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第 1 章 UNFCCC 関連会合への参加 

 
経済産業省産業技術環境局地球環境対策室の指示に従い、以下の会合に政府代表団の一

員として参加した。 
 
①パリ協定のための特別作業部会（APA1-5） 

2018 年 4 月 30 日～2018 年 5 月 10 日 ドイツ（ボン） 
②パリ協定のための特別作業部会（APA1-6） 

2018 年 9 月 4 日～2018 年 9 月 9 日 ドイツ（ボン） 
③第 24 回気候変動枠組条約締約国会議（COP24）関連会合（パリ協定のための特別作業部

会（APA1-7）を含む） 
 2018 年 12 月 2 日～2018 年 12 月 14 日 ポーランド（カトヴィツェ） 
 
以下では、出席した会合のうち、オブザーバーに公開されていた会合に関する報告資料を

掲載する。各国の発言は、電力中央研究所の出張者が聞き取った内容に基づく。 
 
1-1. パリ協定のための特別作業部会（APA1-5）への参加 
2018 年 5 月 1 日（火） 
APA コンタクトグループ（議題 3-8） 
【概要】 
（１）冒頭に共同議長より、今次セッションの進め方について、以下の説明があった。 
・交渉の基礎を作るために、非公式ノートの iteration を続け、今次セッションの結論文書

に、全ての非公式ノートを添付する 
・前回セッション（APA1-4）の最後のプレナリーにおいて、作業方法を継続し、必要に応

じて調整することに合意している 
・金曜日（4 日）にコンタクトグループを行い、進捗を評価し、必要に応じて進め方を調整

する 
・クロスカッティング・イシューに関する HoD 会合を検討している。一部のグループから

は全ての補助機関による共同 HoD 会合を求める意見があった。（その後、G77 からの質問

に答える形で、HoD 会合の進め方やトピックスを事前に連絡すると発言） 
・各議題のグループは来週火曜（8 日）の 18 時までに作業を終え、水曜（9 日）午前のコ

ンタクトグループで結論文書を議論し、木曜（10 日）に閉会プレナリーを行う 
 
（２）続いて、共同議長が（Reflections Note の内容に基づき、）各議題の状況を説明し、

ファシリテーターグループを立ち上げた。各グループの初回会合は以下の通り。 
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・議題 3 5 月 2 日（水）の 10am @Genf 
・議題４ 5 月 1 日（火）の 12pm @Santiago de Chile 
・議題 5 5 月 1 日（火）の 5pm＠Bangkok 
・議題 6 5 月 1 日（火）の 4pm＠Santiago de Chile 
・議題 7 5 月 1 日（火）の 5pm@Santiago de Chile 
・議題 8（適応基金） 5 月 1 日（火）の 4pm@Bangkok 
・議題 8（possible additional matters） 5 月 1 日（火）の 3pm@Bangkok 
 
（３）議題 8（possible additional matters）について、共同議長が、①資金メカの OE へ

の最初のガイダンス、②LDCF と SCCF への最初のガイダンス、③NDC の調整のガイダン

ス、④9 条 5 のモダリティ、⑤新規の資金全体目標の順番に取り上げると説明したところ、

アフリカングループより、その意図についての説明があり、共同議長から回答があった。そ

の後、アフリカングループより、「最後の 2 つについて、時間をかけて議論したい」との発

言があった。 
 
（４）議題 6（GST）について、ソロモン諸島が「現在の非公式ノートには抜けている要素

がある」と指摘した。 
 
（５）各グループからのステートメントでは、G77、AOSIS、アフリカングループ、アラブ

グループが PAWP についてバランスの取れた成果が必要であり、他の SB で扱っている議

題も含めて、バランスの取れた進捗が必要とした。アフリカングループとアラブグループは、

「（成果だけではなく）議題の進め方についても同様にすべき」と発言した。また、アラブ

グループは「成果は“one decision, one package”」と発言した。 
 
（６）東チモールより、「ロス＆ダメージを議題 8 で扱うべき」との発言があり、共同議長

より、非公式にコンサルテーションを行うとの説明があった。 
 
APA 議題 6 GST 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）APA1-4 で作成した非公式ノートを、今次セッションにおける検討の出発点とするこ

とを確認した上で、同ノートにおける「モダリティの overarching elements」について各

国が意見を述べた。主な意見は以下。 
・モルジブ：timing and duration に活動 a、b、c、の時間枠を含める 
・EU：クロスカッティング・イシューを 3 つのワークストリームの中で扱う。情報源とな

る国際組織の特定が必要 
・日本：アウトプットの一般的な考え方を含めるべき 
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・オーストラリア：各ワークストリームと 2 条 a、b、c の関係を明記すべき 
（→これに対して、エクアドルより「2 条１の構造はシャポーの下に、a、 b、 c があり、

シャポーの文脈をどのように operationalize するのかを知りたい」との指摘あり） 
 
（２）モルジブと LDC が、非公式ノートにはロス＆ダメージが欠けていると指摘した。 
 
（３）サウジアラビアは条約の原則を反映すべきと指摘した。中国は、「行動と支援のバラ

ンスが十分に反映されていない」と発言した。 
 
（４）非公式ノートの編集方法として、日本、ブラジル、ノルウェー等が、共通部分を統合

して、意見が異なる部分をオプション化していくのがよいと指摘した。 
 
（５）次回は 5 月 2 日（水）の 1200-1300@Santiago de Chile 
 
【各国の発言】 
ファシリテーター 
前回の非公式ノートは今回の作業のよい基礎となる。ノートに書かれていることの理解を

深めたいという意見や、欠けている要素を適切に反映したいという希望があることを理解

している。その要素の提案者に説明の機会を設けたい。作業において、どの意見も削除しな

い。サブスタンスに集中し、テキストに移行していく。Inf-inf をコンセプトと要素の理解

を深めるために行いたいときは伝えてほしい。ファシリテーターの責任で、非公式ノートの

iteration を作っていく。次のステップについては、共同議長が扱う。 
 
サウジアラビア 
Inf-inf について、受け入れることはできない。G77 の中でもそのように議論している。 
 
ファシリテーター 
Inf-inf を提案しているのではなく、締約国が望むときには事務局に知らせてほしいと話し

た。 
 
サウジアラビア 
それならば、構わない。 
 
ファシリテーター 
前回の非公式ノートを出発点にして議論を続けて、mature になったところで、次の

iteration を作るということでよいか。（→異議なし） 
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Overarching elements of modality から議論を始めたい。 
 
モルジブ 
Overarching elements を議論する前に、ロス＆ダメージのイシューやその組織（WIM な

ど）が含まれていないことを指摘する。Overarching elements のタイミングと duration に

ついて、活動 a、 b、 c ごとに時間枠が必要であり、オプションが与えられるべきである。 
 
ソロモン諸島（LDC） 
全ての関連する条文（ロス＆ダメージ）を扱うべきである。さらに、非公式ノート全体とし

て、パリ協定の全ての要素を扱うべきで、ロス＆ダメージを含めるべきである。 
 
EU 
Overarching elements について、14 条が GST の基礎であり、必要なものは既に協定で作

られている。そのため、14 条が基礎であることを明確に confirm する必要がある。また、

2 条 1、4 条 1、7 条 1 の長期目標や、2 条、4 条、7 条、8 条、13 条の関連する条文へのリ

ファーも必要である。パリで結論を出したことについて、議論を重複させる必要はない。ガ

バナンスの部分について、協定にしたがい、テクニカルフェーズに関する 3 つのワークス

トリーム（緩和、適応、資金フロー・実施手段・支援）から始めるべきである。また、クロ

スカッティング・イシューはこれらの中で検討される。インプットの部分について、COP21
決定のパラ 99 が基礎であり、これをさらに詳細化しようとしている。3 つのワークストリ

ームに沿ったインプットの特定だけではなく、国際機関や constituted bodies などの特定も

必要である。今年中にインプットのリストを完成させることは不可能であり、2021 年に

SBSTA で見直すのが有益。 
 
コロンビア（AILAC） 
2023 年だけではなく、将来にわたるプロセスを設計しているのであり、durable なものを

目指すべきである。グループの考え方は、既に非公式ノートに反映されている。 
 
サウジアラビア 
条約の原則と規定を反映しないのは不公平であり、反映すべきである。衡平はこの作業にお

いて非常に重要である。GST やレビューを議論する前に、best available science のイシュ

ーを考える必要がある。GST は NDC の事前評価になってはならない。持続可能な発展の

イシューも議論する必要がある。 
 
日本 
一般的な指摘として、共存できるものとそうではないものを区別して、後者についてオプシ
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ョンとすると、非公式ノートの次の iteration はより有用になる。Overall のパートについ

て、アウトプットの一般的な考え方を含めるべき。 
 
オーストラリア 
GST の構造を支援するモダリティとインプットについて明確化する必要がある。各ワーク

ストリームと 2 条 a、b、c の関係を明記すべき。インプットについて、そのマネジメント

も扱うべき。 
 
グレナダ 
ノートに含まれている要素の違いが分かりにくい。たとえば、テクニカルフェーズについて、

根本的に異なる考え方があるが、その違いを読み取ることが難しい。要素をグルーピングす

るのはよいが、オプションの違いが分かるようにすべきである。そうしないと、提案が意図

するダイナミクスが損なわれる。 
 
ブラジル（ABU） 
ブレットを textual narrative に変えていく必要がある。Legal text である必要はないが、

readable なものに、会期末までに変えていくべき。そのためには、似ているものを統合し

て、違いを明らかにして、その違いをオプションとする必要がある。 
 
ニュージーランド 
もっと明確にする必要がある点に同意する。コンセプトが損なわれているという意見があ

ったが、締約国のサブミッションはまだ残っており、参照できる。 
 
ノルウェー 
構造をシンプルにして、プロセス・フローを捉えることができるようにすべき。あまり複雑

にし過ぎないようにしたほうがよい。様々な提案の間には共通点が多い。オプションを維持

しながら、短縮化できるのではないか。プロセス全体は、パリ協定の長期目標のために行う

ものであり、その点に留意すべき。一般的なものを扱っているのではない。 
 
フィリピン 
ガバナンスの下に、インプットの提出を含めるべき。 
 
中国 
非公式ノートのステータスについて、欠けている要素があるとの意見の国もある。非公式ノ

ートにはいくつかの懸念がある。協定の他の要素とのリンケージ（特に行動と支援）が反映

されていない。アウトプットの文脈はバランスをとったものであるべき（ギャップだけでは
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なく、前進やベストプラクティスを扱うべき）。衡平はとても重要であり、賢い方法で

operational にすべき。2013-2015 レビューへのレファレンスは有用であり、GST をシンプ

ルなものにしていくべき。 
 
エクアドル 
3 つのワークストリームについて、2 条 1a、 b、 c との関連を指摘する意見があったが、2
条１の構造はシャポーの下に、a、 b、 cがあり、シャポーの文脈をどのように operationalize
するのかを知りたい。 
 
インド 
衡平の operationalize に関連して、先進国のリーダーシップをもっと明確にしたい。 
 
2018 年 5 月 2 日（水） 
APA 議題 3（緩和） 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）冒頭、ファシリテーター（オーストリア＆シンガポール）より、今次セッションでは、

内容面の議論を踏まえて、前回の非公式ノートの「ナビゲーションツール」の作成を目指す

との意向が示された。このツールは、締約国の同意が得られるまでは、既存の非公式ノート

を置き換えるものではないとの説明があった。また、ツールを作る際にファシリテーターが

したがうべきルールを締約国間で議論して欲しいと要請し、締約国間で合意を得た場合に

は、来週月曜（7 日）までに提示すると発言があった。 
 時間配分については、一般的な横断的イシュー（1 時間）、ICTU（2 時間）、アカウンテ

ィング（2 時間）、特徴（1 時間）とする方針が示された。また、ナビゲーションツールが作

成される場合には、フィードバックを得るために、1 時間の会合を開くとした。 
 上記の説明への異議はなく、横断的イシューと ICTU についての議論を行った。 
 
（２）横断的イシューについて、①適用時期（※LMDC と南アが ICTU も含め 2031 年以

降を提案）、②NDC のスコープ（※LMDC、アラブ、インドネシアがフルスコープを主張）、

③二分論に基づく差異化（※LMDC・アフリカが主張）、④Applicability（※EU とニュー

ジーランドが提示）が論点となった。アフリカングループは「NDC はフルスコープである

が、この議題では主に緩和を扱う」とした。また、インドは「産業革命以降の歴史的排出量

のオプションに関するサブミッションを用意している」と発言した 
 
（３）ICTU について、内容面の意見提示を行った。多くの国が 1/CP.21 のパラ 27 に示さ

れた項目をさらに具体化する形で提案を述べたが、ほぼ昨年来の見解であった。そのような

中で、目立った意見は以下。 
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・中国（LMDC）：パラ 27 が最大限であり、その詳細化は不要。GDP・人口・排出量の見

通しに関する情報の提示は不可／Applicability は差異化のイシューでもある。（applicable 
to all、 applicable to developed countries、 applicable to developing countries） 
・アフリカ：支援の情報について、先進国は２～5 年間の金額の資金の情報、気候行動を支

援するイノベーションに関する情報などを詳細に提示すべき 
 
（４）次回は、5 月 3 日（木）17:00-18:00@Genf。 
 
【各国の発言】 
ファシリテーター 
整理されたナビゲーションツールを作成することを考えている。このツールは、締約国が合

意するまでは、前回の非公式ノートを置き換えるものではない。差異化とスコープについて

は、後の段階で解決するものであり、立場を予断しないようなオプションが必要。 
さまざまなグループとバイラテラルを行った。どのようにナビゲーションツールを、立場を

予断しないように作ることができるかを議論した。事前のガイダンスがなければ、ツールを

作ることは難しい。締約国間でも議論するように促した。ガイダンスに合意できれば、月曜

日（7 日）までにツールを作成する。その後、フィードバックを得るために 1 時間の時間を

設ける。今週は 6 時間を予定しているが、多くの国がより多くの時間を求めており、進捗が

よければ時間を得られるだろう。 
今日の 11 時まで、いまのアプローチに対する意見と一般的なクロスカッティングのイシュ

ーを議論する。その後、2 時間かけて、ICTU を議論する。明日と金曜日に、アカウンティ

ングを 2 時間かけて議論する。土曜日（5 日）には、特徴を 1 時間、議論する。 
時間を有効に使うためにタイムマネジメントに努める。各スロットの時間が終わったら、ス

ピルオーバーリストを持ち越さずに、次のテーマに移る。ただし、発言できなかった国につ

いては、インプットを電子メールで送ってほしい。ナビゲーションツール作成の参考にする。 
既に述べた一般的な見解を述べるのは避けてほしい。意見を簡潔に述べてほしい。 
 
中国（LMDC） 
前回の非公式はよい出発点である。非公式ノートが長文になっているのは、ICTU のページ

数が多く、同じような内容の長文の意見が盛り込まれているためである。これらをマージす

れば短縮化できる。 
このセッションでは、全ての要素とオプションを維持すべきである。全てのオプションを包

括的かつバランスのとれた形で維持すべき。要素の詳細に関する議論を歓迎する。 
クロスカッティング・イシューについて、適用時期は subsequent NDC after 2031 からで

あるべき。ただし、1 期目の NDC への自発的な適用は可能である。May include は変更す

べきではなく、shall や should を使うべきではない。差異化を反映すべきである。ICTU に
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ついては、一般的なガイダンス、先進国のガイダンス、途上国のガイダンスに分けるべきで

ある。スコープについて、3 条に基づき NDC はフルスコープであると認識している。能力

構築は途上国による NDC 通報の準備にとって重要である。 
 
ニュージーランド 
アカウンティングのガイダンスは、2 期目の NDC から適用義務であることに同意する。

ICTU のガイダンスについては、不明確なところがまだ残っているが、2020 年に更新しう

る。二分論のガイダンスや構造に関連して、各タイプの NDC への applicability を議論し

たい。NDC は差異化されており、全ての国への一般的なガイダンスの中で、as applicable
とすればよい。本議題は、1/CP.21 の緩和セクションを扱うものと理解している。 
 
マーシャル諸島（AOSIS） 
ファシリテーターの進め方提案を支持する。能力構築は重要であり、この条文の実施のため

には MOI が必要である。 
 
スイス 
適用時期について、2026 年以降の NDC からと考えている。ガイダンスの定期的改定が重

要であり、次の改定時期を決定の中で定めるべきである。二分論のガイダンスは、異なる国

別事情を反映しておらず、受け入れることはできない。スコープの論点について、この議題

の名称と矛盾する。 
 
ブラジル（ABU） 
ファシリテーターが準備しようとしているツールは有用である。 
一般的なイシューについて、パラ 27 の内容だけではなく、4 条の内容すべてを扱うべきで

ある。他の議論とのリンクについて、プレースホルダーとして扱い、議論の重複を避けるべ

きである。具体的には、適応の情報（議題４）、支援の情報（9 条 5）などである。ICTU と

アカウンティングについては、透明性（議題 5）に feed into する。 
 
ジンバブエ（AGN） 
提案を歓迎する。クロスカッティング・イシューについて、ガイダンスの実施、適用時期

（2025 年以降）、差異化の要素（4 条にあるもの）などである。NDC のフルスコープがガ

イダンスに反映されるべき。ただし、ここは緩和の議論である。 
 
エチオピア（LDC） 
能力構築と適用時期がクロスカッティング・イシューである。 
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韓国 
非公式ノートは今のままで使うことが難しい。NDC のタイプによる差異化が適切である。 
 
EU 
緩和を議論することは明らかである。Applicability を伴う 1 つのセットのガイダンスであ

るべき。ナビゲーションツールは有用である。非公式会合以外でも議論したい。 
 
サウジアラビア（アラブグループ） 
今の非公式ノートはよい出発点である。スコープには、緩和、適応、適応と経済多様化のコ

ベネ、実施手段が含まれる。先進国向けと途上国向けの 2 つのセットのガイダンスを提案

している。差異化の再定義を受け入れることはできない。 
 
インドネシア 
適用時期は次の NDC からである。途上国への柔軟性が必要である。緩和だけではなく、適

応と実施手段も含む。 
 
インド 
NDC のフルスコープを強調する。この議題を NDC の単一の要素に限定する理由はない。

GDP や人口に基づくカテゴリー分けに反対する。中国とともに、産業革命以降の歴史的排

出量のオプションに関するサブミッションを用意している。 
 
セントルシア（CARICOM） 
クロスカッティング・イシューについて、スコープは緩和限定であることは明確である。二

分論のガイダンスを望まない。NDC の全体集計のために、さまざまな国の NDC の間で共

通性が必要である。 
 
エジプト 
重複を避けるためのストリームラインが必要である。ただし、全てのオプションと要素をバ

ランスの取れた方法で維持すべきである。 
NDC のフルスコープを operationalize することが重要である。差異化も同様である。情報

とアカウンティングについて、簡潔なものであるべき。途上国の緩和は、先進国による支援

に依存する。能力構築が途上国による通報準備に重要である。 
 
イラン 
スコープは包括的であるべき。 
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南アフリカ 
ナビゲーションツールではなく、現在の非公式ノートを出発点とすべきである。 
適用時期について、2031 年以降であるが、それ以前の自発的適用は可能である。 
 
ファシリテーター 
ICTU についての議論を始める。時間は 2 時間である。スクリーンに、前回の非公式ノート

から項目を提示した。内容面を議論してほしい。 
 
オーストラリア 
レファレンスの定量的情報について、①参照指標（成果を比較するための参照点）、②値と

その情報ソース、③値の更新条件（特にベースライン目標の場合に重要）が必要である。 
前提と方法論のアプローチについて、①アカウンティングのアプローチ、②どのようにベー

スラインや参照レベルを構築したか、③IPCC のメトリクス・方法が必要である。 
 
チリ（AILAC） 
長期目標に向けた前進を評価できるように情報が必要である。 
 
中国（LMDC） 
パラ 27 をそのまま維持すべきで、詳細化すべきではない。リマでの決定を迫られて、最大

限の譲歩したものである。このパラグラフは達成できることの最大限である。我々の野心や

環境十全性は情報で決まるものではなく、具体的な行動によるものである。パラ 27 の情報

の大半は、途上国の能力を超えるものである。カテゴリーに共通の定義はなく、それぞれの

国で異なる。地理的なカバレッジはセンシティブであり、領土紛争とも関連する。機密情報

（classified information）が含まれることから、これを提示した場合、途上国の担当者は収

監されてしまう。能力が高まっていくことを踏まえて、途上国については、時間とともに情

報の質を高めるように encourage するというのが考えられる着地点である。非公式ノート

について、簡潔に要素をリストした上で、no text というオプションを残すべき。 
 
マーシャル諸島（AOSIS） 
排出量を集計できるようにすることが重要であり、そのために ICTU が必要である。全て

の情報が、全ての国・NDC に必要というわけではない。Indicative な GHG 排出量の情報

などが必要である。能力構築が特に SIDS にとっては不可欠である。 
 
ブラジル（ABU） 
パラ 27 をもとに内容を詰めていき、必要なものを追加していくのがよい。政策措置のタイ

プの NDC についても、参照点の情報は適用される。前提と方法論のアプローチについて、
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排出量推定のメトリクスを含めることが重要である。公平性と野心について、4 条の規定に

