に水面下で関係者間の調整が進められ、 COP プレナリーにおいて決定文書案

（FCCC/CP/2018/L.4）が採択された。 
 

(2) 論点 
第 1 回非公式会合では、技術・資金メカニズム間のリンケージ強化が進んできたことを歓迎し

つつ、今後さらに NDE と NDA、他窓口機関間の連携を継続し支援を有効活用することが必要で

ある趣旨のコメントがあった。さらに、複数の国よりリンケージ強化の成果をもって本議題を今

回で終了させる提案があった。これに対し、リンケージ強化は歓迎するが、更なる改善が必要で

あること、NDE と NDA の協力強化のために追加的な支援が必要であり、特に NDE への支援強化

が必要であること、今後も本議題を通じてリンケージ改善を進めるべきであり、議題を閉じるこ

とに対する反対の声があがった。これを踏まえて、共同ファシリテーターが第一次ドラフト決定

文書（Version 1 8/12/2018 20:00）を作成した。 
第 2 回非公式会合では、全ての国が共同ファシリテーターにより作成されたドラフト決定文書

を歓迎し、議論のベースとすることを受け入れたが、各国の主張としては第 1 回非公式会合同様

の意見が繰り返された。そのため非公式-非公式会合にて継続協議した結果を次回非公式会合にて

報告することとなった。非公式-非公式会合において実質的な議論が進み、第 3 回非公式会合にお

いて議論の進捗が報告された。これを受け、共同ファシリテーターがドラフト決定文書を修正す

ることとなった。 
第 4 回非公式会合では第二次ドラフト決定文書について検討したが、主に本議題を終了させる

べきかどうかについて議論は平行線をたどり、次回非公式会合において継続協議することとなっ

た。 
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6.3. パリ協定第 10 条第 4 項に基づく技術枠組 

(1) 概要 
これまでの経緯については、2.1 節及び 3.1 節を参照。今次会合では Mette Moglestue（ノルウェ

ー）、Carlos Fuller（ベリーズ）を共同ファシリテーターとし、12/4（火）、12/5（水）、12/6（木）、

12/8（土）の計 4 回非公式会合が開催された。非公式会合の中では合意に至らず、SBSTA から COP
に送った上で SB 議長コンサルテーション、各交渉グループ・議長間の協議等を通じて更なる検

討が進められ、COP 閉会プレナリーにおいて CMA 決定文書案を含む COP 決定文書案

（FCCC/CP/2018/L.7）が採択され、続く CMA プレナリーにおいて他議題の文書と合わせ CMA 決

定文書案が採択された。 
 

(2) 論点 
 「途上国」への支援に関し、一部の国が支援を受ける国に関する記述がある全ての箇所につ

いて「特に途上国に対して（支援する）」旨を追加すべきと主張した。これに対し、テキスト

内のすべての箇所にそのような言及をすることに反対の意見があった。妥協案として「原則」

に途上国への配慮を含めることで包括的に対応することを追記することが提案され、一部の

個別パラにおいて「特に途上国に対して」を削除することが合意された。 
 共通だが差異ある責任（CBDR）に関し、「技術枠組は衡平性と CBDR の原則に基づいて実施

されなければならない（Shall）」といった趣旨のパラを追加する提案があった。これに対し、

複数の国が強い懸念を表明し、非公式会合中にはコンセンサスが得られなかった。各交渉グ

ループと SB 議長間の協議等が重ねられた結果、最終的に当該 CBDR を含むパラは最終的に

は削除され、一方で CBDR の記述を含むパリ協定 2 条への言及を技術枠組の CMA 決定文書

前文に残す形で決着した。 
 キーテーマの一つである支援について、支援関連のパラが各キーテーマに散らばっていたが、

今次会合前に出された共同議長テキストによって一箇所に集約された。さらに非公式-非公式

会合の中で支援に関する記述の重複を解消し、簡素化する方向で調整が行われた。 
 資金議題との関連として、過去の交渉経緯から支援は「新規の」「追加的な」「十分な」「予測

可能な」ものであるべきといった内容のパラが残っていたが、複数の国が強く削除を主張し

た結果、最終的には削除される形で決着した。 
 「促進環境とキャパシティビルディング」において、公的資金を使って民間が保有する技術

へのアクセス促進を行うべきと記載することを求めた国があったが、複数の国が懸念を示し、

最終的には、政府が気候技術について促進環境と市場を形成し、民間セクターの参画を強化

する旨を示したパラとして合意に至った。 
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4. The following key themes for the technology framework represent focused areas of action to be 
undertaken under the framework: 
(a) Innovation; 
(b) Implementation; 
(c) Enabling environment and capacity- building; 
(d) Collaboration and stakeholder engagement; 
(e) Support. 