基づき詳細化していくのがよい。前進、最大野心、GST による inform、4 条 4 と 4 条６へ

の対応、パリ協定の目的などである。4 条 16、4 条 17、4 条 18 をどのように operationalize
するかについても、追加的な情報として必要である。 
 
EU 
オーストラリアを支持。計画プロセスについて、①詳細化と②実施（pursue する予定の国

内措置、4 条 19 の長期戦略との関係性）の側面がある。4 条 1 に書かれている原則や前文

に書かれている内容（持続可能な発展や人権）について、自発的な情報を含めるのがよい。

公平性について、どのようにそれを考えたか、野心について、4 条 4 と 4 条３、長期目標、

GST からのインフォームの情報が必要。適応と経済多様化の緩和コベネフィットの情報も

必要。 
 
サウジアラビア 
緩和コベネフィットの情報を含めるべき。 
 
ジンバブエ（AGN） 
参照点について、先進国は総量削減目標の基準年排出量を提出すべきである。途上国がその

情報を提示するかは任意である。適応の追加情報について、これは「追加的」ではなく、ガ

イダンスに必要なものである。支援の追加情報も同様である。支援の情報について、先進国

は２～5 年間の金額の資金の情報、気候行動を支援するイノベーションに関する情報などを

詳細に提示すべきである。 
 
コロンビア 
オーストラリアに同意する。スコープとカバレッジについて、どのガスを含めているのかに

ついての情報が必要である。長期戦略に関する情報も必要である。 
 
米国 
オーストラリアに同意する。様々な NDC をカバーできるようにすべきというブラジルの意

見にも賛同する。チリが言うように環境十全性のために情報が必要である。情報は、

applicability の問題であり、能力や追加的な負担ではない。 
 
メキシコ 
NDC のタイプ別に、定量的な情報を検討する必要がある。公平性と野心についてのブラジ

ルの提案を支持する。支援を条件とするものと条件としないものの情報も必要である。長期

戦略に関する情報も重要である。計画プロセスについて、ステークホルダーとのコンサルテ
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ーションや、それが該当する場合には indigenous people とのコンサルテーションの情報が

必要である。 
 
ノルウェー 
ガイダンスはシンプルなものであるべき。世界全体で集計できるようにするために情報が

必要である。政策措置の定量化は不可能との意見があったが、これは拘束衣のようなもので

はなく、可能な範囲での提示を奨励するものである。セクターについては、どの部門を含め

たのかという単純なものであり、それ以上に深堀りするものではない。公平性と野心につい

て、4 条 3 とのリンク（前進と最大野心）は重要である。 
 
インド 
NDCは自国決定である。そのため、ガイダンスが規定的になるということが理解できない。

Applicability の問題であり、能力や国別事情を考慮しなくてよいという主張を理解できな

い。先進国に対して prescriptive とすることは支持できる。パラ 27 の詳細化に反対である。 
 
スイス 
参照点の定量的な情報について、オーストラリア等を支持する。前提と方法論のアプローチ

についても詳細化が必要である。スコープとカバレッジについて、セクター、ガス、カテゴ

リーが含まれるが、土地部門のカバレッジの情報も含まれるべきである。どのガスやセクタ

ーを含めなかったかの情報も必要である。6 条の利用に関する情報も必要である。計画プロ

セスについて、EU を支持する。野心について、メキシコとノルウェーを支持する。 
 
日本 
パラ 27 の全ての要素が重要である。米国の applicability に関する見解を支持する。集計化

が重要である。前提と方法論のアプローチについて、土地部門、ITOMs の利用、指標の定

義の情報が必要である。 
 
ニュージーランド 
ガイダンスが prescription かどうかについて、4 条 8 では、情報の提示は shall となってい

る。ここではどの情報が必要かを議論しているが、自国決定した NDC に沿って、どの情報

の applicable かを検討するもの。前提と方法論のアプローチについて、これも自国決定の

問題であり、どのようにアカウントするか、既存のアプローチにどのように立脚するか、4
条 13 の原則にどのように整合しているかの情報が必要である。 
 
カナダ 
参照点の定量情報に関連して、NDC 提出の際に headline target を明示するのが有用であ
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る。そうすることで、NDC と情報の区別がつく。ここでの議論は、パリで合意しなかった

ことを新たに課すものではない。自主的に提示する情報のリストもチェックリストとして

有用である（例えば、計画プロセス）。スコープとカバレッジについて、IPCC のガイドラ

インでセクターの定義は確立されており、どのセクターが含まれているのか、全体のうちの

どの程度の割合が NDC でカバーされているのかなどの情報が有用である。 
 
韓国 
パラ 27 だけでは情報が不足している。特に参照点については、十分ではない。現在のパラ

27 は may となっており、そのため、現在の NDC は十分に CTU が確保されていない。根

本的に不可欠であるのは、参照点の定量情報、タイムフレーム、スコープとカバレッジ、前

提と方法論のアプローチであり、これらは義務とすべき。オプションとして、「緩和中心・

二分論なし」、「フルスコープ・二分論」、「緩和に限定されないスコープ（9 条 5 含む）・部

分的に二分論」、「緩和中心でタイプ別」がある。 
 
セントルシア 
パラ 27 は出発点であり、詳細なガイダンスによって情報を定めて、集計できるようにすべ

き。総量削減目標、エコノミーワイドの削減抑制目標、その他の分類があるが、その他につ

いてはその説明情報が必要。単年か複数年かといった情報が必要。目標のタイプ別の情報を

定めるべきである。野心について、過去の排出量のトレンドと将来の予測や GST にどのよ

うに inform されたかなどの情報が必要。 
 
クウェート 
定量情報は、先進国には義務、途上国にはオプションとすべき。「スコープとカバレッジ」

のスコープには、緩和、適応、実施手段を含む。 
 
イスラエル 
追加的な負担はない。自国決定によって既に差異化は反映されている。 
 
インドネシア 
「スコープとカバレッジ」におけるスコープは、緩和、適応、実施手段を含む。 
 
ブラジル（ABU） 
何が義務的な情報で、何が自主的で追加的な情報かを議論しているが、4 条 8 は shall とな

っており、これが義務的な側面である。特定のタイプの情報が義務かそうではないかという

区別を避けるべき。ガイダンスは prescriptive ではなく、facilitative なものであり、全て

のタイプの NDC に対応できるものであるべき。 
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中国（LMDC） 
4 条 8 は、情報を提供するということを義務としており、どの情報を提供するかは自国決定

であり、義務化するものではない。議題３は緩和だけを扱うものではない。MoI は緩和と密

接に関連しており、資金支援、技術、能力構築に関する情報が必要である。これらの情報は

途上国が NDC を作る際に重要である。 
 
EU 
能力の制約について、ガイダンスにおける applicability によって、NDC の自国決定を守り

つつ、この問題に対応できる。ガイダンスは NDC を準備する際に集めるべき情報を示すと

いう点で、締約国を助けるものである。SIDS/LDCs の特別な状況に配慮が必要である。

IPCC ガイダンスから外れる定義を含める場合、その説明を含めるべきである。NDC に含

めない部門やカテゴリーについても説明が必要。ICTU のガイダンスは 2020 年から適用さ

れる。 
 
ニュージーランド 
この時点で、構造をオプション化する必要はない。適応と支援の追加情報は不要である。 
4 条 8 は情報の提示を義務としたが、ガイダンスは情報とは何かを定めるものである。 
 
コロンビア（AILAC） 
NDC のタイプ別の Applicability について議論できないか。 
 
中国（LMDC） 
Applicability は、差異化のイシューでもある。この点について合意するならば、議論でき

る（applicable to all、 applicable to developed countries、 applicable to developing 
countries）。他方、NDC のタイプ別の prescriptive なガイダンスを網羅的に作成すること

は困難である。ただし、構造の議論が要素の議論を止めてしまうことを望まない。 
 
マーシャル諸島 
Prescription は重要なイシューである。4 条 6 の義務的な要求を満たすための情報は何であ

るのかが論点である。NDC は CTU と異なるのか、ICTU も NDC であるのかを巡って意見

の相違がみられる。タイプ別の情報では、カバーされないタイプが出てくるという点は重要

であり、それゆえに NDC のタイプによらない共通の情報が必要。能力構築と支援について、

一度、ICTU を作成すれば、能力は構築される。 
 
インド 
4 条 8 は、情報の提示を定めているだけであり、どの情報が必要かを定めていない。ガイダ
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ンスは締約国を助けるものである。MoI は NDC の重要な側面である。これを NDC に含め

なければ、途上国に深刻な問題が起こる。 
 
ニュージーランド 
4 条 8 は、in accordance with guidance となっており、インドの見解を支持できない。中

国の発言について、タイプ別の情報を求めているのではなく、ベースラインのタイプや目標

に適切な情報を締約国が決めることが出来るようにするガイダンスを望んでいる。たとえ

ば、人口当たりの排出量であれば、基準年の排出量と人口及び目標年における両者の予測で

ある。 
 
中国（LMDC） 
人口、GDP、GHG の予測について、受け入れることはできない。 
 
APA 議題 6 GST 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）前日（1 日）に続いて、APA1-4 で作成した非公式ノートに対して、内容の明確化や

追加事項について、各国が意見を述べた。主な意見は以下。 
・日本：Adjustment of modalities に関して、GST 実施方法のテクニカルな側面を経験に

基づき必要に応じて改善することを提案 
・インド：Adjustment of modalities にプレ 2020 の経験も含めるべき 
・EU：インプットの準備について、SB や関連する機関等への明確な invitation が必要。

活動 C について、政治的なコミットメントを取りまとめるべき 
・AILAC：Activity C の Outputs に特定されたギャップ、強化された行動のための方策、

優良事例を含めるべき 
・ニュージーランド：Compilation and synthesis について、synthesis の要素を含めるべ

き 
・G77：衡平に関する項目を、overarching elements と活動 A～C に対して提示 
・アフリカ：衡平を operationalize する方法に関する項目を、活動 A～Ｃに対して提示 
・南アフリカ：適応のグローバル目標の進捗評価に関連する項目を活動 A・B に対して提示 
・サウジアラビア：インプットについて、constituted bodies だけではなく、forums を含め

るべき（※対応措置や適応コベネフィットを意識したもの） 
・AOSIS：活動 A について、オンラインプラットフォームが有用。活動 B について、テー

マ別の議論は並行して行うべきではない。ロス＆ダメージが重要 
・LDCｓ：ロス＆ダメージを含めるべき。Constituted bodies に WIM を含めるべき 
 
（２）次回は 5 月 4 日（金）の午後を予定。会合後に、事務局から「次回までに非公式ノー
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トの次の iteration を提示する。その中で、ファシリテーターが共通領域と考えるものを反

映しつつ、オプションを示す。次回会合では、ポジションが反映されているかどうかの確認

を求める可能性がある」との通知があった。 
 
【各国の発言】 
ファシリテーター 
昨日（1 日）、G77 が GST における差異化と衡平に関する質問を提起したが、コメントはあ

るか。 
 
ノルウェー 
協定の条文で定められた GST へのマンデートにしたがえば、GST では協定の原則を考慮し

なければならない（※7 条 14 などを例示）。このマンデートに沿った質問を用意する必要が

ある。 
 
オーストラリア 
衡平と CBDR は、プロセス（ファシリテーターの指名など）、参加（締約国と締約国以外へ

のオープンさ）、文脈（in light of equity）の点で重要である。資金と実施手段の評価を行う

中でも衡平が考慮される。 
 
ファシリテーター 
非公式ノートの明確化や追加事項についての意見を求める。 
 
エクアドル（G77） 
衡平と CBDR へのレファレンスを様々な要素に埋め込んでいくのが有用。ロス＆ダメージ、

対応措置、経済多様化も含めるべき。前回のセッションで提示したインプットで、衡平、ロ

ス＆ダメージ、対応措置をどのように含めるべきかを示した。これらを反映してほしい。た

とえば、Overarching elements における management of input の項目に含めるべき。活動

A の call for inputs に、衡平と CBDR を含めるのが有用。活動 B の Aim において、衡平

と CBDR を反映すべき。5 ページ目の Guidance に関連して、ワークストリームの中にも

埋め込んでいく。活動 C の Presentation and consideration of inputs においても衡平への

レファーが必要。 
 
米国 
緩和、適応、実施手段について包括的なインプットが必要。そのために、活動 A をもっと

具体的にすべき。 
 



19 
 

EU 
衡平について、ノルウェーの見解を支持。インプットの準備について、SB や関連する機関

等への明確な invitation が必要である。活動 B の各ワークストリーム（緩和、適応、資金

と実施手段・支援）について、ガイディング・クエスチョンについての柔軟性を維持しつつ、

進め方や横断的イシューの扱いについて明確なガイダンスが必要である。10 月のサブミッ

ションに具体的な案を示した。活動 C について、2023 年以降、5 年ごとに政治的な対話が

必要であり、宣言の形で政治的なコミットメントを取りまとめるべき。 
 
ガーナ（AGN） 
昨年のサブミッションで、衡平をどのように operationalize するかを示した。2℃/1.5℃へ

の経路、IPCC などのインプットや他の国際的なインプット、専門家による評価のための指

標・メトリクス、他のステークホルダーに対する call for input、テクニカルフェーズにお

ける指標・メトリクスに基づく fair share of efforts の議論（緩和、適応、実施手段を含む）、

政治レベルで衡平を考慮するための枠組みの評価を含む。 
 
南アフリカ 
衡平、適応、支援という重要分野の内容を強化すべきである。活動 A について、call for input
に、強化された適応実施のストックテイクが行うことができるように、適応委員会と LDC
専門家グループと資金常設委員会のインプット、7 条 14、9 条 6、10 条、13 条５、13 条６

に基づくインプットを含めるべき。 
活動 B について、Guidance の中に、“in relation to adaptation, review of the adequacy 
and effectiveness of adaptation support, and review progress toward the global 
adaptation goal”を含めるべき。Placeholder のところに、Technical consideration of 
recognition of adaptation efforts by developing countries…を含める。 
 
日本 
Adjustment of modalities に関して、GST 実施方法のテクニカルな側面を経験に基づき必

要に応じて改善することを提案する。 
 
インド 
衡平をどのように operationalize するかが重要であり、特に先進国のリーダーシップ（特

に実施手段と支援の提供について）が重要である。Equitable participation について、途上

国という一般的な表現にすべき。Adjustment of modalities にプレ 2020 の経験も含めるべ

き。長期戦略をインプットとするかは、各国の任意とすべき。 
 
モルジブ（AOSIS） 
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Timing and duration は、活動間で一貫したものにすべき。参加への支援が途上国に提供さ

れるべきである。参加だけではなく、インプットの吸収に対する支援も必要である。活動 A
について、オンラインプラットフォームが有用。活動 B について、テーマ別の議論は並行

して行うべきではない。ロス＆ダメージが重要。共同コンタクトグループへのガイダンスが

必要。他の進行中の議題に対するプレースホルダーも必要。 
 
サウジアラビア 
持続可能な発展のイシューについて、衡平、 持続可能な発展、 貧困削減、 and best 
available science という形で反映すべき。インプットについて、constituted bodies だけで

はなく、forums を含めるべき（※対応措置や適応コベネフィットを意識したもの）。 
 
ブラジル（ABU） 
G77 が言うように、GST は 2 条１に関するものであり、持続可能な発展の文脈のもとにあ

る。 
 
ノルウェー 
Guiding questions について、現時点で micromanage すべきではない。例えば、適応につ

いて、何が overall progress toward global goal であるのか等、7 条 14 に書かれているも

のがクエスチョンになる。 
 
ニュージーランド 
活動 A の期間は、それに必要な時間と活動 B のタイミングにあわせて設定すべきである。

Compilation and synthesis について、synthesis の要素を含めるべきである。 
 
カナダ 
[Management of inputs]を活動 A に移してはどうか。 
 
コロンビア（AILAC） 
G77 を支持。Activity C の Outputs に特定されたギャップ、強化された行動のための方策、

優良事例を含めるべき。CMA は行動の強化、支援のスケールアップのためのキーメッセー

ジや助言を提供する。議長は Activity C のキーメッセージのサマリー、general policy 
recommendations from Events を作成する。 
Outcome には以下を含める 
•Adopt a decision / formal declaration agreed by all Parties or final statement by the 
Presidency and co-moderators and closing interventions by the participants in the last 
plenary of the joint contact group / decided by the Presidency… 
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•Decision to address:  
-Assessment of collective progress towards the purpose and long-term goals, inform the 
updating and enhancement of subsequent NDCs, actions and support    
 
マーシャル諸島 
EU は JCG を設置すべきでないと発言があったが、その理由を聞きたい。日本からの

Activity に関する発言は Interesting points。更にクラリフィケーションを求めたい。 
 
LDCｓ 
ロス＆ダメージを含めるべき。Constituted bodiesにWIMを含めるべき。政治フェーズに、

インプットの検討を含める。Sources of inputs に関して、ロス＆ダメージ、WIM を含める。 
 
2018 年 5 月 3 日（木） 
APA 議題 3（緩和） 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）アカウンティングについて、内容面の意見提示を行った。主な意見は以下。 
・オーストラリア：ガイダンスは、①アカウンティング方法に対する期待と②アカウンティ

ングを提供するための情報からなる。透明性枠組みを通じて、情報を報告 
・ブラジル（ABU）：特定部門（特に土地部門）に絞ったガイダンスは不要。透明性枠組み

を通じて、情報を報告 
・EU：実施期間中に方法論を変える場合には、野心の低下にならないようにすべき。6 条

を使う場合には、定量化された要素の表形式のサマリーが必要。土地部門のガイダンスを含

める必要（具体的には、HWP と natural disturbance） 
・AOSIS：透明性枠組みを通じて、情報を報告 
・アフリカ：緩和のアカウンティングは二分論の差異化。支援のアカウンティングも不可欠。

先進国は資金支援のアカウンティングを 9 条 5 と 9 条７のモダリティと手続きにしたがっ

て行うべき 
・中国（LMDC）：ガイダンスの applicability は能力を考慮したものであるべきで、差異化

を反映すべき。ガイダンスは簡素なものであるべき。土地部門は農業における緩和を含むた

め、同意できない。タイプ別のガイダンスは不要 
・インド：透明性枠組みでロバストなアカウンティングを作るべきで、アカウンティングの

ガイダンスは簡潔なものであるべき 
・LDC：LDC への柔軟性が必要である。能力がない国への支援とのリンクが必要 
・AILAC：NDC の緩和要素の全タイプが定量化されるべき。土地部門のアカウンティング

は必要 
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（２）次回は、5 月 4 日（金）11:00-12:00@Chamber Hall 
 
※アフリカグループは、資金のアカウンティングに関連して「9 条 5 と 9 条 7 のモダリテ

ィと手続き」に言及した。LMDC はアカウンティングのガイダンスには詳細は含まれない

との理解を提示した。AILAC が“mitigation component of NDC”という言葉を使うように

なった。 
 
【各国の発言】 
オーストラリア 
ガイダンスは、①アカウンティング方法に対する期待（expectation）と②アカウンティン

グを提供するための情報からなる。たとえば、定量的な参照指標については、①は過大・過

少評価を避けること、インベントリー等の整合性、②は ICTU として提示した情報、参照点

をアップデートする場合には ICTU で示した方法にしたがった変更内容である。透明性報

告を通じて情報を提示することを考えている。 
 
ブラジル（ABU） 
３つのレイヤーからなる。第一に、accounting for であり、進捗捕捉に使うパラメーターを

与えるものである。第二に、インベントリーであり、TACCC の原則が適用され、共通のメ

トリクスのガイダンスを含む。これは定量化と関連する。第三に、6 条のメカニズムに関す

る追加的なレイヤーであり、二重計上の回避の原則が関わるが、これは 6 条の議題で議論

されている。透明性報告を通じて、情報が提示される。 
LULUCF に特化したアカウンティングの提案があったが、特定部門に絞ったガイダンスは

不要である。アカウンティングは全体に横断的に適用されるものである。REDD の枠組み

は result-based payment であり、緩和のアカウンティングの方法論ではなく、これは

ITMOs を構成しない。 
 
EU 
アカウンティングの原則（TACCC など）は既に 4 条 13 で示されており、他方で、共通の

メトリクスの使用はルールであり、ガイダンスは両者の組み合わせである。パラ 31 は、す

でに重要なガイダンスを与えており、これに立脚し、実施できるように詳細化が必要である。

たとえば、方法論の一貫性について、どの方法論なのか、どのように一貫性を確保するのか、

どのように報告するのかが明確ではなく、具体化が必要。インベントリー、ガスのカバレッ

ジ、使用した方法論が関連する。実施期間に方法論やデータを改善した場合には、排出量の

修正も必要になる。実施期間中に方法論を変える場合には、野心の低下にならないようにす

べき。方法論の一貫性に関する報告は 13 条の透明性報告でなされる。CMA で採択された

共通のメトリクスを使うことになっているが、現時点で CMA 決定が存在していないため、
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今回特定する必要である。定量化の際にはインベントリーを使うべきであり、これは単純な