5. As stipulated in Article 10, paragraph 5, of the Paris Agreement, accelerating, encouraging and enabling 
innovation is critical for an effective, long-term global response to climate change and promoting 
economic growth and sustainable development. To achieve the purpose and goals of the Paris 
Agreement, there is a pressing need to accelerate and strengthen technological innovation so that it can 
deliver environmentally and socially sound, cost-effective and better-performing climate technologies 
on a larger and more widespread scale. 

6. Actions and activities under this key theme should therefore accelerate and scale up innovation at 
different stages of the technology cycle, addressing both adaptation and mitigation in a balanced 
manner to help countries to build resilience and reduce their emissions, and be undertaken in a manner 
that enhances the effective participation of developing country Parties, fosters sustainable development 
and ensures gender responsiveness. 

7. Fostering innovation could be done through new collaborative approaches to climate technology 
research, development and demonstration (RD&D); the creation and promotion of relevant enabling 
policy to incentivize and nurture a supportive environment for innovation; and the active engagement 
of the private sector and closer collaboration between the public and private sector. 

8. Actions and activities in this area of work include: 
(a) Supporting countries in incentivizing innovation by improving the policy environments, strategies, 

legal and regulatory frameworks, and institutional arrangements for establishing and/or 
strengthening their national systems of innovation; 

(b) Providing information and facilitating the sharing of information on international technology 
RD&D partnerships and initiatives, good practices and lessons learned from countries’ climate 
technology RD&D policies and activities; 

(c) Promoting the development, deployment and dissemination of existing innovative technologies and 
accelerating the scale-up and diffusion of emerging climate technologies; 

(d) Supporting countries in developing long-term technological transition pathways towards the 
widespread uptake of climate technologies in the context of climate resilience and low greenhouse 
gas emission development; 

(e) Promoting collaboration with international technology RD&D partnerships and initiatives to 
stimulate climate technology RD&D; 

(f) Supporting countries in initiating joint climate technology RD&D activities; 
(g) Identifying ways to increase the effective participation of developing country Parties in 

collaborative approaches to RD&D; 
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(h) Promoting the engagement of the private sector in the development of new and innovative climate 
technologies, including through: 
(i) Raising awareness of future market opportunities in climate technology innovation; 
(ii) Identifying ways to incentivize their participation; 

(i) Promoting partnerships between the public and private sector in the development and transfer of 
climate technologies. 

9. The Paris Agreement highlights the importance of technology for the implementation of mitigation and 
adaptation actions under the Agreement. The Technology Mechanism should facilitate and promote 
enhanced action on technology to help countries to achieve the purpose and goals of the Paris 
Agreement, while at the same time recognizing the importance of rapidly accelerating the 
transformational changes towards climate resilience and low greenhouse gas emission development. 

10. Actions and activities under this key theme should therefore facilitate the implementation of 
collaborative technology development and transfer, build on the past and ongoing work of the 
Technology Mechanism and take into account the role of North–South, South–South, triangular and 
regional collaboration in facilitating implementation. 

11. Actions and activities under this key theme should also facilitate the implementation of mitigation and 
adaptation action identified using planning tools and processes such as nationally determined 
contributions, long-term low greenhouse gas emission development strategies, technology needs 
assessments (TNAs), national adaptation plans, technology road maps and other relevant policies, and 
facilitate overcoming challenges by implementing such action, as appropriate. 