ことであるが、そのことがまだ明確には定められていないため、決める必要がある。6 条を

使う場合には、定量化された要素の表形式のサマリーが必要である。6 条の作業が、その作

業次第ではあるが、統合されるべき。土地部門のガイダンスを含める必要である。具体的に

は、HWP と natural disturbance である。 
Applicability の考え方は、アカウンティングのガイダンスでも重要である。締約国は NDC
を自国決定しており、ガイダンスのどの要素を適用すべきか、自ら判断することが出来る。

Applicability の考え方をテキスト化するときには、NDC のタイプに触れないように慎重に

起草すべき。 
 
イスラエル 
アカウンティングは透明性の一要素である。 
 
マーシャル諸島（AOSIS） 
共通であること、TACCC、土地部門を含むこと、ITMOs も対象とすること、NDC の進捗

への説明責任に関連し、透明性枠組みに立脚する。全体での集計を可能にすることが重要。 
13 条 7b の情報として報告する。 
 
ジンバブエ（AGN） 
NDC の世界全体での集計のためにアカウンティングが重要であり、途上国への能力構築が

必要である。条約と京都議定書の既存のアプローチを認識すべき。柔軟性の側面が不可欠で

ある。 
CMA で IPCC の最新の方法論を使うことを採択しつつ、先進国には最新の方法論の使用を

義務とし、途上国には 2006 年ガイドラインを使用し、最新のものに移行するように奨励す

べき。方法論の一貫性は重要であり、途上国は独自の方法論の使用が認められるべき。6 条

のマーケットの議論も関連し、そこでの議論では、二重計上の回避と環境十全性が重要であ

る。 
支援のアカウンティングも不可欠である。先進国は資金支援のアカウンティングを 9 条 5
と 9 条７のモダリティと手続きにしたがって行うべき。途上国はニーズを報告する。 
 
中国（LMDC） 
AGN を支持。ガイダンスの applicability は能力を考慮したものであるべきで、差異化を反

映すべき。途上国には、自分の方法で NDC を説明する柔軟性が与えられるべき。方法論に

ついて、既存の IPCC の方法論がレファレンスとなり、途上国は徐々に高い tier に移行す

る。方法論を変更・調整した場合には、透明性のもとで説明すべきで、調整がない場合は、

説明不要である。これは透明性での議論である。ガイダンスは一般的なものであり、詳細な
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ガイダンスは不要である。パラ 31c と d は、既に最大限のコンセンサスであり、さらなる

詳細は不要である。共通のメトリクス（GWP または GTP）について、さらなる議論が必要

である。マーケットについては、今年は一般的なもので十分であり、詳細はその後に検討す

ればよい。森林・土地について、土地部門は農業における緩和を含むため、同意できない。

アカウンティングのガイダンスは目標の達成を評価するものではなく、目標を明確な方法

で説明するためのものである。そのため、ガイダンスはシンプルなものであるべき。定量化

はガイダンスに含まれるべきではない。全てのタイプの NDC を列挙できないため、タイプ

別のガイダンスは不要。 
 
インド 
ガイダンスは、衡平と CBDR の原則、先進国と途上国の間にある能力の違いや義務の違い

を考慮すべきであり、途上国に過度な負担をかけるべきではない。NDC のアカウンティン

グの性質は、透明性におけるアカウンティングの性質とは異なる。透明性枠組みでロバスト

なアカウンティングを作るべきで、アカウンティングのガイダンスは簡潔なものであるべ

き。 
 
エチオピア（LDC） 
LDC への柔軟性が必要である。能力がない国への支援とのリンクが必要。 
 
コロンビア（AILAC） 
どの要素の情報を考慮すべきか、どのように NDC の緩和要素をアカウントするかが論点で

ある。ITMOs のアカウンティングについて、どこで議論するのかが明確ではない。土地部

門とアカウンティングバランスも、実施期間の終了後に考慮すべき。NDC の緩和要素の全

タイプが定量化されるべき。 
 
2018 年 5 月 4 日（金） 
APA 議題 3（緩和） 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）前日（3 日）に引き続き、アカウンティングについて、内容面の意見提示を行った。

主な意見は以下。 
・EU：4 条 13 を読めば、マンデートが emission and removals に関するアカウンティン

グであることは明らかであり、9 条 5 はマンデートの範囲外 
・日本：方法論の一貫性について、変更と一貫性の説明が必要。土地部門のアカウンティン

グについて、既存の方法を活用可能。HWP についてもガイダンスが必要 
・ニュージーランド：ガイダンスはアカウンティングのプロセス（事前、実施中、事後）を

説明しなければならない 



25 
 

・中国：3 つのステップに分解する意見があったが、2 つ目と 3 つ目のステップは透明性枠

組みで track progress として扱われており、本議題は事前の情報に限定。アカウンティン

グのガイダンスは目標の達成・未達を評価するものではない 
・ブラジル：前日に特定部門のガイダンスは不要としたが、LULUCF において、HWP と

natural disturbance、legacy effects に関してはガイダンスが有用 
・ツバル：土地部門のアカウンティングは非常に複雑な分野であり、慎重に検討すべき。一

般的なガイダンスとしつつ、詳細は今後の検討課題として CMA にマンデートを与えるべき 
・カナダ、スイス：能力構築の議論を行うことが重要。ただし、異なる要素ごとに具体的に

考えるべき 
・サウジアラビア：4 条 7 の緩和コベネも考慮する必要 
 
（２）次回は、5 月 5 日（土）10 時～＠Genf。「特徴」を取り上げる。 
 
【各国の発言】 
EU 
4 条 13 を読めば、マンデートが emission and removals に関するアカウンティングである

ことは明らかであり、9 条 5 はマンデートの範囲外である。 
 
バングラデシュ 
Prescriptive かどうかという点を議論するよりも、既存の方法論や経験に立脚することにな

っており、能力が高まるなかで、より高い tier に移行していくことを議論してはどうか。 
 
セントルシア 
ダブルカウンティング防止について、詳細が必要（NDC の間、NDC にカバーされていな

い部分、ICAO 等）。グローバルゴールに進捗を評価できるように定量化が必要。そのため

に詳細が必要。土地部門について、人為的なものとそうではないものの区別が必要。HWP
も同様。これらは集計化に必要。緩和側面の定量化が不可欠であり、6 条（ITMOs）とのリ

ンクが必要。様々なタイプについての国際的に合意されたアカウンティングのルールが必

要。タイプの洗い出しはショートリストであり、そのそれぞれについて詳細なガイダンスが

必要。 
 
日本 
アカウンティングは全ての NDC と国に対して適用されるべきもの。パラ 31 は議論の基礎

である。共通の方法、メトリクス、方法論の一貫性について、変更と一貫性の説明が必要と

いう点について、EU を支持。土地部門のアカウンティングについて、既存の方法を活用で

きる。HWP についても、EU が言うように、タブルカウントやノーカウントを避けるため



26 
 

にガイダンスが必要。6 条のダブルカウント回避や相当調整は、EU などが言うように重要

であり、6 条の議題で議論されている。 
 
ニュージーランド 
アカウンティングの情報は透明性枠組みを通じて報告される。様々なタイプの NDC に対応

できるようにする必要がある。ガイダンスはアカウンティングのプロセス（事前、実施中、

事後）を説明しなければならない。どのアプローチを使っていて、なぜそれが適切であるの

かの説明が必要。様々なタイプの NDC があるが、それらの間には共通性があり、たとえば、

ベースラインは NDC の進捗を捕捉するためのベンチマークであり、キーカテゴリー、政策

措置、IPCC の最新のガイドラインの使用、インベントリーとの一貫性などの説明がヘディ

ングとして必要である。ベースラインに関する情報、モニタリングのガイダンス、テクニカ

ルレビューのガイダンスなどのヘディングも必要。これらが、さまざまなタイプのベースラ

イン・ベンチマークのアカウンティングに必要なものである。 
土地部門について、この部門を具体化する価値がある。具体的には HWP、Natural 
disturbance、レガシー効果である。たとえば、ベースラインとして使用する参照レベルに

関する具体的な情報（BAU の予測、NDC に含まれる行動など）である。 
他の議題との関係は、placeholder にしておくのがよい。例えば、6 条など、また、透明性

について、本議題の議論が feed into する。 
 
メキシコ 
共通のメトリクスが採択されるべき。全てのタイプに対するガイダンスが必要。定量目標を

含まない NDC（政策措置等）とどのように比較するのかという点も重要。方法論の改善を

行う場合についての文書化が必要。6 条について環境十全性とダブルカウントの回避につい

ても文書化が必要。全ての NDC が定量化できるとは思えないが、タイプ別に定量化を目指

すべき。 
 
米国 
Placeholder の使用が有用。方法論のガイダンスは既に存在しており、その使用をどのよう

に促すかが重要。 
 
ブラジル 
透明性枠組みの BTR が vehicle である。議題 5 では how を、本議題では what を議論すべ

き。IPCC が評価したメトリクス（GWP と GTP）を採択すべき。各国はどのメトリクスを

使ったかを示す必要。また、ガスごとにトンの単位で報告し続けることも重要。LULUCF
について、HWP と natural disturbance、legacy effects に関してはガイダンスが有用であ

る。議題 6 のレイヤーはそれを使う国のみに適用される。 
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スイス 
能力構築の議論を行うことが重要。ただし、異なる要素ごとに具体的に考えるべき。透明性

枠組みは how to account について重要な枠組みだが、NDC の提出時や達成時のアカウン

ティングも重要。共通メトリクス（100 年 GWP であるべき）、方法論のアプローチ（2006
年ガイダンス。これでなければ、2026 年に適用するときに 30 年前のものになってしまう）、

方法論の一貫性、6 条、土地部門が具体的には必要。 
 
中国 
3 つのステップに分解する意見があったが、事前と事後の区別は明確である。2 つ目と 3 つ

目のステップは透明性枠組みで track progress として扱われており、本議題は事前の情報

に限定される。事後情報を扱う必要はない。アカウンティングのガイダンスは目標の達成・

未達を評価するものではない。実施手段に対するガイダンスが必要。能力の制約があるため、

簡潔で単純なガイダンスが望ましい。 
 
ノルウェー 
方法論の一貫性について、目標、スコープ、前提・アプローチなどを含むべき。IPCC の最

新のガイダンスを使うべき。6 条におけるダブルカウント回避も重要。土地部門について、

一般的なガイダンスに埋め込まれるべきだが、natural disturbance と HWP について具体

的なガイダンスが必要。 
 
サウジアラビア（アラブグループ） 
自国決定を損なうものであってはならない。ガイダンスは簡潔なものであるべき、支援の要

素も含むべき。２つのセットのガイダンスが必要。4 条 7 の緩和コベネも考慮する必要。 
 
カナダ 
締約国が使用しているガイダンスが既に存在しておりには、土地部門のものを含み、その中

には一般的なものと HWP と natural disturbance のものがある。詳細度について、4 条 13
の原則と 4 条 14 を具体的にするものであり、多くのものを求めるものではない。能力につ

いて、具体的に能力上の懸念を特定の要素ごとに示すことが有用。ダブルカウンティングの

回避について、ITMOs については 6 条の議題で議論されているが、一般的なタブルカウン

ト回避のガイダンスがここでは必要。 
 
ツバル 
6 条のリンケージが必要。土地部門のアカウンティングは非常に複雑な分野であり、慎重に

検討すべき。一般的なガイダンスとしつつ、詳細は今後の検討課題として CMA にマンデー

トを与えるべき。IPCC のガイダンスや京都議定書の規定に立脚できる。国家間で計算能力
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の差が大きく、ガイダンスはこの点を考慮すべき。 
 
エジプト 
先進国と途上国でガイダンスを区別すべき。行動と支援の両方が必要。ガイダンスはシンプ

ルであるべき。先進国と途上国で能力の出発点が異なる。透明性の議題は how to report を
議論し、具体的な内容はこの議題で議論する。 
 
コロンビア 
定量化が必要である。 
 
ファシリテーター 
次回は、明日（5 日）の 10 時＠Genf。共同議長に追加スロットが可能かどうかを尋ねる。 
 
APA コンタクトグループ（議題 3-8） 
【概要】 
（１）冒頭に、各議題のファシリテーターが検討状況を報告した。 
・議題３：根本的な問題に関する意見の相違は依然として大きいが、前回の非公式ノートの

“streamlined navigation tool”の初版を週末に作りたい。 
・議題４：非公式ノートの初版と重複を示した表を作成し、それに基づく議論を進めている。 
・議題５：他の関連する議題のファシリテーターとの意思疎通を強化している。 
・議題６：非公式ノートを昨日提示し、それに対する作業を続けている。 
・議題７：possible flow を示すツールを昨日提示し、フィードバックを得ているところ。 
・議題８（適応基金）：締約国からのインプットに基づき、非公式ノートを作成 
・議題８（possible additional matters）：3 つの matters（資金メカへのガイダンス、

SCCF/LDCF へのガイダンス、NDC 調整のガイダンス）についてオプションを特定した上

で、9 条 5 を議論。最後の matter（長期資金目標）を次回議論する 
 
（２）続いて、共同議長が HoDs 会合を報告し、議題 3 の構造についての議論があったこ

とと、議題 4 と議題 5 の共同セッションの提案があったことを紹介した（※共同セッショ

ンについて、今後に向けた“pilot”になる可能性があるとの言及があった）。 
 また、他の補助機関との共同 HoDs 会合も報告し、次回セッションに向けた宿題につい

て、「宿題を課すかどうか、課す場合に誰に課すかを決める前に、今次セッションでの作業

をさらに進め、その進捗を評価する必要がある」と発言した。また、追加会合が必要という

意見が多かったが、その際の進め方についても意見があったことが紹介された。 
 
（３）今後の進め方について、①明日（5 日）、他の SB との共同ストックテイキング会合
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を行うこと、②来週月曜（7 日）または火曜（8 日）に HoDs 会合を行う可能性があること、

③来週水曜（9 日）の午前に最後のコンタクトグループを開き、結論案を検討することが示

された。 
 
（４）各交渉グループ・各締約国からのステートメントの重要なポイントは以下。 
・UG：非公式や inf-inf を活用して、さらに議論を進めるべき 
・米国：多くの国が議題 5 の時間が不足していると指摘している。8 つの事項のうち、2 つ

の事項（レビュー）しか扱うことができていない。速やかに多くの時間を割いてほしい 
・EU：議題 5 について追加のタイムスロットを求める。共同リフレションノートを支持 
・LDC：議題３と議題５の時間が必要。透明性について、異なる分野のバランスをとるため

にさらに時間が必要であり、ロス＆ダメージを含めるべき 
・AOSIS：バランスが重要 
・AILAC：9 条 5 の議論が遅れていることを懸念 
・アラブ：追加会合について、作業方法の変更には同意できない。全ての議題に同じ時間を

配分しなければならない。議題 4 について、NDC の要素としての適応についてのガイダン

スは喫緊の課題 
・アフリカ：議題 5 の時間が不足しているが、適応、緩和のアカウンティング、6 条、資金

の 9 条 5 と 9 条 7 などの関連する議題についてのプレースホルダーを置くことで、この議

題を進めやすくなる。9 条 5 についての CRP を提示 
・LMDC：議題間の次回配分が不均一である。議題 4 と議題 5 の共同セッションは有用 
・エクアドル：支援の透明性に対しても、行動の透明性と同じ時間を割くべき。9 条 5 の

CRP を議論する時間を増やすべき 
・インド：MoI の検討が遅れている。特に議題 8 の長期資金目標を議論すべき 
 
（５）最後に、共同議長より、最大の時間を確保すべく努力をすること、inf-inf 会合につい

ては各議題の中で合意がなされれば場所が用意されるとの説明があった。 
 
2018 年 5 月 5 日（土） 
APA 議題 3（緩和） 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）特徴について、内容面の意見提示を行った。主な意見は以下。 
・EU： ガイダンスのマンデートは緩和のみである。既存の特徴のリスト化は不要。新たな

特徴を加える場合には、一定の判断基準を満たすべき。定量化可能性は、協定や COP21 決

定の中に埋め込まれている考え方。CMA1 の後にも、特徴を議論する機会が必要 
・カナダ：定量化可能であることは 4 条 4 との整合性が関連、集計可能であることは共通

の GWP を使うことと関連、支援を条件としないことに関連して、4 条 2 の国内措置追求に
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は条件が付いていない 
・スイス：更なるガイダンスでは、CO2e による定量化、支援なしの削減能力、全ての重要

な部門とガスをカバー、長期戦略とのリンク（if available）、意味のあるデータによる裏付

け、貧困削減戦略との整合性といった特徴が必要 
・AOSIS： CO2e による定量化、前進と最大野心などが必要 
・AILAC：追加の特徴は、NDC の理解を深めるために必要。緩和の NDC は定量化可能で

あることが必要 
・エチオピア（LDC）：追加の特徴について、4 条 19 を議論したい 
・南アフリカ：共通のタイムフレームが新たな特徴かもしれない 
・中国（LMDC）： 協定の再交渉を避けるため、No text のオプションを望む。共通のタイ

ムフレームを特徴のガイダンスに含めるべきではない 
・ジンバブエ（AGN）：新たな特徴は不要 
・サウジアラビア（アラブ）：詳細化も追加も不要 
・ブラジル（ABU）：新たな特徴には反対。自国決定の特徴、協定の規定へのレファー、規

定と決定に従うことのみを確認するシンプルなガイダンスで十分 
・ノルウェー：特徴は既に 4 条に反映されている。関連する 4 条の条文に簡単にレファー

するだけで十分である。この議論にあまり時間を割くべきではない。 
 
（２）最後に、ファシリテーターから「共同議長の指示（instruction）にしたがい、週末の

うちに“navigation tool”を作成して公表するが、ツール作成の direction を締約国間で議論

して、結果を伝えてほしい。この部屋は 13 時まで使用可能」とのアナウンスがあった。次

回は、5 月 7 日（月）に 1 コマを予定。 
 
【各国の発言】 
韓国 
特徴のガイダンスは、NDC はどのように自国決定であるのかを定めるものである。NDC に

手続き的側面と内容的側面があり、これらは協定の関連する条文に既に定められている。4
条 2、4 条 9、4 条 12 は手続き面での規定であり、4 条 8、4 条 9、4 条 13 は内容面での規

定である。新たな特徴を付け加える必要性は低いが、必要ならば議論したい。新たな特徴は

全ての NDC に適用されるものであるべき。スコープやタイプを予め定めるものは自国決定

を損なうため、受け入れられない。 
 
スイス 
特徴は、NDC の characteristics であり、一般的な記述に留まるものである。NDC はどの

ようなものであるのかを prescriptive に定めるものではない。ガイダンスは全ての国に適

用されるべきもの。既存の特徴のリストは、マンデートではなく、更なるガイダンスが必要。
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しかし、それを詳細化しすぎると、prescriptive になってしまうが、たとえば、CO2e によ

る定量化、支援なしの削減能力、全ての重要な部門とガスをカバー、長期戦略とのリンク（if 
available）、意味のあるデータによる裏付け、貧困削減戦略との整合性が必要。 
 
マーシャル諸島 
NDC の characteristics、要素、内容を定めるものであるが、自国決定を損なってはならな

い。特徴は ICTU よりも forward looking なものである。CO2e による定量化、前進と最大

野心などが必要である。全ての国に適用という点は興味深い。 
 
中国（LMDC） 
CBDR-RC in light of DNC は基本的な原則で、NDC の特徴である。3 条のフルスコープも

特徴である。4 条 5 の支援、4 条 7 のコベネフィット、4 条 15 の対応措置も特徴である。

MoI が提供されることも重要な特徴である。No text のオプションを望む。なぜならば、協

定の再交渉になるためである。既存の特徴の特定で十分である。 
 
ブラジル（ABU） 
新たな特徴には反対である。新たな特徴と既存の特徴の詳細化の違いは何かという点につ

いて、後者は ICTU の中で議論されている。協定には、特徴という言葉はなく、決定にのみ

示されており、新規の特徴は認められない。自国決定の特徴、協定の規定、規定と決定に従

うことのみを確認するシンプルなガイダンスで十分。 
 
ジンバブエ（AGN） 
オプション２を望む。新たな特徴は不要である。自国決定、CBDR-RC に従うこと、フルス

コープ、差異化と野心、通報と準備などが重要な特徴である。 
 
サウジアラビア（アラブ） 
詳細化も追加も不要。自国決定、フルスコープ、持続可能な発展と貧困削減、対応措置、差

異化が重要な特徴である。 
 
セントルシア（CARICOM） 
前進と最大野心、NDC の維持、先進国は総量削減・途上国はエコノミーワイド、国内措置、

ICTU の提示、GST からの inform などが重要な特徴である。プロセス面の特徴として、レ

ジストリー、NDC の維持、NDC の調整、5 年ごとの提示がある。参照期間、共通期間、セ

クターとガス、メトリクス、アカウンティングが定量化に重要である。タイプから別のタイ

プへの移行、後退禁止などの新たな特徴も必要。 
 



32 
 

EU 
ガイダンスのマンデートは緩和のみである。既存の特徴のリスト化は不要。新たな特徴を加

える場合には、一定の判断基準を満たすべきである。定量化可能性は、協定や COP21 決定

の中に埋め込まれている考え方である。CMA1 の後に、特徴を議論する機会をもつように

すべき。 
 
インド 
新規の特徴は不要である。定量化は、NDC の自国決定を損なうものである。差異化は

integral な特徴である。先進国のリードと途上国への支援も重要な特徴。 
 
南アフリカ 
前進、CBDR、先進国は総量削減・途上国は緩和行動の強化が重要な特徴であり、共通のタ

イムフレームが新たな特徴である。ICTU とアカウンティングの議論を使うべき。 
 
ペルー（AILAC） 
追加の特徴は、NDC の理解を深めるために必要。緩和の NDC は定量化可能であることが

必要。 
 
エチオピア（LDC） 
特徴は、4 条や他の条文を反映するもの。自国決定、CBDR-RC in light of DNC、前進、先

進国は総量削減・途上国はエコノミーワイドに向かう、LDC・SIDS への配慮などが重要な

特徴である。追加の特徴について、4 条 19 を議論したい。 
 
カナダ 
既存の特徴のうち、一部が重要ということはない。COP21 で決めたことをはバランスをと

ったものである。全ての特徴が重要である。定量化可能であることは 4 条 4 との整合性が

関連し、集計可能であることは共通の GWP を使うことと関連し、支援を条件としないこと

について、4 条 2 の国内措置追求には条件が付いていない。 
 
エジプト 
マンデートは、更なるガイダンスであり、更なる特徴ではない。 
 
ノルウェー 
特徴は既に 4 条に反映されている。関連する 4 条の条文に簡単にリファーするだけで十分

である。この議論にあまり時間を割くべきではない。 
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イラン 
新規の特徴や既存の特徴の詳細化は不要。 
 
バングラデシュ 
特徴は既に 3 条と 4 条に反映されている。特徴の議論に時間を使うべきではない。4 条 5 も

バランスのとれた形での議論が必要。 
 
中国（LMDC） 
ICTU やアカウンティングのガイダンスに含まれるものについては、作業の重複を避ける観

点から削除すべき。共通のタイムフレームは特徴のガイダンスに含めるべきではない。 
 
メキシコ 
長期戦略との関係は議論が必要。 
 
スリランカ 
特徴の詳細化と追加は不要。 
 
マーシャル諸島（AOSIS） 
削除を望まない。特徴は forward looking なものとである。 
 
ファシリテーター 
月曜（7 日）にもう 1 時間ある。Navigation tool について議論する。APA 共同議長からの

instruction に基づいて、全ての案を載せ、予断しないようにするという形で用意する。た

だし、締約国間でも direction について話し合って、伝えてほしい。 
 
ジンバブエ（AGN） 
Tool は非公式ノートの改定ではないと理解している。 
 
ファシリテーター 
Replace する意図はない。APA 共同議長の instruction は、180 頁の navigation tool を作

ることである。その際には、何も省かず、どの国の立場も予断しないようにしつつ、簡潔な

形にする。この部屋は、13 時まで使うことができる。 
 
インド 
サブミッションを示したが、どのように反映するのか。 
 



34 
 

ファシリテーター 
新たな見解も含めて、反映する。ニュートラルな形にする。 
 
ジンバブエ 
その方法ならば、賛成できる。Inf-inf はツールの公表後に行いたい。 
 
中国（LMDC） 
前回の非公式ノートは、よい basis of negotiation である。Tool はナビゲートのためのもの

である。ただし、Streamline には前向きであり、そのための grand rules に合意できれば、

非常に有用である。この点について、締約国間での議論が続いている。 
 
マーシャル諸島（AOSIS） 
ストックテイキングにおける共同議長からの instruction が優先されるべき。 
 
ファシリテーター 
締約国間で議論してほしい。Good news を待っている。ファシリテーター側では、いずれ

にせよ、共同議長に進め方についてアドバイスを求め、週末のうちに何かを提示する。 
 
SBI/SBSTA/APA 共同ストックテイキングプレナリー会合 
【概要】 
（１）冒頭に、SBSTA 議長、SBI 議長、APA 共同議長が各補助機関における検討状況を報

告した。また、APA 議長から、今回の成果とセッション間の作業について、各グループと

のバイラテラルを、月曜（7 日）と火曜（8 日）に行うとの発言があった。 
 
（２）続いて、各グループ・各国がステートメントを行った。ほぼ全てのグループが、今次

セッションの成果として、PAWP の全議題に関する textual narratives を作ることを強調

しつつ、以下のポイントを指摘した。 
・UG：セッション終了までにすべての提案について、少なくとも一度は作業が必要。来週

の進捗が十分であれば、追加会合を検討したい。ファシリテーターのノートを維持しつつ、

共同リフレクションノートを作ることは有用 
・EU：共同リフレクションノートや、議題間の共同の取り組み（efforts）が有用。追加セ

ッションを行うのであれば、今回のセッションを中断（suspend）とすべき。 
・G77：資金について、更なる詳細化が必要。G77 やそのメンバーは CRP を提示。一部の

途上国が GEF の資金にアクセスできなくなったことを強く懸念しており、COP のガイダ

ンスが必要 
・AOSIS：議題間にリンケージがあり、presiding officers の間での連携を強化すべき。セ
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ッション間に改訂版を作る可能性を残すべき。GST と透明性でロス＆ダメージを扱うべき。

9 条 7 の議論の結果は透明性の議論に feed in すべき 
・LDC：セッション間に presiding officers が draft negotiation text を作るべき。今回のセ

ッションを中断とすべき 
・AILAC：9 条 7 での議論は、APA の透明性に対するインプットとなる。 
・アフリカ（AGN）：APA 議題 5（透明性）は、適応、緩和のアカウンティング、マーケッ

ト、9 条 5、9 条 7 と関連しており、プレースホルダーを置くことで効率化すべき。資金の

事前情報を operationalize すべき 
・LMDC：100 ヶ国以上が NDC に適応を含めており、議題 4 でその情報を作るべきであ

り、APA 議題 3、5、6、レジストリーにおいても、この情報が必要。適応と資金により多く

の時間を割くべき 
・アラブグループ：共同リフレクションノートは有用。適応と対応措置をもっと議論すべき 
・インド：9 条 5 と 9 条 7 の議論が他の議題と同じモードで進んでいないを懸念。APA 議

題 8 における長期資金目標の明確化が必要 
 
（３）最後に、COP23 議長国（フィジー）と事務局より、タラノア対話について、最終リ

ストをまもなく掲載すること、8 時に開門するが、早くに到着するようにしてほしいこと、

１締約国あたり１人がタラノアの部屋に入ることが可能であり、チケットでアクセスを管

理すること、オーバーフロールームを用意したことなどの説明があった。 
 
2018 年 5 月 7 日（月） 
APA 議題 3（緩和） 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）冒頭に、ファシリテーターが、午前中にウェブサイト（※）に掲載されたナビゲーシ

ョンツールを説明した（※その際に、編集上のミスがあったとして、9 ページ及び 25 ペー

ジの these elements を following elements に変更すると説明した）。また、締約国間の合

意がない限り、前回（APA1-4）の非公式ノートはテーブルの上に残るとした。 
※https://unfccc.int/sites/default/files/resource/APAitem3_NavigationTool_v7May.pdf 
 
（２）その後、各交渉グループ（EIG、ABU、AOSIS、LDCs、AGN、AILAC）が、懸念

点があるものの、このツールを今次セッションの成果とし、次回セッションに持ち越すこと

を支持すると発言した。日本からも、締約国の意見が完全には反映されていないことや重複

が多く残っていることへの懸念を指摘しつつ、このツールを支持すると発言した。マーシャ

ル諸島は、ICTU の項目の中に、緩和を NDC に含めないことを選択できるかのように読め

る記載（whether NDCs include mitigation）があることへの懸念を指摘しつつも、ツール

を支持するとした（※米国、EU、中国、インド、サウジアラビア、日本以外の UG 各国か
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らの発言はなかった）。 
 
（３）最後に、ファシリテーターが、ツールに対する明確な反対が無いことを確認した上で、

本ツールを今回の成果とすることを APA 共同議長に報告すると発言し、今次セッションに

おける本議題の検討を終了した。 
 
【各国の発言】 
ファシリテーター 
特徴のセクションは、前回と同じ内容である。ICTU のセクションについて、A～C は前回

の非公式ノートをもとに作成した。D は内容面の要素をストリームラインしたものである。

D1 は全ての見解をテーブルに残すことを意図したものであり、D2 は内容面についての締

約国の見解を掲載している。D2 は締約国の立場や最終的な決定を予断するものではなく、

そのことの説明が書かれている。締約国のインプットに基づく部分は、網掛けにしている。

9 ページに編集上のミスがある。No agreement whether these elements の these を

following に変える。アカウンティングのセクション F は内容面を扱う。F1 と F2 はセクシ

ョン D と同様の構成。編集上の修正も同様。 
このツールが有用であるかどうかについての見解を聞きたい。APA1-4 は依然としてテーブ

ルに残っており、ラストリゾートとしての fall back オプションとなっている。 
 
エジプト 
2 つの文書がテーブルに乗っているということの意味を明確にしてほしい。両方を行ったり

来たりするのか。 
 
ファシリテーター 
締約国が合意するまでテーブルの上に残る。議論を進めるためのツールである。いつでも戻

ることができる。 
フラッグがあがっていないが、これをツールとして、take forward することでよいか。 
 
エチオピア 
正しい方向への一方である。 
 
ジンバブエ（AGN） 
網掛けの意味を明確にしてほしい。基本的には了承するが、後の段階で追加することもある。 
 
ファシリテーター 
サブミッションのストリームラインを行った部分が網掛けになっており、それ以外の部分
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の大半は前回の非公式ノートを編集したものとなった。全てのオプションやアイデアを、十

分には詳細化されていないかもしれないが、フックとして含めたと考えている。 
 
ブラジル（ABU） 
いくつかのものを、別のセクションに移したいが、これは次のステップとして take forward
するのによいツールである。 
 
韓国（EIG） 
サブミッションで示したアイデアが正しくは反映されてはいないが、ここでのステップは

最後のステップでないとの理解のもとで、このツールをこのまま使うことを受け入れる。 
 
ファシリテーター 
次のステップは共同議長の下で検討される。 
懸念の指摘はあるが、このツールを今回の成果とし、次のステップとして take forward す

ることでよいか。 
 
日本 
努力に感謝する。さらなるストリームラインが必要であり、EIG の言うように、意見が完全

に反映されているわけではなく、重複が残っており、ポーランドまでにこの問題に取り組ま

なければならないが、このツールを支持する。 
 
マーシャル諸島 
このツールは立場を予断しないものであると理解している。D2 に、whether NDC includes 
mitigation とする部分があり、強く懸念しているが、次回に議論したい。 
 
共同議長 
これは単なる道具であり、何も合意されていない。これ以上の意見がなければ、共同議長に

対して、このペーパーが、懸念があるという意見とともに、ツール・道具として受け入れら

れたことを報告する。 
 
SBI 議題 5（共通のタイムフレーム） 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）冒頭に、ファシリテーターから今次セッションの結論案として、手続き面のみを扱う

5 つのパラグラフからなるテキストが示された。 
 
（２）このうち、パラ３はサブミッションを歓迎し、脚注に Submission Portal のリンクを
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張るものであったが、南アフリカが、この脚注に南アフリカ及び AILAC が提出した

conference room paper（CRP）へのリンクを含めるように提案した。これに対して、CRP
は今後の交渉の基礎になるものではないこと、CRP とサブミッションは同等のステータス

であることを確認した上で、了承された。 
 
（３）また、次回セッションを示す部分が、“xx”となっていることについて、日本より、バ

ンコク会合を予断しないという理解でよいかを尋ね、事務局がその理解の下で使っている

と説明した。 
 
（４）最終的に結論案に合意して、今次セッションにおける本議題の検討を終了した。 
 
【各国の発言】 
ファシリテーター 
手続き的な結論を議論する。最後の 1 時間であるので、効率的に議論してほしい。AILAC
からのサブミッションがあり、ウェブサイトに掲載した。内容面について、書き物としてど

のような形で残すべきか、合意がない。次回会合までに、どのように進めるかについて、締

約国間で議論してほしい。 
 
中国（LMDC） 
テキストをスクリーンに映してほしい。 
 
ファシリテーター 
紙をもとに議論してほしい。 
 
南アフリカ 
And conference room papers at https://unfccc.int/... を追加すべき。 
 
コロンビア 
南アフリカの提案を支持する。 
 
サウジアラビア 
南アフリカを支持するが、CRP のステータスについて確認を求める。 
 
ファシリテーター 
特別なステータスはなく、交渉の基礎になるものではない。サブミッションの歓迎である。 
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中国（LMDC） 
CRP を含めて、すべての材料が次回会合に引き継がれるものと理解している。CRP は、他

の全てのインプットと等しく扱われるものである。これらが満たされるのであれば、南アフ

リカの提案を理解する。 
 
マーシャル諸島（AOSIS） 
次のラウンドの NDC 以降に適用されるという点には合意があるが、その点が反映されてい

ないのは残念であるが、理由は理解できる。次回はすぐに内容を議論できるように、今回の

材料を引き継ぐべき。 
 
ブラジル 
次回会合では、本議題に十分な時間が与えられるべき。 
 
ニュージーランド 
ファシリテーターから説明された理解をもとに、南アフリカの提案を支持。 
 
ジンバブエ（AGN） 
南アフリカを支持。次回セッションでは、より多くの時間が必要。 
 
日本 
一般的なサブミッションと CRP には違いはないか。 
 
ファシリテーター 
ステータスに違いはない。 
 
イラン 
パラ 2 の report のモダリティとステータスは何か。将来の検討を予断しないものであるべ

き。 
 
ファシリテーター 
締約国次第である。パラ２は、既存のマンデートへのレファレンスにすぎない。 
 
イラン 
そうだとしても不明瞭である。 
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ファシリテーター 
前回セッションで合意した文言であり、リオープンしないことを望む。 
 
イラン 
手続き論に過ぎないということでよいか。 
 
ファシリテーター 
その通りである。パラ４はどうか。 
 
中国（LMDC） 
Advantages and disadvantages としてはどうか。 
 
ファシリテーター 
異論がなければ、パラ５について検討する。 
 
ジンバブエ（AGN） 
at its first session を CMA の後につけてほしい。 
 
中国（LMDC） 
昨年、この点を何度か議論したが、今回はもう時間がない。パラ 2 は問題があるが、前回、

柔軟性を示して合意した。CMA1 への expectation は、次回セッションで議論すべきではな

いか。この時点では、昨年合意した文言を維持すべき。 
 
ファシリテーター 
指摘したように、パラ５は前回合意した文言である。パラ 2 についての理解も同様。ジンバ

ブエにいま一度、尋ねる。 
 
ジンバブエ（AGN） 
柔軟性を示す。 
 
ロシア 
前回合意したものを繰り返し掲載する付加価値は何か。 
 
ファシリテーター 
パラ 5 について、次回会合の情報が入っている。 
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南アフリカ 
再開会合となる場合、次回は SB49 にはならない点に注意してほしい。4 条 10 は、consider
とのみとされている。 
 
中国（LMDC） 
次回セッションをどのように表現するかについては、この議題では決めることができない。

SBI 議長に、PAWP 全体で統一するようにしてほしいと伝えてほしい。 
 
ファシリテーター 
そのようにする。 
 
日本 
（次回セッションを示す部分としての）xx について、バンコク会合を予断しないというこ

とでよいか。 
 
事務局 
全ての議題について、xx はバンコク会合を予断しないという理解のもとで使われている。 
 
2018 年 5 月 8 日（火） 
非公式会合に出席し、地球環境対策室に対して報告を行った。 
 
2018 年 5 月 9 日（水） 
非公式会合に出席し、地球環境対策室に対して報告を行った。 
 
2018 年 5 月 10 日（木） 
APA 閉会プレナリー 
【概要】 
（１）前日のコンタクトグループで合意された結論文書案について、いくつかの編集上の修

正を加えた L 文書が提示され、採択された。 
※編集上の修正は、以下。 
・パラ 6：annexed を contained に変更 
・パラ７：this document を tools referred to in para 6 above に変更。a Party を any Party
に変更 
 
（２）事務局より、リンケージのワークショップの開催について、必要な追加費用は 82,000
ユーロであり、集まらない場合にはワークショップを開催しないとの説明があった。 
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（３）最後に、共同議長が、今次会合（APA1）を中断（suspend）し、バンコクにおいて

再開（resume）という形をとると説明した上で、今次会合を「中断」した。 
 
1-2. パリ協定のための特別作業部会（APA1-6）への参加 
2018 年 9 月 5 日（水） 
SBI 共通のタイムフレーム 
【概要】 
（１）前日（4 日）に電子メール配布された“List of bullet points by the co-facilitators”（※）

に基づいて、意見交換した。主なポイントは以下。 
・意見が十分に反映されておらず、偏っている。ブレットポイントをプロジェクターで投影

して、各国の意見を埋めていくべき（LMDC・中国） 
・Disclaimer の中にある“no decision”との記載は不適切（アフリカ、南ア、ブラジル）。

“procedural decision”の可能性を含めるべき（サウジ） 
・NDC のフルスコープと先進国・途上国の差異化を入れるべき（LMDC）、3 条にレファー

すべき（インド）→フルスコープや差異化はここで議論すべきことではない（米国、カナダ） 
・4 条 9 やロックイン回避の観点から、5 年タイムフレームが重要（AILAC、ブラジル、ア

フリカ、バングラデシュ） 
・Multiple timeframes との記載があるが、これは実質的に common timeframe がないこ

とと同じではないか（日本など） 
・提出時期と実施開始の間に 5 年のギャップがあることには一致をみており、記載しては

どうか（日本）→提出時期と実施時期の関係は重要な論点（※遠まわしに 5 年以外の可能性

を示唆？）（AILAC）、提出時期は 1/CP.21 のパラ 23 とパラ 24 で解決済みであり、本議題

で扱うことではない（EU） 
・国内プロセスとの aligning への言及は不適切（アフリカ、南ア、バングラデシュ） 
 
（２）日本が提出したインプットについては、In-session input の欄に掲載する形で回覧

（circulate）されるとのアナウンスがあった。 
 
（３）次回の進め方について、今回の議論の成果を反映したものを用いるべきとの意見があ

ったが、LMDC が受け入れなかったことから、今回と同じブレットポイントを投影し、そ

れに対して締約国が追加すべきものを埋めていく方法をとることになった 
（※ただし、Disclaimer はより明確な内容に修正し、見出し（single common timeframe, 
multiple common timeframes）は削除する）。 
 
（４）次回は、9 月 6 日 12 時～＠Room H。 
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※List of bullet points by the co-facilitators 
Disclaimer: 
Some Parties expressed expectations of deciding a single common timeframe or of a 
future intention to do so at CMA 1. 
Some Parties expressed expectations of deciding several common timeframes at CMA 1. 
Some Parties expressed expectations that no decision will be taken in this matter at 
CMA 1. 
We, the co-facilitators want to highlight that the content of this list of bullet points by 
the co-facilitators is not exhaustive and does not represent agreed views or ideas; nor 
does it constitute an attempt to draw any conclusions on possible areas of convergence 
or divergence. The co-facilitators recognize that nothing is agreed until all the views on 
all aspects related to this item are agreed. 
The intention of this list is not to prejudge either the position of Parties on issues 
expressed or their views regarding the outcome of this agenda item. 
  
Mandate 
・Paris Agreement, Article 4.10: “The Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Agreement shall consider common timeframes for nationally 
determined contributions at its first session.” 
 