12. Actions and activities in this area of work include: 
(a) Facilitating the undertaking and updating of TNAs, as well as enhancing the implementation of 

their results, particularly technology action plans and project ideas, and capacity-building related to 
TNAs; 

(b) Promoting the link or alignment of TNAs with nationally determined contributions and national 
adaptation plans in order to increase coherence between the implementation of those national plans 
with national strategies to achieve climate-resilient and low-emission development; 

(c) Reviewing the TNA guidelines and updating them as necessary with a view to TNAs leading to 
plans and implementation that are aligned with the transformational changes envisioned in the Paris 
Agreement; 

(d) Identifying and developing recommendations on approaches, tools and means, as appropriate, for 
the assessment of the technologies that are ready to transfer; 

(e) Identifying and developing recommendations for the enhancement of enabling environments for 
and the addressing of barriers to the development and transfer of socially and environmentally 
sound technologies. 

13. In the context of technology development and transfer, countries may face various challenges. Creating 
and enhancing enabling environments for the development and transfer of socially and environmentally 
sound technologies should consider the challenges faced by countries, and the different needs of the 
countries in overcoming such challenges. 
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14. Capacity-building for technology development and transfer is a cross-cutting and comprehensive issue. 
Although initiatives and activities on capacity-building for technology development and transfer are 
already being undertaken, further measures in this area are needed to develop, strengthen and enhance 
countries’ capabilities to take effective climate action in the context of the Paris Agreement. 

15. Actions and activities under this key theme should therefore foster the creation and enhancement of an 
enabling environment, including policy and regulatory environments for technology development and 
transfer, and strengthen the capacity of countries to effectively address various challenges. 

16. Actions and activities in this area of work include: 
(a) Enhancing public awareness on climate technology development and transfer; 
(b) Facilitating countries in enhancing an investment-friendly environment, including national 

strategies and action plans, a policy environment, legal and regulatory frameworks and other 
institutional arrangements; 

(c) Facilitating countries in enhancing an enabling environment to promote endogenous and 
gender-responsive technologies for mitigation and adaptation actions; 

(d) Assisting countries in developing and implementing policies for enabling environments to 
incentivize the private and public sector to fully realize the development and transfer of climate 
technologies; 

(e) Assisting governments in playing a key role in fostering private sector involvement by designing 
and implementing policies, regulations and standards that create enabling environments and 
favourable market conditions for climate technologies; 

(f) Facilitating information-sharing and networking among relevant organizations and institutions to 
create synergies and to enable the exchange among relevant players of best practices, experience 
and knowledge on technology development and transfer; 

(g) Formulating and analysing information on capacity-building activities at different stages of the 
technology cycle; 

(h) Catalysing development and enhancement of endogenous capacities for climate-related 
technologies and harnessing indigenous knowledge; 

(i) Enhancing collaboration with existing capacity-building organizations and institutions, including 
those under the Convention, to create synergies in a manner that enhances efficiency and avoids 
duplication of work; 

(j) Enhancing the capacity of national designated entities (NDEs) of all Parties, especially those in 
developing countries, to fulfil their roles; 

(k) Enhancing the capacities of Parties to plan, monitor and achieve technological transformation in 
accordance with the purpose and  

17. Collaboration with and engagement of stakeholders will enhance interaction between those involved in 
the development and transfer of climate technology and help to share knowledge and mobilize support. 
In this context, stakeholders will provide important input to the work of the Technology Mechanism. 

18. Therefore, the Technology Mechanism shall work in an open and inclusive, including 
gender-responsive, manner whereby stakeholders are invited to participate and actively engage. 
Collaboration with and engagement of stakeholders should take place at different stages of the 
technology cycle. 
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19. Enhanced engagement of stakeholders at the local, regional, national and global level will be beneficial 
for the Technology Mechanism. Further, activities for cooperation on technology development and 
transfer across relevant organizations, institutions and initiatives should be harmonized and synergized 
to avoid duplication and ensure consistency and coherence. 

20. Actions and activities in this area of work include: 
(a) Enhancing engagement and collaboration with relevant stakeholders, including local communities 

and authorities, national planners, the private sector and civil society organizations in the planning 
and implementation of Technology Mechanism activities; 

(b) Enhancing engagement and collaboration with the private sector, on a voluntary basis, to leverage 
expertise, experience and knowledge regarding effective enabling environments that support the 
implementation of the Paris Agreement; 

(c) Enhancing engagement between NDEs and relevant stakeholders, including by providing guidance 
and information; 

(d) Enhancing collaboration and synergy with relevant international organizations, institutions and 
initiatives, including academia and the scientific community, to leverage their specific expertise, 
experience, knowledge and information, particularly on new and innovative technologies. 