Articles in the Paris Agreement and in the decision 1/CP.21 relevant to Common Time 
Frames for nationally determined contributions referred to in Article 4, paragraph 10, of 
the Paris Agreement 
・ Paris Agreement: 
o Article 4.2 
o Article 4.9 
o Article 4.10 
o Article 4.11 
・ Decision 1/CP.21: 
o Paragraph 23 
o Paragraph 24 
 
Timing of applicability 
・ NDCs starting from 1 January 2031 and onwards 
・ Can be applied earlier by any Party on a voluntary basis 
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Options for common timeframes 
A single common timeframe 
・ 5 year 
・ 5 year firm target + 5 year indicative target 
・ 5 year firm target + 5 year indicative target (every five years Parties confirm their 
indicative target, taking into account the outcome from the GST and at the same time 
Parties communicate a new indicative target) 
・ 10 year 
・ 10 + update after 5 years 
Multiple common timeframes 
・ 5 year and 10 year 
・ 5 and 10 year with common weigh-points every 5 years 
・ Nationally determined 
[Placeholder for other proposals] 
 
Other considerations made by Parties (examples) 
・ Importance of aligning domestic planning processes to the Paris Agreement 5-year 
cycle for communicating NDCs. 
・ Importance of being informed by the global stock take referred to in Article 14 of the 
Paris Agreement. 
・Importance of avoiding locking in ambition over long time periods. 
[Placeholder for additional considerations] 
 
APA 議題 3（緩和）非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）今次セッションにおける進め方について 
 ファシリテーターから今次セッションにおける時間配分の提案があり、一部途上国グル

ープの内部コーディネーションの時間に配慮した上で、以下のスケジュールで進めること

になった。 
・本日（9/5） 
（非公式）15:00-17:00 ツールへのフィードバックと特徴 @Plenary 
（inf-inf）18:30-21:00 ICTU @Room G → Room F 
 
・木曜（9/6） 
（非公式）10:00-11:00: inf-inf のフィードバック+ICTU の一般的側面 @Room 2 
（inf-inf）inf 終了後：成果文書のアウトライン @tbc 
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（非公式）17:00-18:00 inf-inf のフィードバック&ICTU の一般的の側面の続き @Room 1 
（inf-inf）19:00-21:00 アカウンティング @Room F 
 
・金曜（9/7） 
（inf-inf）アカウンティング 
（非公式）15:00-17:00 フィードバック＆アカウンティング＋ICTU 
 
・土曜（9/8） 
午前に outcome document を示し、15 時までにフィードバックを求める 
 
（２）ツールについて 
 ファシリテーターより、「特徴」のセクション A において、オプション１から 2 条と 3 条

への言及が削除されたのはコピー＆ペーストの間違いであったとの説明があった。これに

対して、LMDC（中国）とアフリカが、次のバージョンにおいて、2 条と 3 条への言及を戻

すべきと発言し、ファシリテーターが戻す意向を示した。 
 また、「ICTU」の Box 3 における scope & coverage に NDC のスコープの項目を含めな

かったことについてもファシリテーターから説明があり、これに対して、LMDC（中国）か

ら「NDC が緩和だけであるのか、別のものも含むのかを明確にするために、この項目が必

要」と発言した。 
 これに対して、マーシャル諸島が「中国の発言は、NDC が緩和だけなのか、適応や MoI
も含むものなのかを ICTU で明確にすべきとの趣旨と理解。前回ノートのワーディング（※）

は、この点を反映していない。NDC に緩和を含めることはパリ協定上の義務である」と発

言した。日本も「マーシャル諸島の理解に賛同。ただし、Box にブレットとして残すかどう

かは議論の余地あり」と指摘した。 
 
※前回のワーディング：Whether NDCs include mitigation, adaptation and/or means of 
implementation 
 
（３）特徴について、ツールに基づいて以下の議論があった。 
〇セクション A（Identify and list existing features） 
 多くの国が既存の特徴のリスト化（Option 1）には意味がないが、マンデートを満たすと

いう観点から、4 条に特徴が既に書かれていることなどを示す Option 2 をもとに作業可能

であると発言した。 
 他方、LMDC（中国）は Option 1 をテキストに近づけるべきとした。アフリカは Option 
1 を支持するが、Option 2 に Option 1 の要素や共通のタイムフレームを盛り込んではどう

かと提案した。 
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〇セクション B（New/additional features）及びセクション C（Guidance/Elaboration on 
features） 
 LMDC・中国・インド・アラブ・アフリカはこれらについて、テキストは不要とする option 
2 を支持するとした。ブラジルはセクション C の Option 1 は、ICTU とアカウンティング

との重複が多いとした。 
 EU は将来、特徴を revisit する可能性を残してはどうかと発言し、メキシコが関心を示

したが、ブラジルは 4 条を変えるものであるとの理由で反対した。 
 
〇特徴に関する決定の構造について 
 マーシャル諸島は、A～C のヘディングは不要であるとした。 
 中国は、特徴については、Decision 本文に３つのセクションに対応する３つのパラグラ

フを入れたものとし、Annex をつける必要はないとした（ノルウェーも支持）。 
 カナダは、セクション A の Option 2 がテキストに近い形になっており、これをもとに作

業して、テキストのシャポーとし、その下に特徴を並べ、他のパート（ICTU、アカウンテ

ィング）で operationalize されたものは外していってはどうかと発言した（※アフリカも

同趣旨の発言）。 
 
APA 議題 6（GST）非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）さらなる明確化や欠けている要素の限定的な追加[I3] 等が必要であるものの、ツー

ルをベースに議論し、オプションのストリーム化を進めていくことで合意があった。 
 
（２）リンケージについては、月曜日のラウンドテーブルが有意義な議論であったことを評

価した。 
 
（３）各論点への主な意見は以下。 
〇進め方 
冒頭ファシリテーターより、今次セッションでは、情報源（sources of input）及び活動 C
（政治的フェーズ）から議論を始めたい旨提案。G77＋中国は「進展が期待できるエリアか

ら取り上げるべきであり、それは overarching elements である」「今次セッション中、すべ

ての要素を取り上げるべき」との発言をするも、議長提案を妨げず。UG は基本的にファシ

リテーターの提案を支持。日本は特定の要素の議論で停滞させないこと、Activity、タイム

ラインなど実施方法の議論を建設的に進め、議論が不足している点もカバーすべきと指摘。

EU は実施に関するモダリティに議論を集中させるよう提案 
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〇ツールの扱い 
カナダ・ニュージーランド：ツールの table of contents は良いものであり、これに合わせ

てツールを整理修正していくべき旨発言 
AILAC・オーストラリア：MPG は明確、正確、簡潔であるべき旨発言 
ニュージーランド: No text オプションが明確でない旨指摘 
G77+中国、ABU：ボックスがストリーム化の作業の一助となりうる 
 
〇衡平性 
EU：ツールに「in light of equity」という文言が欠けているので追加するべき（2 条 2 項と

14 条 1 項の明示的な言及が必要） 
LMDC： GST のすべての側面で衡平性や CBDR/RC が反映・実現（operationalize）され

ることが重要。（ブラジル・南アフリカ・インドの主張する）衡平性に関する指標を組み込

むべき。先進国と途上国のデマケが必要であり、先進国の異なる責任について明示的に記す

べき 
ニュージーランド：（LMDC の発言に対し）衡平性に照らして GST を実施するが、意図す

るところはインプットとモダリティを複雑化するべきものではなく、自国決定に基づく行

動や支援といった範囲を超えた成果物を作ることでもないと反論 
オーストラリア： （LMDC の発言に対し）GST やその他の議題で衡平性に関する懸念が

あがっていることに対しては、安心感を与えつつもシステマティックな対応をする。インプ

ットに関連しては概念的な点で複雑。継続して議論しうる 
アフリカグループ：ギャップを狭めるための努力に関する全体としての定義を成果物に含

むことで衡平性を反映しては。ギャップの特定はマトリックス（自主的なツール）を活用す

ることを提案 
サウジアラビア：衡平性と CBDR-CR の議論を歓迎 
LDC：衡平性は行動と支援を促進することにある 
 
〇ガバナンス 
EU：パリ協定に関連する機関等に留意すべきであり、新たな補助機関等を設置する必要は

ない。SBI/SBSTA の Joint Contact Group の設置は、既存の SB 等との重複を避けるため

であれば良いが、位置づけ・役割等をはっきりさせておく必要がある。COP24 以降に

orgainzational issue を積み残すべきではない 
AILAC：各議題からのインプット（透明性など）は技術対話で議論するということにとど

め、詳細なマンデートについては追って議論してはどうか 
LDC：ワークストリームではロス＆ダメージを含むパリ協定の主要部分を検討するべき 
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〇タイムライン 
日本：2021 年の SB か CMA から実施するべき（技術対話のセッション数によって前後） 
サウジアラビア：GST は 2023 年に開始し、終了するべき 
ソロモン諸島：情報収集を 2022 年 5 月に開始し、技術フェーズを 2022 年 7 月に開始 
 
〇インプット 
EU：GST の目的を達成するため適切な情報をインプットとすべき（1/CP21 のパラ 99 を

基礎）。2 条 1(c)に関連した情報は UNFCCC 外の機関等も情報を持っている。2021 年の SB
で情報源に関する議論を完結するべき 
AILAC：透明性枠組みや IPCC 等の情報が最も重要。関連する機関からのインプットを基

に GST に必要な情報をどのように用意（produce）するか、他の議題との調整も必要。既

存の条約・協定組織に与えられたマンデートは別に、情報提供や統合報告書作成などに関す

るマンデートを与えるべき（他の議題での作業明確化）。 
中国・サウジアラビア：透明性枠組み等から上がってくる情報は個別国の情報だが、GST は

collective なものであり、どのように統合・評価するのかガイダンスを示すべき 
オーストラリア：長期目標（2 条 1 項 a-c）に沿って情報源を特定（構成）してはどうか。

他の議題で議論された部分についてはプレースホルダーで対応しうる 
 
〇他議題とのリンケージ 
EU、LMDC ：他の議題での作業は GST にプレースホルダーを設けるなど、GST のツール

に反映することが必要ではないか 
AOSIS、中国、ガーナ：GST が各議題へインプット作成へのガイダンスを提供（情報提供

を誰がどのようにどうやって実施するか、誰が統合するのかというモダリティを作成）する

とともに、評価などについて検討するべき 
ニュージーランド：他の議題での作業も早めていく必要がある 
ABU、グレナダ：バンコクでの交渉ではテキストをストリーム化していく中で取り上げて

議論するべき 
サウジアラビア：GST のマンデートはモダリティの策定と情報源の特定であり、マンデー

ト内で議論するべき 
 
〇ガイディング・クエスチョン 
LMDC：GST 実施前に、議論すべき事項をすべて網羅したガイディング・クエスチョンを

作成するべき 
中国：モダリティ策定の一部として統合的に議論を進めるべき 
アフリカグループ：ツールの統合部分として扱うことが重要 
LDC、サウジアラビア：ガイディング・クエスチョンの詳細を議論することは時期尚早。 
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〇その他 
アフリカグループ：国際協力が重要。International Solar Alliance などをツールで言及し

てはどうか 
LDC：GST 全体を通じたロス＆ダメージの考慮が重要 
 
（４）今後の進め方について、以下の説明があった。 
・第１回会合の議論を踏まえ、最初の iteration を作成（各国の特定で詳細な各オプション

に関する提案はメールで事務局に送付） 
・次回会合（9/6 木 11-13 時）では①情報源（source of input）、②活動 C（政治的フェー

ズ）について議論 
・Inf-Inf で特に概念的な議論を進めることを奨励（ファシリテーター） 
 
2018 年 9 月 6 日（木） 
APA 議題 3（緩和）非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）「成果のアウトライン」について、inf-inf 会合をリードしたオーストラリアによる概

要報告があった。その後、LMDC（中国）がパラグラフ番号を付すべきと発言したのに対し

て、日本が混乱と誤解を招く可能性があり不要と指摘し、米国が支持した。 
 
（２）「ICTU のサブスタンスに関わる部分」について、inf-inf 会合をリードしたオースト

ラリアによる概要報告があった。その後、韓国がタイプ別の情報を Box 4 から Box 3 に移

すべきと発言したのに対して、中国が反論した。 
 
（３）「ICTU の一般的事項」について、締約国が意見を述べた。目立った意見は以下。 
〇キャパビル 
米国・ノルウェー：キャパビルの要素はガイダンス本体ではなく、decision text に必要。 
ブラジル：求められる情報次第では必要 
 
〇ICTU の法的拘束性 
EU：“general shall + as applicable” 
ノルウェー：協定において各国に義務がかかっているものは、ICTU のガイダンスでも shall 
ブラジル：まだ議論するのは早い 
 
〇ICTU 提出のチャネル 
EU: “annexed to NDC” 
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〇目的 
米国：不要 
EU：不要だが、flexible。 
ブラジル：ガイダンスの促進的性質を強調すべき 
 
〇緩和コベネフィット 
サウジアラビア：4 条 7 を operationalize する文案を読み上げ 
カナダ：scope and coverage は緩和コベネにも適用 
 
〇土地セクター 
EU：Box 3 の記載だけでは不足。ツール本文に書かれている程度の詳細が必要（※前日の

inf-inf でも同じことを指摘） 
 
（４）次回の非公式コンサルテーションは 9 月 6 日（金）の 10 時～。 
 
SBI 共通のタイムフレーム 非公式コンサルテーション（第 3 回） 
【概要】 
（１）前回会合で提示されたブレットポイントをスクリーンに投影し、オプションについて

議論した。 
 
（２）LMDC（中国）がタイムフレームに関する全てのオプションに、“flexibility is provided 
for developing country Parties”を付すべきと発言したことに対して、日本、カナダ、南ア

フリカなどが柔軟性は 4 条には定められていないことから、協定と整合的ではないとして、

中国に理由の説明を求めた。さらに日本は「自国決定」は共通のタイムフレームではないと

指摘した。また、マーシャル諸島は、1/CP.21 のパラ 23 とパラ 24 にあるようにタイムフレ

ームは、5 年または 10 年に限られると発言した。EU とブラジルは、全てのオプションに 
付すのではなく、1 ヶ所にまとめてはどうかと提案した。 
 これに対して、中国は「13 条は 4 条に言及しており、4 条に柔軟性がないとは言えない」

「4 条 10 は common timeframes であり、a common timeframe ではない。ゆえに自国決

定も可能」「パラ 23 とパラ 24 は 2030 年までを対象としており、2031 年以降には適用され

ない」などと反論したが、柔軟性をすべてのオプションに付すのではなく、1 ヶ所にまとめ

ることには同意した。 
 
（３）最後にファシリテーターが、次回の会合（本日 15 時～）では、柔軟性を一ヶ所に集

約し、オプションを 5 年と 10 年に整理したものを提示すると発言し、散会した。 
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SBI 共通のタイムフレーム 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）ファシリテーターが、柔軟性を一ヶ所に集約し、オプションを 5 年と 10 年に整理し

なおしたブレットポイントのリストを提示し、締約国間で議論した。 
（２）提示されたリストには nationally determined というオプションが入っていなかった

が、LMDC（中国）はこのオプションを戻すべきと発言した。これに対して、日本、EU、

マーシャル諸島が懸念を表明した。 
 
（３）「5 年」のカテゴリーの下に提示された 4 つのオプション（※1）について、提案国

（AILAC、ブラジル、南アフリカ等）の間で相違点についての意見交換があった。 
※1  ファシリテーターが提示したリストにある「5 年」の 4 つのオプション 
①5 year 
②5 year firm target + 5 year indicative target 
③5 year, with option to submit one or two successive NDCs 
④5 year firm target + 5 year indicative target (every five years Parties confirm their 
indicative target, taking into account the outcome from GST and at the same time 
Parties communicate a new indicative target) 
 
（４）「10 年」のカテゴリーの下に提示された 4 つのオプション（※2）について、オース

トラリアは（5 年または 10 年について強い意見はないと言及しつつ、）3 つ目のオプション

は 5 年と 10 年のどちらでもなく、“5 and 10 year (if 10 years, provide indicative way point 
at the 5 year mark)”という別個のカテゴリーとすべきと指摘した。また、カナダは 4 つ目

のオプションを“10 year with indicative way points after 5 years”に修正した。 
※2 ファシリテーターが提示したリストにある「10 年」の 4 つのオプション 
①10 year 
②10 + update every after 5 years 
③5 year and 10 year（※オーストラリアによる修正前） 
④5 and 10 year with common way points every 5 years（※カナダによる修正前） 
 
（５）LDMC（中国）は、先進国/途上国の二分論のオプション、1/CP.21 のパラ 23 とパラ

24 を 2040 年まで引き延ばすオプション、NDC フルスコープのオプション、その他の考慮

事項を提示した。また、南アフリカは決定案をインプットとして提示し、ウェブに掲載済み

であることを紹介した。 
 
（６）最後に、ファシリテーターが、明日（9/7）は会合が予定されておらず、残りのタイ

ムスロットはあと 1 回であることを指摘した上で、明日の午後までに新たなブレットポイ
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ントのリストを送付すると発言した。また、5 年オプションの提案国の間で、オプションの

集約が可能かどうかを検討してほしいと依頼した。 
 
APA 議題 6（GST）非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）基本的な情報源として 1/CP.21 パラ 99 を明記することには概ね同意があった。 
 
（２）テキスト構成について、ツールパラ 61 を軸としたいカナダ・日本・米国・AILAC の

主張に対し、 G77＋中国はパラ 63（必要な情報の種類）を軸に作業したいとの意見の相違

があった。 
 
（３）Non-exhaustive リストと情報のマネジメントについて、カナダや日本（UG）はツー

ルに示されている情報源は non-exhaustive list であるため更新等は不要であるとの見方を

示すが、EU・AOSIS 等は永続性の観点から更新やレビューの必要性を指摘した（ただし、

レビューの態様については様々な意見がある）。LMDC は全てのインプットについて、締約

国による明確なコンセンサスが必要との見方であった。ABU は情報源のマネジメントはプ

レースホルダーを提案した。 
 
（４）その他の情報源について、以下の意見があった。 
・8 条（G77＋中国）、9 条（G77 ＋中国）、 9 条 3・9 条 5 や 9 条 7（LMDC）に明示的に

言及すべき 
・2020 年資金目標の情報も GST 前に準備し、インプットとするべき（LMDC） 
・対応措置も含めるべき（サウジアラビア） 
・長期戦略についても GST へのインプットとすることを提案（EU や AILAC） 
・グローバル・カーボン・バジェットや歴史的な排出量データ等も追加的なインプットとし

て IPCC が作成するよう提案（LMDC） 
・米より関連する条文等（7 条 14 など）に言及することを提案 
 
（５）衡平性について、以下の意見があった。 
・LMDC、G77、ABU、中国は衡平性や先進国のリーダーシップに関する情報をクロスカ

ッティングに GST の中で具現化（operationalize）すべきとの主張を展開 
・衡平性「枠組み(framework)」ではなく「指標（indicator）」（LMDC） 
 
（６）情報提供機関（パラ 62）について、以下の意見があった。 
・モダリティ或いは決定の中で、事務局や他の機関に対するマンデートを付与すべき。NDC
や NIR などの統合(synthesis)については、米国・カナダ・EU 等は事務局に要請すべきと
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の考え 
・パラ 6 の記載(AC、 LEG、 TEC+CTCN、 SCF、 PCCB、 WIM、 CGE)と整合性を

取るべきであり、特に WIM や CTCN を記載すべき（LDC、 中国） 
・日本より PCCB を明示していることは 2019 年のレビューを予断するものであり望まし

くない旨指摘 
 
（７）non-party stakeholder の関与について、メキシコと EU は明示的に賛成したが、

LMDC やアラブグループ、中国は慎重・反対であった。LMDC や G77＋中国は締約国に縛

りのない形で、non-party による独立したフォーラムを開催する案を提起した。 
 
APA 議題 6（GST）非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）目的（パラ 53）については、14 条 3 を正確に引用すべきとの意見が聞かれたが（オ

ーストラリア、アラブグループ）、ファシリテーター・カナダ・日本等は個別の活動を規定

するセクションには不要（Overarching section でカバー可）と提案した。 
 
（２）タイミング・期間（パラ 54-55）については、政治的フェーズを 2023 年の CMA で

実施することに合意はあるものの、ホスト国にある程度の柔軟性を残すべきであり、特にパ

ラ 55 ほどの詳細は不要との意見が多かった（日本、米国、カナダ等）。議長の役割（パラ

56）についても同様であった。 
 
（３）活動 C の構成（パラ 57）については、Option3 と 4 はアウトプット（パラ 60）に移

動するべきとの意見があった（日本、韓国、中国、オーストラリア）。メキシコは、少なく

とも Ministerial segment が必要と指摘した。 
 
（４）インプットの発表・検討（パラ 58）については、政治的フェーズにおいて、技術フ

ェーズで作成された成果物を検討するのであれば、ここで何を議論・検討すべきか再度詳細

を記載する必要はなく、簡潔化が可能との意見があった（G77、日本、オーストラリア）。

パラ 58、60 の「Event(s)」が何を指すか明確にするため、現時点ではパラ（57）をリファ

ーすべき（日本）、支援に関する項目が欠けているので追加するべき（中国）との意見もあ

った。 
 
（５）アウトプット（パラ 59-60）については、記されている 6 つの選択肢（CMA 決定、

閣僚宣言、議長サマリー、報告書等）は必ずしも排他的でないものの、組み合わせ方につい

ての意見は分かれていた。また、各活動のアウトプットと、GST 全体としてのアウトカム

（第 14 条に明記）は峻別すべきとの意見もあった（南アフリカ）。 LMDC は先進国による
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支援があってこそ、途上国の行動促進につながるということを明記する必要と主張した。 
アラブグループは、アウトプットはギャップの特定・適応の促進・持続可能な開発・Economic 
diversification・対応措置といった項目への進捗を含むべきと指摘した。LDC は確実に成果

が出せるよう GST を受けたフォローアップの仕組みを検討すべきと発言した。 
 
2018 年 9 月 7 日（金） 
APA 議題 6（GST）非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）G77 等が目的（パラ 38）や構成（パラ 41）等について詳細化する文言案を示唆した

のに対し、UG 各国（日本、米国、カナダ、オーストラリア）は GST の目的は 14 条で十分

に記述されており、ガイドラインは極力シンプルなものとすることを主張した。日本からは

14 条の文言に追加はすべきではない旨付言した。 
 
（２）衡平性について、以下の意見があった。 
EU：衡平性は横断的であるものの、衡平性に「照らして」実施するべき 
LMDC：衡平性を 1 つの thematic area として取り上げるべき。衡平性の適切性を評価す

べき。衡平性を議論するためのアジェンダを特別に設定し、どのような指標が良いか・指標

が適切か等といった詳細な議論をすすめるべき 
南アフリカ：衡平性をはかる指標（indicator）には、例えば歴史的な排出量、グローバル・

カーボン・バジェットの分配（distribution）などがある 
アフリカグループ：NDC の情報を基にしたマトリックスを作成し、衡平性を評価・反映 
南アフリカ：IPCC の報告書（AR1 や 1.5 度特別報告書）でも衡平性について言及している

ことを強調 
 
（３）個別の論点については、以下の意見があった。 
・活動 B を実施するタイミングについては、GST を実施する年にすべきとの意見（アラブ

グループ・中国・アフリカグループ）と、その前から行うべきとの意見（グレナダ等）があ

る。アフリカ G は追加セッションを実施することも含めた柔軟性に言及 
・対応措置を含めるべき。（アラブグループ） 
・non-party の参画に積極的（グレナダ・EU・AOSIS）／消極的（アラブグループ） 
・Appendix（non-exhaustive list of guiding questions）の要否（要：中国・AOSIS・アフ

リカグループ等／否：EU・サウジアラビア等） 
 
APA 議題 6（GST）非公式コンサルテーション 
【概要】 
 各論点について、以下の意見があった。 
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〇衡平性 
・G77 は、Overarching elements（注：パラ 1-3 に Equity の見出しあり）の議論におい

て、グループとしての発言を行わなかった（調整の時間がなかったからなのか、何かしらの

意見の相違があるのかは不明） 
・LMDC は引き続き衡平性に関する主張を継続し、特に overarching elements の様々なパ

ラに衡平性に関わる文言の挿入・強調を提案 
・アラブグループ、ABU、ボリビア（G77 コーディネーター）、中国、シンガポール等は衡

平性の重要性に言及 
・他の途上国のグループは衡平性に明示的に言及せず（アフリカグループは「準備フェーズ

（活動 A）」の議論の中で言及）。ただし、LMDC に同調するのを止めたのか、単に発言し

なかっただけなのかは不明 
・米国、ニュージーランド、日本等は 14 条を引用すべきであり、衡平性に限定したセクシ

ョンは不要である旨発言。 
・日本から inf-inf の開催を提案したが、G77＋中国がグループ内の調整に時間がかかる旨

発言あり。明日 12-13 時と 14-15 時に inf-inf、15-17 時に非公式会合を開催する予定。 
 
〇Activity A 
・構成：情報源の部分で情報源や種類、それを提出・作成する主体を明記することで 
ストリーム化が可能（カナダ）。同様にパラ数が少なくても良い（日本） 
・目的：情報収集だけでなく、統合もするべき（韓国）、「長期目標と全体的進捗」の 
文言追加（EU）、ガイディング・クエスチョンが重要（中国）。Prescriptive にするべき 
ではない（ニュージーランド） 
・情報のマネジメント：ロス＆ダメージをプレースホルダーに反映するべき（LDC）、すべ

の項目に衡平性が反映されるべきだが、別の部分にオプション 26 と 27 は移動しうる 
（LMDC） 
・タイミング：開始時期は柔軟であるべき（中国）、情報収集のカットオフ日が必要（ABU、

オーストラリア） 
・情報収集：情報源と重複している部分は移行することを多くの国が提案 
・準備・統合・編集：カナダが合同コンタクトグループによる実施のガイダンスを含めた追

加テキスト案を提案し、日本が支持。 
・サブミッション：非政府主体からの情報提供が重要（LMDC）、非政府主体の参加には消

極的（アラブグループ）、既存の UNFCCC のウェブサイトの活用が可能であり、新規のプ

ラットフォームを作成することには反対（日本）。 
 
〇全体にかかる事項（Overarching elements） 
・日本、ニュージーランド、米国が No text option を提案したが、EU がパリ協定を言及す
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るオプション（パラ 1・オプション 2）を支持。 
・原則や目的（Guiding）：パリ協定第 14 条と第 2 条にのみ言及するべき（UG：米国・ニ

ュージーランド・日本・オーストラリア・カナダ、アラブグループ）と提案したが、他の条

項（4 条・7 条をはじめとした複数の関連条項 4.4、4.5 など）を言及するべき（中国・LMDC）、

行動と支援に関する言及が必要（LDC）、資金フローの追加（アフリカグループ）との発言 
・ガバナンス：SBI/SBSTA の合同コンタクトグループを設置し、GST を実施することを 
日本を含む多くの国が賛同しているものの、米国が High level committee（CMA 議長、SB
議長により構成）が実施することを提案。カナダが提案したストリーム化のテキスト案に日

本・ニュージーランドが賛同。日本より、SBI/SBSTA のガイダンスの下、技術的な専門家

対話（名称は要検討）を実施することを記載し、（パラ５Option 1-4 中の）ストリームに関

する説明部分は Activity B に移動することを提案。LMDC が MOI と支援に関する議論を

全てのストリームでするべきとの提案。Stream、technical workstream、 three technical 
workstream、 theme、workshop、 roundtable をはじめとした文言については同様のコン

セプトなのか、何を指しているか意見交換が必要という日本の提案に対し、Inf-Inf での議

論をファシリテーターが提案 
・モダリティの更新：永続性の観点から重要（オーストラリア、LDC）。 
・途上国の参加：UNFCCC 下のルールに則るべきである（EU、ニュージーランド）との

意見があった一方、インプット作成も含め確実に参加できるよう資金やキャパビル支援が

必要（ミクロネシア）、「eligible」という文言を削除するべき（LMDC）といった主張 
・成果物：支援に関する項目を含むべき（中国）、Activity B や C で言及するべきとの指摘

（日本、カナダ） 
・他のイベントからの教訓や非政府主体の参画：タラノア対話の教訓を生かすべき（ABU）。

一方で、タラノア対話の Spirit への言及は可能だが、GST とは違うプロセスであることを

明確にしておく必要がある（LMDC）といった異なる意見 
・Annex（ガイディング・クエスチョン）の内容：衡平性の反映を含め、きちんと詳細な内

容を議論したい（アフリカグループ）との発言があったが、時間的制限があるため Inf-Inf
で詳細を議論する提案（ファシリテーター）。GST 実施前に更新するべき（現時点で確定し

ない）（AOSIS、ボリビア）。タラノア対話の 3 つの問が良い（LDC）、さらに”how did we 
get here”の問いを追加するべき（ボリビア、アラブグループ） 
・GST 後のイベント：GST の成果物がきちんと実施されているような政治レベルでのイベ

ント開催提案（LDC）、マンデート外である（アラブグループ）、他国の提案に応じて柔軟に

対応（メキシコ・韓国）、何を指すのかまずは明確にすべき（インドネシア） 
・タイミングと期間についても Inf-Inf で議論を提案（ファシリテーター） 
・その他：遵守と GST の関連が不明（LMDC） 
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2018 年 9 月 8 日（土） 
SBI 議題 5 共通のタイムフレーム 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）前日（7 日）夜にメール配布されたファシリテーターのブレットポイントのリストに

対して、各国が意見を述べた。ファシリテーターによれば、このリストは各国の意見をニュ

ートラルに反映したもの 
 
（２）中国（LMDC）、サウジアラビア、南アフリカ、コロンビア、オーストラリア等は、

提示した意見が反映されておらず、追加・修正してほしいとの意見を示した（※）。 
 
（３）各国による意見表明の途中で時間切れとなったことから、ファシリテーターより、「全

てをブラケットに入れた上で、何のステータスも持たない形で、次回セッション（COP24）
における議論の材料として使う」との案が示され、反対意見は出ず、そのまま今次セッショ

ンにおける本議題を終了した。 
 
※各国が示した意見 
・LMDC：マンデートから、1/CP.23 を削除 
・南アフリカ：1/CP.23 をマンデートに残した上で、1/CP.22 のパラを追加 
・LMDC：柔軟性を明記すべき→南アフリカ：4 条 10 に柔軟性はない 
→ファシリテーター：以下をシャポーに加筆 
"Some Parties are of the opinion that flexibility should apply for developing country 
Parties on the matter of CTF referred to in Article 4.10. Some don’t" 
・サウジアラビア：Procedural conclusion を追加 
・コロンビア：アップデート時期と実施時期の間に切れ目（gap)を入れない案を提示 →

EU：これは本議題の論点ではない 
・オーストラリア：nationally determined のあとに 5 年または 10 年を加えた上で、その

下に新規ブレットとして「5 年より長い場合は、5 年目の way point を示す」を追加 
 
APA 議題 6（GST）非公式コンサルテーション 
〇冒頭ファシリテーターより 2nd iteration の概要を説明。各国・グループともファシリテ

ーターの努力を歓迎。 
 
〇昨日に引き続き G77 はグループとしての発言をせず。 
 
〇LMDC が引き続き衡平性について主張し、アラブグループとアフリカグループが支持。

ただし、衡平性部分のみ、アフリカグループとしてフロアを取ったガーナではなく、南アフ
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リカが発言。南アフリカはパラ 44 について新たな文言の提案を示唆。 
 
〇アラブグループが対応措置について、情報の統合は透明性からの情報に基づくべき（パラ

29）、SCF からの情報には対応措置の社会経済的影響を含むべき（パラ 31）との提案。 
 
〇AOSIS・ボリビアは、ロス＆ダメージや対応措置についても、それぞれ WIM と SB 議長

が統合報告を提出するべき。 
 
〇技術的には、情報の統合（パラ 29-31）と情報源（パラ 58-59）に多くのコメントが寄せ

られた。日本・米国・カナダ等からはパラ 58 f) "The implementation of the Paris Agreement 
including on"の文言の削除を提案。 
 
〇明日（9 日）11 時～12 時＠Conference Room 2 に非公式コンサルテーションを実施予定。 
 
〇なお、日本等は inf-inf の実施を継続して主張するも G77 が後向きで開催できず、代わり

に本会合の後、任意での意見交換を実施。 
 
2018 年 9 月 9 日（日） 
APA 議題３（緩和） 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）冒頭、ファシリテーターより、ツールの iteration が作成されなかったことを APA コ

ンタクトグループに報告するとのアナウンスがあった。 
 
（２）その後、どの国も発言せず、今次セッションにおける本議題の検討を終了した。 
 
APA コンタクトグループ 
【概要】 
（１）冒頭、共同議長が、「当初の目的は agreed basis for negotiations を得ることであっ

たが、議題間の性質の違いを踏まえれば、画一的な進捗（uniform progress）が難しいこと

は理解できる」と述べた上で、各議題のファシリテーターから今次セッションにおける検討

についての報告があった。 
 
（２）共同議長から、議題３（緩和）について、8 月のツールにおける記載漏れ（※1）を

加筆した“revised document”（※2）をまもなく掲載するとのアナウンスがあった。 
※1  5 月のツールには、「特徴」の Option 1 に「2 条 1、2 条 2、3 条、4 条 1、4 条 2」
が入っていたが、8 月のツールではコピー＆ペーストのミスで削除されていた。 
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※2 https://unfccc.int/documents/182109 
  
（３）結論文書案（※3）について、ガボン（アフリカ）が議題 8 で扱っている追加的事項

をリスト化するように提案したが、米国・オーストラリア等が反対。米国から結論文書案の

4 頁にある脚注に列挙する案を提案し、アフリカが同意した。脚注の記載は以下となる。 
Different views have been expressed by Parties on whether the possible additional 
matters should be added to the Paris Agreement work programme for CMA1. Possible 
additional matters are（以下、議題 8 で扱っている追加的事項を列挙） 
※3 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/APA_Draft%20conclusions.pdf 
 
1-3. 第 24 回気候変動枠組条約締約国会議（COP24）関連会合（パリ協定のた

めの特別作業部会（APA1-7）を含む）への参加  
 
2018 年 12 月 2 日（日） 
APA コンタクトグループ 
【概要】 
（１）冒頭に共同議長から今次セッションの進め方について以下の説明があった。 
・コンタクトグループを 3 回開催予定（開会、中間（木曜（6 日）の予定）、閉会） 
・HoDs レベルにおける具体的なクロスカッティングな質問に関する議論を並行して実施 
・閉会コンタクトグループを土曜（8 日）午前に、閉会プレナリーを同日午後に開催予定 
・水曜日（5 日）に 1st iteration（オプションを大幅に narrow down したもの）を、土曜

日（8 日）に final version（オプションを残す箇所を最小化し、COP を通じて CMA に送

付するもの）を発出する予定 
・3 つ以上の非公式会合が同時並行で開催される可能性があるが、内容面で強いリンクがあ

るものについては同時並行を避ける 
 
（２）続いて、各議題の非公式コンサルテーションを立ち上げた。各議題の初回コンサルテ

ーションの日時・場所は以下。 
・議題 3（緩和） 12 月 4 日（火）15 時～16 時 @Room 20 
・議題４（適応） 12 月 4 日（火） 11 時～12 時@Room 1 
・議題５（透明性） 12 月 4 日（火） 10 時～11 時@Room 20 
・議題６（GST） 12 月 4 日（火） 12 時～13 時＠Room 20 
・議題７（実施遵守促進） 12 月 4 日（火） 11 時～12 時＠Room 20 
・議題 8（適応基金） 12 月 4 日（火） 15 時～16 時@Room 3 
・議題８（追加的事項） 12 月 4 日（火） 12 時～13 時＠Room 3 
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2018 年 12 月 3 日（月） 
非公式会合に出席し、地球環境対策室に対して報告を行った。 
 
2018 年 12 月 4 日（火） 
APA 議題３（緩和）非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）各国が前日の Party Consultation とほぼ同様の見解を示した。その中でやや気にな

った意見は以下。 
・ICTU ガイダンスの適用時期：LMDC に加えて、ブラジルとアフリカ（AGN）も 2nd and 
subsequent NDCs との意見 
・ICTU の報告媒体（channel）：中国（LMDC）は NDC の文書の中で示されるものであり、

Annex 等の報告媒体の特定は不要と発言 
・ICTU における二分論：AGN が衡平、CBDR、2 条 2 に言及した上で、定量情報につい

て「先進国は基準年排出量だが、途上国には NDC の多様性あり」、スコープとカバレッジ

について「4 条 4 を反映すべき」、前提と方法論のアプローチについて「途上国に対しては

NDC タイプの多様性に配慮」と発言 
・ICTU におけるフルスコープ：AGN が支援と適応の情報も重要であり、APA4 のプレー

スホルダーが必要と指摘。AILAC は適応と支援は本議題のスコープ外とコメント 
・ICTU におけるセクター固有の方法論：インドネシアが LULUCF/forest/REDD+をシン

グルアウトする必要はないと発言。ブラジルは LULUCF/森林/REDD は不要だが、HWP と

natural disturbance については文言を検討しうるとコメント。（日本からは、セクター固有

のアプローチを議論したいが、別の部屋での議論を待ちたい。セクターによって異なる場合

には、自ら記述するという項目は最低でも必要と指摘） 
・複数目標を含む NDC のトラッキング：南アフリカが、複数の目標を掲げる NDC につい

てはどの目標をトラッキングするかを ICTU で明らかにすべきと発言 
・4 条 13 のダブルカウント：ブラジルが 4 条 13 のダブルカウント防止はインベントリー

におけるダブルカウント防止のことであり、6 条のダブルカウント防止のことではないと発

言。カナダは、ダブルカウント回避はインベントリーの問題だけではなく、森林や 6 条でも

発生しうると反論 
・アカウンティングの方法論：サウジは IPCC の方法論に加えて、締約国独自の方法論も認

められるべきとコメント（※報告者注：緩和コベネを念頭においたもの） 
・対応措置と緩和コベネ：中国（LMDC）は ICTU とアカウンティングの両方に含めるべ

きと発言。サウジは 4 条 7 を scope & coverage に残すべきと発言 
・二分論とフルスコープ：（他の LMDC がほとんど発言しないなか）エジプトがこの 2 点

に絞って、やや長いインターベンション 
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（２）次回は、12 月 5 日（水）の 11:00～12:00。同日の 15:00～16:00 にもコンサルテーシ

ョンを行う。 
 
【各国の発言】 
ファシリテーター 
最初の iteration は木曜までのできる限り早いタイミングで作成する。土曜日には最終バー

ジョンを提示。今日は 10 月に提示したテキスト案への意見を求める。 
 
EU 
アカウンティングについて、Section A と B は不要。TACCC 原則への言及必要。既存のア

プローチの draw from 必要。インベントリーをアカウンティングの基礎として用いる。方

法論の一貫性はテキストの作業が必要。パラ31cとdについて、定義に言及する際には IPCC
ガイドラインに従うべき。6 条について、structured summary に基づき、相当調整。

LULUCF について、ブレットポイントを送る。Track progress は他のセクションに移動。 
ICTU について、チャネルは“Annex to NDC”。目標の一般的記述が必要で、その中に extent 
of mitigation contribution を含める。スコープとカバレッジについて、NDC でカバーする

排出のパーセンテージの情報が必要、計画プロセスについて、①NDC の準備、②NDC 実

施のための措置、③人権やジェンダーなどの文脈的イシューが必要。タイプ別の追加情報は

重要だが他のセクションとの重複を削除する必要あり。公平と野心については前進や GST
からのインフォーム、協定の目的などが必要。 
 
AOSIS 
特徴について、オプションＢを望むが、COP24 以降に先送りするしかない。 
ICTU について、目的のセクションは削除可能。キャパビルは途上国にとって重要であり、

いくつかの国がドラフティングを進めている。関連して、4 条 5 が重要。 
アカウンティングについて、目的とアカウンティングの理解のセクションは不要。キャパビ

ルは ICTU と同様。 
 
中国（LMDC） 
重要なものが欠けている。たとえば、Recalling para 27。May as appropriate inter alia を

残すべき。10 頁に、原単位目標に関する部分に新たなものが追加されているが、これを懸

念する。4 条 8 についての再解釈が含まれており、変更を望む。ガイダンスに substantive 
elements だけが含まれるような書き方を望まない。 
Shall とするならば、全てのアイテムを盛り込むことを躊躇する。May とすべきである。そ

うでないならば、差異化の議論を提起することになる。 
昨日の議論を踏まえると、ガイダンスを簡潔にすることについては締約国間でコンセンサ
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スがあるように見える。 
ICTU の目的のセクションとアカウンティングの理解に関するセクションの削除を支持。特

徴を具体化しないことに賛成。アカウンティングの track progress の削除にも賛成。 
ICTU のガイダンスの改定は不要である。他方、アカウンティングについては、方法論が変

わることがありうるので、ガイダンスの改訂は必要である。 
途上国のキャパビルがガイダンスに明確に反映されるべき。 
適用時期について、2031 年以降とすべき。 
チャネルについて、全て（の情報）は文書（document）に含まれるべきものであり、Annex
やその他のものは不要。 
対応措置とコベネフィットを ICTU とアカウンティングの両方に含めるべき。 
 
ブラジル（ABU） 
特徴について、具体化が必要とは思わない。将来への先送りがよい。 
ICTU について、キャパビルを決定本文に含めるのが有用。4条 5へのレファレンスも必要。

シャポーや決定本文に、ガイダンスの性質が facilitative であることを記載すべき。参照点

の定量情報について、文言の改善が必要。スコープとカバレッジについて、ブレット１、２、

３、５、１０は必要。計画プロセスは簡素化可能であり、長期計画の文言と GST への言及

は必要。前提と方法論のアプローチについて、ブレット３を維持、ブレット４は不要、ブレ

ット５は重要、LULUCF/森林/REDD は不要だが、HWP と natural disturbance について

は文言を検討しうる。公平と野心について、ブレット４は 4 条４が必要、ブレット９、１

０、１１は必要。4 条 16 と 4 条 18 の情報は維持する必要。タイプ別の追加情報のうち、

ヘッドラインナンバー、政策措置、コベネフィットなどの文言は有用。緩和以外の情報につ

いてはプレースホルダーを維持し、各議題の進捗を待つべき。2nd and subsequent NDC に

適用。最初の GST の後に改訂。 
アカウンティングについて、パラ 31(a)のインベントリーの議論は APA5 で行われており、

その結果を反映すべき。他方、メトリクスについては、GTP100 が認められる限りにおい

て、GWP100 を支持する。方法論の一貫性について、重複が多い。6 条についてのガイダン

スはここで議論する必要はない。4 条 13 のダブルカウント防止はインベントリーにおける

ダブルカウント防止のことであり、6 条のダブルカウント防止のことではない。Track 
progress とチャネルについては APA5 で議論すべき。ICAO/IMO に関する記載も不要。 
 
オーストラリア 
ICTU の定量情報について、reference indicators は基準年を表しており、目標年の定量化

ではない。アップデートはベースライン目標の場合に適用される。前提と方法論について、

①使用するアカウンティングアプローチ、②セクター特定の前提、③ベースライン・BaU の

構築、④IPCC のメトリクスと方法論の使用が必要。 
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アカウンティングについて、方法論の一貫性は、①一貫性が言及するもの（定義やカバレッ

ジなど）、②インベントリーとの一貫性（たたし GHG データを用いる場合に限る）、③ベー

スラインなどのテクニカルな改善、④ベースラインの過大・過少推定の回避、⑤変更の報告

（BTR で行われる）を含める。適用時期は 6 条に参加する場合、1 期目から適用。Track 
progress のセクションは、structured summary 以外は不要。 
 