21. Article 10, paragraph 6, of the Paris Agreement states that support, including financial support, shall be 
provided to developing country Parties for the implementation of that Article, including for 
strengthening cooperative action on technology development and transfer at different stages of the 
technology cycle, with a view to achieving a balance between support for mitigation and adaptation 

22. The understanding of support under this key theme is broader than just financial support, as it may 
include all aspects of support for the implementation of Article 10 of the Paris Agreement. The support 
should be provided for all key themes of the technology framework, taking into account the gender 
perspective and endogenous and indigenous aspects. 

23. The provision and mobilization of various types of support coming from a wide variety of sources are 
crucial to implementing Article 10 of the Paris Agreement and can enhance cooperative action on 
technology development and transfer. 

24. Monitoring and evaluation of the Technology Mechanism can enhance the effectiveness of the support 
provided. 
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25. Actions and activities in this area of work include: 
(a) Enhancing the collaboration of the Technology Mechanism with the Financial Mechanism for 

enhanced support for technology development and transfer; 
(b) Identifying and promoting innovative finance and investment at different stages of the technology 

cycle; 
(c) Providing enhanced technical support to developing country Parties, in a country-driven manner, 

and facilitating their access to financing for innovation, including for RD&D, enabling 
environments and capacity-building, developing and implementing the results of TNAs, and 
engagement and collaboration with stakeholders, including organizational and institutional support; 

(d) Enhancing the mobilization of various types of support, including pro bono and in-kind support, 
from various sources for the implementation of actions and activities in each key theme of the 
technology framework; 

(e) Developing and/or enhancing a system for monitoring and tracking of actions and activities 
undertaken, and support received, by the Technology Mechanism to implement the technology 
framework, with a view that such information may also contribute to the enhanced transparency 
framework referred to in Article 13 and the global stocktake referred to in Article 14 of the Paris 
Agreement. 

6.4. 技術メカニズムの定期評価のスコープと方法 
(1) 概要 
COP21 決定（Decision 1/CP.21 パラ 69）により、技術メカニズムに対して提供される支援の効果

（effectiveness）及び妥当性（adequacy）の定期的評価を行うことが決まり、SBI44 以降、検討が

続けられている。定期評価の構成は大きくスコープとモダリティに分かれており，スコープにつ

いてはさらに技術メカニズムの有効性と技術メカニズムに対して提供された支援の十分性のセク

ションに分かれている。 
本議題は 9 月の SBI 48-2 セッションにおいても話し合われ、これまでの議論の成果は PAWP 交

渉の有用な土台となること、COP24 において議論を終えることを確認している。また、SBI48-2
後に提示された APA/SBSTA/SBI 議長より共同リフレクションノートでは本議題において解決す

べき事項として以下の 3 点が挙げられている（Addendum 5）。 
(a) 技術メカニズムに提供される支援の妥当性を評価するために、定期評価の範囲に含めるべき要

素は何か？ 
(b) 定期評価の実施方法を明確にするために、どのような情報をモダリティに反映させる必要があ

るか？ 
(c) 条約に基づく CTCN のレビューと、パリ条約に基づく技術メカニズムの定期的評価との関係

は何か？ 
今次会合では、Ian Lloyd （米国）と Claudia Octaviano（メキシコ）を共同ファシリテーターと

し、12/4（火）、12/5（水）、12/6（木）、12/7（金）、12/8（土）の 5 回にわたる非公式会合に加え、

非公式-非公式会合でも議論したが合意に至らなかった。非公式会合後は共同ファシリテーターが

具体的なテキスト案を提示し、それをベースに検討が進められ、また各国も提示されたテキスト

案に対し比較的フレキシブルな姿勢を示すようになったため検討作業が加速した。SB 議長コンサ

ルテーション、各交渉グループと議長間の協議等を通じて更なる検討を進めた結果、COP プレナ

リーにおいて定期評価のスコープとモダリティを付した CMA 決定文書案を含む COP 決定文書案
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3. To undertake the assessment of effectiveness referred to in paragraph 2 above, the work of the 
Technology Mechanism in supporting the implementation of the Paris Agreement on matters relating to 
cooperative action on technology development and transfer to be assessed may include: 
(a) The work of the Technology Executive Committee (TEC) in supporting the implementation of the 