サウジアラビア 
特徴について、オプション 1 を望む。 
ICTU について、Good Practice Guidance や obligation という言葉は不要。パラ 27 の recall
必要。提供する情報の内容はmayである。Annexを設けるかどうかはまだ予断していない。

NDCのフルスコープと差異化を反映すべき。4条7をスコープ＆カバレッジに維持すべき。

タイプ別の情報を望まない。目的のセクションは不要。適用時期は 2nd and subsequent 
NDC（2031 年以降）。 
アカウンティングについて、目的のセクションと Track progress は不要。自らの方法論の

可能性を入れるべき。自己方法論は time to time に変更されうる。 
 
ノルウェー 
ICTU について、目的のセクションは不要。公平と野心のセクションは大幅に短縮可能であ

り、ブレットポイント１、２、３、１０を維持すればよい。他方、目標のシンプルな記述に

関する項目が欠けている。定量情報について、基準年と目標年の排出水準の見込みを含める

べき。適用時期は 2020 年からとすべき。Revisit も早い時期とすべき。 
アカウンティングについて、APA5 や 6 条議題とのリンクがあり、cross reference が必要。 
キャパビルについて、強い文言が重要。 
 
米国 
共通のメトリクスと最新の IPCC ガイダンスの使用が重要。方法論の一貫性について、オー

ストラリアが指摘した 5 つのカテゴリーに賛成。 
ICTU における公平と野心のセクションは streamline 可能。定量情報について、ノルウェ

ーの追加案は良い。目標別の情報は有用であり、prescriptive でも burdensome でもない。 
決定の構造については昨日言及した。 
 
スイス（EIG） 
特徴についてのマンデートを満たすべきであるが、時間がないことを踏まえ、2nd round of 
NDC に間に合うように検討としてはどうか。 
ICTU について、全ての国に適用される法的拘束力あるリストが必要。目的のセクションは

不要。NDC タイプ別の情報は、定量情報、前提と方法論のアプローチ、目標の記述におい
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て必要。 
 
ウクライナ 
特徴について、ダブルカウント回避が重要。ICTU について、ストリームラインが可能。

Geographical coverage について国際的に認識されている言葉を使うのがよい（？）。 
 
アフリカ（AGN） 
パラ 27 の inter alia の側面が欠けている。2 条 2 にある衡平と差異化の概念も欠けている。 
特徴について、2023 年や 2025 年に経験に基づいて議論してはどうか。 
ICTU について、目的は facilitate と記載するだけで十分。能力とキャパビルは重要。適用

時期は 2nd and subsequent とすべき。定量情報について、先進国は基準年排出量、途上国

は NDC の多様性あり。スコープとカバレッジについて、4 条 4 を反映すべき。計画プロセ

スについて、9～12 ヶ月前に提出を含めてはどうか。前提と方法論のアプローチについて、

途上国に対しては NDC タイプの多様性に配慮。支援の情報は重要。適応の情報も重要であ

り、APA4 のプレースホルダーが必要。 
アカウンティングについて、方法論の一貫性が重要。適用時期は 2nd and subsequent NDC。

マーケットについて、環境十全性とダブカン回避が重要だが、SBSTA で議論。使用意思を

NDC の中で提示。 
 
ニュージーランド 
ICTU における目標の記述は重要。前提と方法論のアプローチは、draw from existing 
approaches がニュージーランドにとって重要。 
GTP は IPCC で評価されているが、共通のメトリクスではない。ダブルカウント回避はこ

こで対応すべき。6 条でカバーされていないカーボンユニットへの対応必要。 
キャパビル重要。 
 
韓国 
特徴について、協定の関連する規定に反映されていると述べるのみで十分。条文を参照する

必要はない。 
ICTU について、目的のセクションは不要。キャパビル重要。改定時期は 2026 年以降。ス

コープとカバレッジについて、最初の２つのブレットブレットが重要。計画プロセスについ

て最初の２つと最後の１つ。タイプ別の情報についても、いくつか重要なものあり。 
アカウンティングについて、アカウンティングの理解のセクションは不要。目的のセクショ

ンも不要。ガイダンス本体については、透明性 MPG と不整合を起こさないことが重要。

Track progress も APA5 で対処すればよい。 
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日本 
特徴については、手続き的な決定が必要。2020 年以降に revisit。 
ICTU について、パラ 28 にマンデートがあり、決定本文にはキャパビルと 4 条 6 を含める

べき。ガイダンスの採択、マンデート、手続き的側面（チャネルを含む）を決定本文に含め

る。Guidance のシャポーに shall を含めることを追求したいが、いずれにせよ、4 条 8 の

解釈を維持すべき。前提と方法論のアプローチについて、セクター固有のアプローチを議論

したいが、別の部屋での議論を待ちたい。セクターによって異なる場合には、自ら記述する

という項目は必要。目的のセクションを削除、NDC タイプ別の情報の一般化。 
アカウンティングについて、方法論の一貫性に関するオーストラリアが指摘した５つのコ

ンセプトを支持。セクター特有のアプローチについては ICTU における書きぶり次第。既

存のアプローチの draw from の記載が必要。6 条に関する記載が環境十全性とダブカン回

避の観点で必要であり、NDC 外についても同様。6 条ガイダンスとの一貫性や相当調整が

必要であるが、CORSIA という名称に言及しなくてもよい。6 条に参加する場合には、first 
NDC から適用。 
 
カナダ 
特徴について、オプション２に基づく決定を支持。最初の GST の後にレビュー。 
ICTU について、目的のセクションを削除。4 条 8 への言及で十分。キャパビルへの言及は

重要。計画プロセスはもっとシンプルにすることが可能。NDC 準備と実施のプロセスがあ

る。文脈的な考慮（人権、indigenous people、ジェンダー）も必要。目標の簡潔な記載を

ICTU の冒頭に持ってくるべき。 
アカウンティングにおける方法論の一貫性について、簡素化可能。6 条へのレファレンスは

必要。6 条に参加する場合、first NDC からガイダンスを適用。ダブルカウント回避はイン

ベントリーの問題だけではなく、森林や 6 条でも発生しうる。 
 
インド 
ガイダンスの詳細度について、これは能力の問題であり、ガイダンスを適用する能力を全て

の国が持っているかを考えるべき。 
ICTU について、Recall para 27 を含めるべき。Shall を望まない。4 条 4 の operationalize
が必要。適用時期は、2nd and subsequent NDC とすべき。 
特徴について、今回、最終化すべき。 
ICTU について、目的のセクションは削除してよい。キャパビルのセクションは重要。タイ

プ別の追加情報は不要であり、10 頁の新たなブレットポイントも不要。ガイダンスの改定

は不要。 
アカウンティングについて、多くのものは APA5 で扱われているもの。目的とアカウンテ

ィングの理解に関するセクションは不要。キャパビルは重要。Track progress のセクショ
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ンは不要。ICAO/IMO への言及を望まない。 
 
南アフリカ 
特徴について、追加の作業は不要。セクション B は不要。 
ICTU について、重要な指標の定義を含めるべき。複数の目標を掲げる場合は、どの目標を

トラッキングするかを明らかにすべき。キャパビル重要。 
アカウンティングについて、前回のセッションで balance sheet を提案したが、この要素を

残すべき。 
 
LDC 
キャパビルについて議論したが有用だった。目的のセクションについても同様のストリー

ムラインが有用。 
 
AILAC 
特徴について、オプション２を支持。4 条を強調。 
ICTU について、詳細な規定が必要。計画プロセスについて、participatory process とした

い。適応と実施手段はスコープ外。 
アカウンティングについて、適応はスコープ外。 
 
インドネシア 
セクター（LULUCF/forest/REDD+）をシングルアウトする必要はない。 
6 条について、SBSTA へのレファレンスが必要。ICAO/IMO は不要。 
 
ロシア 
特徴について、条文にリファーすべきではない。 
 
エジプト 
NDC のフルスコープを強調する。ただし、どのようにテキストに反映するかは flexible で

ある。5 ページにある obligation という言葉は適当ではない。16 ページには、二分論の

caveat を含めるべき。20 頁に 9 条 7 が言及されているが、9 条全体とすべき。 
特徴の具体化を避けるべき。 
ICTU について、政策措置の NDC には reference point の情報は適用されない。こういう

ことを議論したい。適応と支援の情報を含めるべき。 
アカウンティングについて、土地セクターなどコンセンサスを得ていない言葉を使うべき

ではない。支援のアカウンティングのセクションは重要。方法論の一貫性について、途上国

は自らの方法論を選択できるようにすべき。IPCC の適切な tier を適切に選択できるよう
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にすべき。6 条は SBSTA で議論しているが、６条 2 は transfer のみを扱っている。カテゴ

リーの維持・拡大は CBDR に従う。 
 
フィジー 
ICTU のレビュー規定を維持したい。 
 
ファシリテーター 
方法論の一貫性について、オーストラリアに締約国のコンサルテーションを依頼したい。ダ

ブルカウントについて、ニュージーランドに締約国のコンサルテーションを依頼したい。セ

クター別も重要。 
 
SBI 議題５（共通のタイムフレーム） 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）冒頭に、ファシリテーターより、今次セッションの進め方として、①初回会合におい

て Joint Reflections Note のテキスト案へのコメントを聴取、②その後、最初の iteration
を作成し、2 回目の会合でそれに対する意見を聴取、③さらにテキストを改訂して、最後の

コンサルテーションを開催という流れが示された。 
 
（２）Joint Reflections Note のテキスト案に対して、各国・各グループが意見を述べた。

主な意見は以下。 
・パラ１のオプション４（タイムフレームの自国決定）を削除すべきという意見多数。支持

意見は皆無 
・パラ２（10 年タイムフレームの 5 年 way point）について、日本とオーストラリアがも

う少し明確化する必要ありと指摘 
・パラ３（GST からのインフォーム）について、LMDC、AOSIS、ブラジルは協定条文と

重複しており不要と発言。他方、AILAC は維持を主張。南アフリカは GST からの inform
の代わりに progression を入れてはどうかと指摘 
・パラ５（NDC のフルスコープ）について、日本、EU、カナダ、AOSIS が削除を主張。

他方、サウジは維持との立場 
・パラ 7（適用時期）について、AOSIS は時期を明記するのではなく、“second and 
subsequent NDC”とすべきではないかと指摘したが、日本、カナダ、中国は時期を明記し

た方が良いとコメント 
 
（３）LMDC は、2025 年提出の NDC と 2030 年提出の NDC についてのみ、5 年または

10 年というタイムフレームを定め、その後のタイムフレームについては先送りするという

パラグラフ案を提示（※）。これに対して、 
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・AOSIS：「5 年または 10 年」を長期にわたりロックインすることに反対。（今回は難しく

ても）早期の合意を目指すべき 
・日本・EU：5 年・10 年以外が明確に排除されるようにすべき 
・ブラジル：タイムフレームを近い将来に再考することにしつつ、NDC 提出の同期化

（synchronization）を今回合意できれば重要な成果となる 
・南アフリカ、LDC：タイムフレームを今回決定したい 
との指摘があった。 
 
（４）最後に、ファシリテーターが、 
・タイムフレームの自国決定を支持する国はなかった 
・タイムフレームを明確にオプション化すべきという意見と、適用時期と組み合わせて示し

たいという意見（＝LMDC 提案）があった 
と総括した。 
 
※LMDC 提案 
1. Decides that each Party shall communicate NDC by 2025 with a timeframe up to 2035 
or 2040 
2. Further decides that those Parties whose NDCs contain a timeframe up to 2035 shall 
communicate by 2030 their respective new NDC with a timeframe of 2040 and continue 
to do so every five years 
3. Further decides that those Parties whose NDCs contain a timeframe up to 2040 shall 
communicate by 2030 or update those NDCs and continue to do so every five years 
4. Request SBI at [xx] session to consider common timeframes to be communicated from 
2031 onwards and every five years thereafter 
 
【各国の発言】 
ファシリテーター 
今次セッションで 3 回の会合を行う。今日の初回では、Joint Reflections Note へのフィー

ドバックを求める。それをもとに、最初の iteration を作成する。2 回目の会合では、改訂

後のテキストへのコメントを求める。最後の会合では、2 回目の iteration を議論して、こ

のコンサルテーションを終了する。 
 
サウジアラビア 
手続き面に関するオプションが含まれていないことに不満。 
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中国（LMDC） 
いくつかの提案が失われていることを懸念するが、これをもとに進めることは支持する。 
パラ１の４つのオプションは明確ではなく、我々の立場が十分には反映されていない。また、

意味が曖昧である。2025 年に提出するのは、2026～2030 年か、2031 年～2035 年かがは

っきりしない。 
パラ９に、我々の提案を含めてほしい。2020 年に全ての国が 2030 年 NDC を持ち、2030
年に全ての国が 2040 年 NDC を持ち、2025 年には 2035 年と 2040 年の両方があるという

ことをきちんと書き込むべき。 
パラ３とパラ４は問題。GST からのインフォームをここで議論する価値はない。“in a 
position to do so”は新たなイシューを持ち込むものであり、今回の時間制約を考えると適切

ではない。 
 
AOSIS 
パリ協定と 1/CP.21 で定められたリズムを維持すべき。これらを複雑化すべきではない。 
5 年をどのような形であれ（「5 年＋10 年」など）含めるべきであり、自国決定は受け入れ

ることはできない。 
Recall Article 4 となっているが、Recall Article 4.10 ではないか。 
パラ３は既に協定に書かれており、ここで繰り返す必要はないのではないか。 
パラ７については、今の書き方ではなく、second and subsequent NDCs に適用とした方が

すっきりするのではないか。 
パラ 23 とパラ 24 のリズムを崩すべきではなく、パラ９を含める意図が分からない。 
5 年または 10 年について今回まとまらない場合に備えて、来年、取り上げることを含めて

おきたい。 
 
AILAC 
パラ１の Option 4 は受け入れることはできない。パラ３は必要。 
 
アフリカグループ 
5 年のタイムフレームを望む。ただし、10 年のタイムフレームのインプリケーションにつ

いて理解することはオープン。しかし、自国決定は受け入れることはできない。 
パラ 9 は複雑すぎる。このパラで何を得たいのか。 
 
南アフリカ 
パラ１は、オプション１を支持。２つの NDC のエンドポイントの間隔が 5 年ということを

明確にすべき。 
「5 年＋5 年」のオプションを明確化したい。（2025 年に 2031 年～と 2036 年～を提出と
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明確に記載） 
パラ３について、5 年＋5 年を考慮して、communicate and update とすべき。GST につい

ての言及は中国の指摘の通りだが、progression の概念を含めるべき。 
 
ブラジル 
パラ１は、5 年を支持。Five years between end dates of NDCs を入れてほしい。 
パラ３は、今のままでは不要。 
パラ４の“in a position to do so”の意味が不明。 
自国決定のオプションについて、この提案の背景にある concern を理解するが、明記しな

い形で解決したい。共通のタイムフレームは国内政策のリズムに干渉するものではない。 
パラ 27 について、AOSIS の提案を支持。 
同期化（synchronization）を残すことは不可欠。 
 
LDC 
パラ１について、オプション１（5 年）を支持。5 年＋5 年を考慮してもよい。 
適用時期について、時期を明記するか、second and subsequent NDCs とするかの選択肢が

あるが、それ以前の自発的適用を残すべき。 
同期化（synchronization）を残すことは不可欠。 
 
インド 
パラ３の削除を支持。 
パラ７について、AOSIS を支持。“2nd and subsequent”が良い。 
パラ９は理解困難。 
 
EU 
2 週目に向けてオプションをクリアにすべき。 
パラ１の一部のオプションにしかあてはまらないパラについては、そのことを明確にすべ

き。 
パラ５は不要。ここでは緩和を扱う。 
パラ１のオプション４（自国決定）は不可。 
NDC は実施開始の 5 年前に提出することをパリで決定済みであり、リオープンすべきでは

ない。 
 
AOSIS 
共通のタイムフレームは、国内プロセスに介入するものではないことについて、前文に書い

てはどうか。 
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Second & subsequent を提案したのは、「5 年＋5 年」があるため。 
NDC に緩和を含めることは義務であり、それ以外を含めるかどうかは自主的なもの。パラ

５は不要。 
 
カナダ 
パラ１のオプション４（自国決定）は不要。このパラの目的はタイムフレームの長さ（length）
を指定するものであり、南アフリカの提案は有用。 
パラ５は不要。 
 
ロシア 
タイムフレームを終了年で表現することは賛成 
共通のタイムフレームとして、10 年を支持する。計画を実施するのに時間を要するため、

5 年では時間が不足する。パラ１のオプション４（自国決定）を支持しない。 
 
日本 
今年決定したい。 
パラ１については、サブミッションで意見を示したので繰り返さないが、オプション４（自

国決定）には反対。このオプションを削除することを強く要求する。 
パラ２について、indicative waypoint をより明確にする必要がある。 
パラ３について、この部屋で議論することではないかもしれないが、南アの提案は議論でき

るかもしれない。 
パラ５はこの議題のスコープ外である。 
パラ７を強く支持。“second and subsequent”とするよりは、具体的な期限を示すべき。NDC
提出の同期化を明確にするためである。 
パラ８は同期化に反するので不要かもしれない。 
パラ９は混乱を招くものであり、4 条 9 にも反するので削除すべき。 
 
オーストラリア 
パラ１のオプション４（自国決定）を支持しない。 
パラ２は同期化に役立つのであれば支持する。 
パラ７について、時期を明確にすべき。 
 
インドネシア 
適用時期について、時期を明記すべき。 
パラ９は誤解を招くため、削除すべき。 
 



72 
 

中国（LMDC） 
パラ９について、LMDC の提案（下記、次のラウンドについては 5 年または 10 年を維持）

はランディングゾーンとなるはず。その上で、その後のタイムフレームについては、時期が

来た際に議論する。 
1. Decides that each Party shall communicate NDC by 2025 with a timeframe up to 2035 
or 2040 
2. Further decides that those Parties whose NDCs contain a timeframe up to 2035 shall 
communicate by 2030 their respective new NDC with a timeframe of 2040 and continue 
to do so every five years 
3. Further decides that those Parties whose NDCs contain a timeframe up to 2040 shall 
communicate by 2030 or update those NDCs and continue to do so every five years 
4. Request SBI at [xx] session to consider common timeframes to be communicated from 
2031 onwards and every five years thereafter 
パラ７について、to be implemented from 2031 onwards を提案。 
 
南アフリカ 
5 年＋5 年が elegant way である。 
 
AOSIS 
ブリッジ提案は有用。 
 
ブラジル 
End points はよい概念である。 
パラ９については、2025 年を明確にすべき。 
 
サウジアラビア 
LMDC の提案は今の方法を当面続けるというものであり、将来の可能性を閉じるものでは

ない。 
パラ３（GST）の削除に賛成。 
パラ５（フルスコープ）を維持すべき。 
 
LDC 
オプション３をもとに、LMDC や南アフリカ等の意見を集約してはどうか。2 つのオプシ

ョン（5 年及び 5 年＋5 年）に絞ることについて、COP24 で決定可能である。 
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AOSIS 
LMDC の提案にオープンであるが、5 年 and 10 年をロックインするのではなく、コンバ

ージェンスを得られる場合にはすぐに共通のタイムフレームを適用するということで良い

か。 
 
LMDC 
「5 年 or 10 年 forever」とするのではなく、向こう 15 年のことだけを決めて、将来のこ

とは将来に検討するという意味。 
 
EU 
5 年と 10 年以外は排除されるといことでよいのか。そうでないならば、オプション３を維

持したい。 
 
AOSIS 
この時点で「5 年 or 10 年」をロックインすることは望まない。2025 年までまだ時間があ

る。 
 
南アフリカ 
今回決定することを望む。 
 
日本 
5 年と 10 年に narrow down したい。タイムフレームをロックインしないことも重要。 
 
ブラジル 
NDC の同期化を明記することができれば、今回の重要な成果となる。その上で、近い将来

に共通のタイムフレームを決めてはどうか。 
 
LDC 
早い時期における自発的適用のパラグラフを残したい。 
 
ファシリテーター 
パラ１のオプション４（自国決定）を望む国はなかった。また、①明確なタイムフレームを

オプション化したいという意見と②適用時期とタイムフレームを束ねたいという意見があ

った。 
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APA 議題 6（GST）非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）先進国・途上国ともにファシリテーターによる更なる簡潔化を支持。特に情報源やタ

イムライン等の技術的な論点については、複数個所に分かれているテキストのクラスタリ

ング、複数のオプションの統合などの建設的な提案があった。 
 
（２）UG-EU-EIG は、衡平性については 14 条 1 を引用するオプションを提示、スコープ

については長期目標に照らして評価を行うことが重要、スコープとガバナンスをテキスト

上分けることを提案した。 
 
（３）G77＋中国は衡平性やスコープについてテキスト案を提示（昨日の Party 
Consultation のものと同様）。しかし、フロアでの発言ではサブグループ間のポジションの

違いがより明確になってきた印象。 
・衡平性は、LMDC がレッドラインと表現、アフリカグループが統合報告書の作成を提案 
・ロス＆ダメージの評価を含むことの重要性・必要性を AOSIS、LDC、ABU、AILAC が