Paris Agreement on matters relating to technology development and transfer; 
(b) The work of the Climate Technology Centre and Network (CTCN) in supporting the 

implementation of the Paris Agreement on matters relating to technology development and 
transfer, including in relation to: 

(i) The implementation of its three core services: responding to requests from developing countries; 
fostering collaboration and sharing of information; and strengthening networks, partnerships and 
capacity-building; 
(ii) Its institutional arrangements; 

(c) The collaboration between the TEC and the CTCN, and the linkages between these bodies and 
institutional arrangements under the Paris Agreement; 

(d) The work on technology needs assessments and the implementation of technology action plans to 
support the implementation of the Paris Agreement on matters relating to technology development 
and transfer. 

4. On the adequacy of support provided to the Technology Mechanism4 in supporting the implementation 
of the Paris Agreement on matters relating to technology development and transfer, the scope may 
include, but is not limited to, the assessment of: 
(a) The recipients of the support provided: 

(i) The TEC; 
(ii) The CTCN, including the national designated entities; 

(b) The sources of support provided; 
(c) The types of support provided; 
(d) How the support provided was used, taking into account actions at the different stages of the 

technology cycle: 
(i) Mitigation actions; 
(ii) Adaptation actions; 
(iii) Cross-cutting actions; 

(e) The level of support provided and whether it has changed over time; 
5. The scope and modalities for the periodic assessment of the effectiveness and adequacy of the support 

provided to the Technology Mechanism should follow international best practices for conducting 
assessments. These best practices include the following five evaluation criteria categories: relevance, 
effectiveness, efficiency, impact and sustainability. 

6. The periodic assessment is undertaken by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Paris Agreement (CMA). The CMA: 
(a) Initiates the periodic assessment in accordance with paragraph 10 below; 
(b) Provides guidance to the secretariat and requests it to prepare interim and final reports on the 

periodic assessment; 
(c) Finalizes the periodic assessment, with possible outputs in accordance with paragraph 11 below. 
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7. The Subsidiary Body for Implementation (SBI) supports the CMA by: 
(a) Considering the interim report and providing guidance to the secretariat for preparing the final 

report. The SBI does this at its first sessional period in the year after that in which the CMA 
initiated the assessment; 

(b) Preparing draft recommendations for consideration and adoption by the CMA as appropriate, 
based on a consideration of the final report. 

8. The periodic assessment is both qualitative and quantitative: 
(a) Qualitative elements may include reviewing existing reports and gathering information from 

stakeholders; 
(b) Quantitative elements may include collecting data and undertaking statistical analysis. 

9. The sources of information for the periodic assessment include, but are not limited to: 
(a) The technology framework; 
(b) The joint annual reports of the TEC and the CTCN to the CMA; 
(c) Other UNFCCC reporting documents and processes relevant to the implementation of the Paris 

Agreement on matters relating to technology development and transfer; 
(d) Information provided by relevant stakeholders; 
(e) Documents and outcomes resulting from the independent reviews of the CTCN; 
(f) Where relevant, reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 

10. The periodic assessment: 
(a) Is undertaken every five years; 
(b) Takes one year or less to complete. 

11. The outputs of the periodic assessment include, as appropriate: 
(a) A report to the CMA through the SBI;  
(b) Recommendations of the CMA on updating the technology framework.  
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図 7-4 セクター別の実施状況（緩和） 

 

 
図 7-5 セクター別の実施状況（適応） 

 
途上国のニーズが高い技術として緩和ではエネルギー分野が大きく、GCF の緩和プロジェクト

に占めるエネルギー分野の割合は 80％以上を占めている。TNA では一定程度廃棄物や産業分野の

ニーズも見られるが、まだ GCF の承認実績はなく、これらの分野の支援は CTCN によりカバーさ

れている。 
適応関連の技術ニーズとしては農業・森林及び水分野のものが大きい。GCF や CTCN でも両分

野の支援が実施されているが、沿岸対策、インフラ整備によるレジリエンス強化、早期警戒シス

テムなど気候観測といった分野の支援も行われている。 
TNAでは技術ニーズ評価をもとに潜在的なプロジェクトを具体的なプロジェクトアイデアとし

てまとめているが、これが CTCN や GCF のプロジェクトにつながった事例はまだ限られている。

文献エラー! ブックマークが定義されていません。)によるとこれまで TNA のプロジェクトアイデアが支援につな

がった事例としては、モンゴルの省エネプロジェクトが GCF で承認されたものや、マリの農業管

理技術が CTCN プロジェクトとして実施されたものなど数例にとどまっている。また、TNA の実

施結果は NDC 作成におけるインプットとなることも期待されているが、キューバのように TNA
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扱われ、満遍なく支援が行われているが、例えば新興国と LDC では状況が全く異なっており、実

際に必要な対応も違ったものとなる。 
比較的所得の高い国では民間部門の関与によって技術普及を促進することが重要であり、貿易

や直接投資の障壁を下げるなど市場主導型の技術移転を促すこと、国内政策によって低炭素技術

の需要を創り出していくことが効果的である。民間による低炭素投資を促すためには、政策の不

確実性を減らし、安定した政策枠組みが必要であり、国内の制度や投資環境を整備していくこと

が求められる。NDCs の中に気候変動関連の法制度や投資環境などについての情報を含め、投資

意思決定にまつわる不透明性を解消していくといった方策も考えられる 
所得水準の低い国々では、国内の人的、技術的なキャパシティを高めていくことから始める必

要があり、 ハード技術の導入だけでなく、キャパシティビルディング関連の支援も求められる。

現在 CTCN が実施している支援は、意思決定ツールや情報提供が 30.2%、続いて技術のフィージ

ビリティ評価が 21.8%、技術の特定/優先順位付けが 16.8%となっており、このようなソフト的な

支援によるキャパシティ強化を通じて途上国における技術普及に弾みをつけていくことが期待さ

れる。 
支援のプロセスを効率化するには、国内における計画段階での整合性とプロジェクト実施段階

での調整、さらには UNFCCC のもとで行われている様々な支援策を有機的に結びつけていくこと

が必要となる。 
途上国における気候変動計画や戦略の策定プロセスとしては、NDC のほか、NAMA（国の適切

な削減行動）、NAP（国別適応計画）、NAPA（国別適応行動計画）などがあり、技術関連のものと

しては前述の TNA や TAP（技術行動計画）などがある。多様な取り組みがある中で、全体として

整合が取られているケースは少なく、アドホックな対応になっていることが多い。技術ニーズの

評価を適応や緩和の行動計画に反映させつつ、それらを NDC の中に統合していくことで国の行動

指針や優先事項を明確に、それらを CTCN や GCF で優先的に取り扱うといった方策により

UNFCCCにおける支援と各国の貢献を繋げていくようなプロセスを構築するといった方策が有効

であると考えられる。 
プロジェクト実施段階では国内ステークホルダー間の調整が必要となる。CTCN の技術支援で

は GCF の資金を利用することが検討されているが、GCF に対しどのような要請をするかは各国に

委ねられている。GCF に対しては国内のステークホルダー間でどのような支援をリクエストする

かコーディネーションが必要であり、当該国において必ずしも CTCN による技術支援の優先度が

高いとは限らない。CTCN は NDE を、GCF は NDA をそれぞれフォーカルポイントとして定めて

いるが、それ以外にも GEF のフォーカルポイントなど様々なリエゾン機関がある。各国内ではさ

まざまなプロジェクトが企画されており、気候資金を巡って競合するケースもあるため、国の行

動指針に沿って整合的な対応ができるよう国内体制を整えておくことが望まれる。 
UNFCCC のもとで行われている支援として、パリ協定では資金（第 9 条）、技術（第 10 条）、

キャパシティビルディング（第 11、 12 条）が主要な要素として位置づけられているが、交渉ト

ラックも実施機関もそれぞれ分かれている。実際の支援においては相互に不可分な要素であり、

これら機関の連携を深め、それぞれの取り組みを整合的なものにすることで支援全体での効果を

高め、より効果的な成果につなげていくことを期待したい。 
 
 
