強調 
・中国は 2 条の長期目標ではなく 14 条に沿った評価を主張 
 
（４）衡平性・スコープ等に関する G77 サブグループの意見は以下の通り。 
●衡平性 
・LMDC：衡平性がブラケットになっているのはクリアなレッドライン。GST のすべての

要素に衡平性が反映されるべき 
・AOSIS：GST は衡平性に照らして実施される 
・AILAC：衡平性は気候行動促進に重要であり、各締約国に衡平性をテキストに取り込む

検討するよう呼びかけ 
・アラブグループ：衡平性は JRN に含まれているパラが重要 
・ABU：G77＋中国が提出するテキストを支持。現在の JRN では衡平性に関するパラが全

て括弧に入っている（オプションとして記載）されていることを懸念。次の Iteration では

取り除き、採択されるメインテキストの一部となるようにするべき 
・LDC：衡平性の Operationalization が重要 
・アフリカグループ：衡平性の統合報告書作成が必要（バンコクで言及していたが、オプシ

ョンが欠けている） 
 
●スコープ 
・LMDC：発言なし。 
・AOSIS：ロス＆ダメージは重要であり、スコープと情報源の双方に反映されるべき。緩和
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と適応の限界・適応の欠如とのリンケージのクロスカッティングでの評価が重要。 
・アラブグループ：スコープ及び情報源について対応措置や経済多様化が含まれているパラ

を支持。 
・AILAC：ランディングゾーンはロス＆ダメージ等がモダリティのどこかに書かれている

こと。 
・ABU：14 条に沿った評価を軸としつつ、スコープにはロス＆ダメージ、対応措置を含む

ことで包括的な評価が可能。 
・LDC：緩和・適応・MOI とロス＆ダメージが重要であり、独立したストリームが必要。

統合報告書と情報源にも含まれるべき。（Guiding question にも反映が必要。） 
・アフリカグループ：G77＋中国からのテキスト案を支持。追加的発言無し。 
 
●その他 
・LMDC：Pre-2020 の INDC や資金目標の達成状況について、2020 年以降に持ち越すべ

きではなく、最初の GST のインプットとすべき 
・G77 各国より成果として野心引き上げの重要性を繰り返し強調。サウジアラビアは

Consideration of Outputs を Consideration of Outcome とするよう提案 
・非政府主体や関連する国連機関の参加について意見が分かれた（賛成：AOSIS・LDC、

反対：サウジアラビア・中国、条件付き：LMDCs） 。 
 
2018 年 12 月 5 日（水） 
APA 議題３（緩和）非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）前日（４日）について、10 月のテキスト案に対して、各国が意見を述べた。内容は

これまで発言されたもののほぼ繰り返し。目立ったのは以下。 
・LMDC（中国）が“according to Article 3”に関するパラグラフを含めるように提案。これ

に対して、ノルウェーや AILAC がフルスコープを牽制 
・6 条関係の発言も多数あったが内容は従来通り。ただし、インドはこれまで CORSIA へ

の言及にのみ反対していたが、今回は本議題での議論自体にやや後ろ向きの姿勢 
 
（２）最後にファシリテーターより、本日のランチタイムに 1st iteration を示すとのアナ

ウンスがあった。なお、本日のこの後の予定は以下。 
・関心国のコンサルテーション 
11:00～13:00＠Room 16、13:30-16:00＠Room 20 
・非公式コンサルテーション 
17:00～18:00 
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【各国の発言】 
ファシリテーター 
キャパビルについて、簡潔な提案を聞きたい。方法論の一貫性とダブルカウント回避につい

ても同様。 
 
ブラジル 
GTP と GWP についても作業したい。 
 
ニュージーランド 
テキストについてはまだ作業。出発点は、CORSIA は 6 条の外側にあること。締約国の緩

和成果の移転とオーソライスをどのように書くかも論点。NDC 達成以外の目的のために、

緩和成果の移転を使う場合について文言が必要。相当調整も必要。 
 
マーシャル諸島（AOSIS） 
ニュージーランドが示した概念を支持。UNFCCC 外の組織について予断すべきではないが、

世界全体でのダブルカウント回避と環境十全性確保についての一般的な文言は必要であり、

ニュージーランドの作業に加わりたい。 
 
中国（LMDC） 
特徴をもっとストリームラインすべきであり、詳細化を議論する必要はない。ただし、3 条

の重要性を強調すべき。緩和以外についての扉を閉ざすべきではない。 
目的やアカウンティングの理解についてもセクションは不要。ただし、アプリカビリティに

関するイシューは最後の iteration まで削除すべきではない。 
パラ 27 の重要性を強調する。 
キャパビルについて提案を共有する。 
ICTU ガイダンスの適用時期について、13 ページにあるように、3 つのオプションがある

が、締約国の立場の違いを明確に反映すべき。チャネルについて、文書のなかに既に情報を

示しており、別の文書は不要である。オプションをもっと簡素化すべき。 
アカウンティングについて、track progress は削除すべき。 
iteration では、レッドラインに触るべきではない。特に NDC のフルスコープ。 
この議題の議論を終わらせるために、According to Article 3 and Article 4 に関するパラグ

ラフを提案したい。 
 
LDC 
キャパビルの文言はまだ調整中。 
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ブラジル（ABU） 
ニュージーランドとは考え方に違いがある。ここでのダブルカウントは、インベントリーに

おける排出と除去のダブルカウントである。緩和成果や排出ユニットという言葉づかいは、

6 条で扱うものであり、この部屋に持ち込むことは困難。この部屋で 6 条以外のクレジット

を扱うことになると、どのようなものでも使うことが可能となり、environmental 
consistency に反する。 
GTP と GWP について、文言が必要。 
 
米国 
適用時期について、2020 年から適用という選択肢を明確に含めるべき。 
 
インド 
IMO と ICAO に関して、ブラジルの見解を支持。もっと議論が必要だが、この議論は APA5
や 6 条で扱うべきであり、4 条のマンデート外である。 
 
カナダ 
ICAO と IMO とのダブルカウント回避について、4 条 13 の範囲内である。ダブルカウント

はさまざまな方法で発生しうる。ブラジルの指摘も然りで、13 条 7(a)でも扱われるもの。

土地部門にもある。6 条で扱われるダブルカウント回避を予断すべきではないが、UNFCCC
外とのダブルカウント回避は 6 条の範囲外である。ここでは大気全体に対するダブルカウ

ント回避全体を扱う。それゆえ、この議題で扱うべき。簡潔な単一のパラグラフが必要。イ

シューはシンプルであり、特定の組織に言及する必要はなく、6 条を予断することもない。 
 
エジプト 
6 条のスコープは緩和成果の transfer である。緩和成果の定義は、自国決定であるべき。

tCO2eq 以外の単位の成果がありうる。たとえば、再エネや省エネでは異なる単位となる。

これらすべてをどのように accommodate するかを考えなければならず、そのためにバッフ

ァーレジストリーが必要。その際に、6 条とそれ以外の条文のデマケーションがある。たと

えば、事前レポーティングや事後レポーティングは 6 条ではなく、13 条で扱う。 
 
EU 
Structured summary がアカウンティングにおいて重要であり、関心のある国と議論した

い。アカウンティングの決定に以下の４要素を含めるべき。①サマリーをトラックプログレ

スに使用（13 条 7b で報告）、②NDC の定量要素のレポート、③NDC への ITMOs 使用の

相当調整、④パリ協定外への緩和成果の移転の相当調整。6 条を予断せずに、議論可能。6
条に参加する国はガイダンスを 1 期目から適用。 
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キャパビルは重要であり、議論に加わりたい。 
ICTU は、NDC への annex として提示されるべき。どこに ICTU があるのかを明確にする

必要がある。 
 
マーシャル諸島（AOSIS） 
4 条に現れていない概念がテキスト案に残っている。たとえば、柔軟性。 
ICTU とアカウンティングの両方について、NDC に緩和を含めるかどうかをオプションと

する文言は認めることはできない。 
ダブルカウント回避や適応・実施手段について、他の部屋で議論されていることを繰り返し

述べる必要はない。 
 
日本 
適用時期のオプションについて、米国を支持。ICTU ガイダンスの適用時期について、「2020
年まで」というオプションを明確に位置付けたい。 
6 条について、ニュージーランドとの議論に加わったが、関心のある国と文言を議論したい。

6 条の結果を予断すべきではないという点は完全に同意する。マーシャル諸島とカナダの発

言を支持する。パリ協定外について、慎重に簡潔な文言を作る必要がある。この議題ではア

カウンティングの原則を扱う。 
キャパビルについて、テキスト的な文言はあるが、まだ法的な文言はないものの、議論に加

わりたい。 
 
ニュージーランド 
緩和成果についてエジプトの発言を踏まえて文言を慎重に考えているが、NDC 外への移転

についてアカウンティングを行うことが重要。 
 
コロンビア 
6 条、13 条、7 条で議論されていることを単に繰り返すだけの発言は意味がない。もともと

再エネ 100%のところに再エネを加えても、緩和成果はない。それゆえに共通のメトリクス

が重要。 
 
ノルウェー 
Applicability は来週検討すべきことだが、iteration に残すべき。我々の提案は、shall … as 
applicable である。 
キャパビルの議論に加わりたい。 
6 条に加わる場合、4 条 13 ガイダンスを 1 期目から適用とすべき。 
LMDC の提案（According to Article 3）はマンデート外。 
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サウジアラビア 
Recall para 27 は不可欠。 
アカウンティングについて、非 GHG ターゲットの場合、IPCC とは異なる方法論を使うこ

とを含めるべき。 
 
イラン 
NDC 文書の作成に際して、3 条にフォーカスしており、緩和、適応、実施手段に言及すべ

き。緩和だけにフォーカスするならば、合意できない。3 条は NDC とその実施を明確に定

義している。この main element を次の iteration を入れるべき。 
 
ファシリテーター 
午後 5 時に次回を行う。関心国でのコンサルテーションを 11:00～13:00 に Room 16 で、

13:30-16:00 に Room 20 で行う。また、1st iteration をランチタイムに示すので、17 時ま

でに見ておいてほしい。 
 
APA 議題３（緩和）非公式コンサルテーション 
【概要】 
 1st iteration（※）に対して、各国が意見を述べたが時間切れのため、途中で終了。次回

の非公式コンサルテーションは 12 月 6 日（木）の 12:00～13:00＠Room 22。 
 中国（LMDC）は、ICTU の 1 項目であった“Whether NDC includes [mitigation、] 
adapation and/or support”から[mitigation]が削除されたことに強く反対しつつ、このまま

であるならば、本議題において適応や支援を議論しないという柔軟性がなくなると発言。 
※https://unfccc.int/sites/default/files/resource/APA11_7_DT_i3.pdf?download 
 
【各国の発言】 
エジプト 
iteration を歓迎。懸念がいくつかある。 
Op.1 に 3 条と 4 条を追加。Op.2 を削除。4 条 4 に二分論の差異化が明確に書かれており、

先進国は shall、途上国は may がマンデートである。 
 
マーシャル諸島 
Pp1 の Relevant Articles をより具体的にすべき。 
特徴について、オプション B（特に定量化）を戻したい。特徴の revisit を 2024 年は遅す

ぎるため、受け入れることはできない。ICTU とアカウンティングのガイダンスについても

同様。 
パラ６に、差異化と拘束力が書かれているが、全ての国に shall apply であることを明確に
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すべき。適応などの緩和以外について、if a Party include…、 follow the guidance under 
APA4 等として、他議題のものを繰り返す必要はない。 
 
シンガポール 
ICTU のブレット２～４はもっとストリームラインできる。タイプ別の追加情報は不要。ア

カウンティングのチャネルについて structured summary を支持。 
 
ノルウェー 
キャパビルは ICTU とアカウンティングの両方に必要。柔軟性に関するパラグラフは不要。 
ICTU は良くなっている。計画プロセスに参加プロセスが含まれたことを歓迎。ただ、この

セクションはまだ長く、もっとストリームラインすべき。LULUCF 等についての要素を戻

すべき。改定時期は 2024 年では遅すぎる。 
アカウンティングについて、structured summary を含めたことに賛成。HWP と natural 
disturbance に加えて、age level を加えるべき。 
 
スイス 
特徴について、重要な内容（たとえば定量化）を含めたい。改定時期が遅すぎる。 
ICTU は改善しているが、アカウンティングについては作業がまだ必要。 
スコープと差異化について、全ての提案を等しく扱うべき。 
 
ブラジル（ABU） 
特徴について、パラ１が最大限である。特徴のレビューは協定のレビューであり、不要。 
ICTU について、パラ４は、他の部分を予断しない限りにおいて有用。パラ６について、差

異化は不要。Shall、 should、 may についての論争を繰り返したくはなく、each party 
provide as applicable to its NDC とするのがよい。As applicable は各国から自ら決めるも

のと理解。Reference indicators の更新条件は不要ではないか。スコープ＆カバレッジはも

っと簡素化できる。計画プロセスについて、実施に関するものは NDC に関するものに限る

べきであり、そのような文言にすべき。6 条の使用意図は計画プロセスのセクションに移す

べき。Sector-specific に関する文言は不要。Subsequent removals とは何か。baseline とい

う言葉の意味を確かめたい。緩和以外については、プレースホルダーで十分と以前に指摘し

た。 
アカウンティングについて、共通のメトリクスは APA5 ではなく、この議題で GTP も含め

て議論したい。“carbon units”に関する言及は問題がある。 
キャパビルについて、もっと議論したい。 
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米国 
有志国での作業が続いていることを指摘しておく。キャパビルの議論はここに載っている

ものから変わってきている。 
ICTU ガイダンスのレビューは 2023 年に開始し、2024 年までに完了すべき。 
アカウンティングについて、パラ 16 に差異化の選択肢が入っているのは協定 4 条 13 に反

する。Sector-specific reference level を全ての国が報告しなければならないように読める

が、必要な国だけが報告するものではないか。 
 
EU 
1 つの決定のようになっているが、３つの決定とすることを望む。ICTU について、2023 年

に改訂が必要。 
特徴に関する修正に懸念。 
ICTU について、Annex へのレファレンスが必要で、2020 年から適用。Scope and coverage
の 6 点目（whether NDC includes adaptation and/or support）はこの文書の別の部分で扱

われており、削除すべき。“shall … as applicable”の解釈について、ブラジルは各国が自ら

決めると発言したが、その解釈は正確ではなく、NDC に応じて決まるものである。 
アカウンティングについて、Structured summary はアカウンティングのツールであるこ

とを APA3 で定め、どの情報を提供するかは APA5 で定める。また、いままでヘディング

だったものが、要素になり、その下にぶら下がっているものがなくなったことを懸念。イン

ベントリーをアカウンティングに用いるという記載がないことに懸念。ダブルカウント回

避について、6 条に関するものと NDC 以外のものに分けるべき。どちらとも structured 
summary に触れるべきであり、NDC でカバーされる排出・吸収に対して相当調整を行う

べき。 
 
メキシコ 
特徴について、具体的な内容が入っていない点を懸念するが、時間がないため、仕方がない。

しかし、レビュー時期が遅い。 
スコープ＆カバレッジにある目標の一般的記述は重要。前提と方法論のアプローチについ

て、SLCP に関する文言も含めてほしい。６条の問題について、EU の見解を支持。 
 
日本 
Recall となっているパラグラフ（パラ 3 とパラ 4）は Op ではなく、Pp ではないか。 
差異化されたアプリケーションは不要。ストリームラインの方法が、バランスがとれていな

い。計画プロセスは内容が多く残っているが、前提と方法論のアプローチに関する情報（定

量情報など）がかなり減ってしまっている。スコープ＆カバレッジに、“activities”がなくな

ったが、戻すべき。改定時期はもっと早い方がいい。 
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アカウンティングについて、かなりストリームラインされてしまった。7 ページの c が

encouraged to となっているが、説明の記載を求める文言とすべき。 
キャパビルは検討中であり、決定に反映すべき。 
 
中国 
強い懸念がある。我々の見解が反映されていない。Pp について、Recalling Article 3 が反

映されていない。 
特徴について、Article 3 が反映されていない。自国決定も反映されていない。パラ２は削

除すべき。 
ICTU について、Recall Art. 4.8 が 2 ヶ所あるが不要。パラ５にある“adopt the guidance”
は受け入れることができない。ガイダンスに含まれるものは一部に限られることになって

しまうためである。Scope and coverage において、whether … includes [mitigation,] 
adaptation and/or support から mitigation が削除されており問題。このままであるならば、

この部屋で適応や支援を議論しないという柔軟性を諦めざるを得ない。Sustainable 
lifestyle や best practice を含めるべき。 
 
APA 議題 6（GST）非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）G77＋中国は、衡平性を operationalize すべきと考える GST の要素（アウトカム、

情報収集、技術評価（インプットの取扱い、アウトプット）、アウトプットの検討、情報源）

について、それぞれ新たな文言を提示する旨発言した。ただし、情報源についてはまだテキ

ストの準備が出来ていないとの由であった。 
 
（２）LMDC は、自分たちのレッドラインが反映されておらず、遺憾（disappointment）
と発言した。これに対し、EIG（ジョージア、スイス、韓国）は、iteration にある衡平性に

関連する文言についてバランスを欠くものだと強く反対した。 
 
（３）これら以外に以下の発言があった。 
・ウクライナがダブルカウンティングに関する文言の提出を示唆 
・インドネシアが NDC 及び適応の両登録簿（4 条 12、7 条 12）を GST の情報源とするこ

とを提案 
 
2018 年 12 月 6 日（木） 
APA 議題３（緩和）非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）前日（５日）に続いて、各国・交渉グループが 1st iteration に対する意見を述べた。 
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※https://unfccc.int/sites/default/files/resource/APA11_7_DT_i3.pdf?download 
 
（２）NDC のスコープと差異化について、LMDC はフルスコープ（特に 3 条への言及）と

差異化を繰り返し強調し、“big option”として、 “Decides that the guidance for features、 
information and accounting for NDC shall be in accordance with principles and 
provisions of the Paris Agreement, in particular, Article 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 and 13 and 
relevant paragraphs of decision 1/CP.21 including paragraphs 27, 31, 55, and 57”を提示

した。 
 他方、アフリカグループ（AGN）は、協定 4 条 4 に基づき、ICTU における「参照点の

定量情報」と「スコープ＆カバレッジ」を、先進国と途上国に分けるべきと主張した（※前

者について、先進国は総量目標の基準年、途上国は多様性。後者について、先進国は全セク

ター＋７ガス、途上国は徐々にエコノミーワイド） 
 これらに対して、日本と米国は差異化の operationalization に反対と発言した。また、日

本はスコープ問題について他議題（※APA4 のこと）での調整可能性に言及した。 
 
（３）ICTU のガイダンスの適用時期について、LMDC は 2 期目以降の NDC と主張した。

また、LMDC と AGN は同ガイダンスの改定は不要と発言した。 
 
（４）アカウンティングにおけるダブルカウント回避に関する記載について、サウジアラビ

アは削除を主張。LMDC は ICAO/IMO に関する項目は削除すべきと発言（※報告者注：現

在の iteration には ICAO/IMO という言葉は使われていないが、「NDC 達成以外」の部分

を指しているものと思料）。インドはこの点について、後でコメントすると発言。 
 マーシャル諸島は特定の組織名に触れないニュートラルな文言を検討したいと指摘。カ

ナダは、2 つのコンセプト（6 条とそれ以外）が混ざっており、分離すべきと指摘。 
 
（５）最後に、ファシリ―テーターより、締約国間での inf-inf のために、本日 15 時～17
時に Room 13 を用意したことと、明日の非公式コンサルテーションを 10:00-12:00 @Room 
22 で行うことのアナウンスがあった。なお、明日以降の進め方については、本日 17 時から

の stocktaking meeting において共同議長からのガイダンスがあるとのこと。 
 
【各国の発言】 
中国（LMDC） 
パラ５はガイダンスを採択ではなく、agrees information may include as appropriate inter 
alia とすべき。情報の要素だけをガイダンスとするのは不可。 
フルスコープについて、緩和だけが義務であり、それ以外は義務ではないという考えを受け

入れることはできない。 
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Lifestyle に関するブレットポイントを戻すべき。Best practice についても同様。 
5 頁に、4 条 6 だけが言及されているのはおかしい。 
ICTU ガイダンスの改定について、一部の elaboration に関してはオープンであるが、ガイ

ダンス自体の改定は不要。2025 年以前の改定は支持できない。 
アカウンティングについて、パラ 31a～d の構造が無くなっていることを懸念。 
6 条への言及について、簡潔なパラグラフとすべき。ブラジルが言うように、ICAO と IMO
に関する部分は削除すべき。 
差異化が明確に反映されていないことに失望。4 条 4 が決定のパラグラフから消えているこ

とも懸念。 
差異化と may as appropriate inter alia をより明確に反映すべき。他の要素を議論するこ

とを閉ざさないようにすべき。COP24 の最後の日までに成果を得るべく、議論に関わりた

い。これから述べる“big option”を次の iteration に含めてほしい。 
Decides that the guidance for features, information and accounting for NDC shall be in 
accordance with principles and provisions of the Paris Agreement, in particular, Article 
2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 and 13 and relevant paragraphs of decision 1/CP.21 including 
paragraphs 27, 31, 55, and 57. 
 
カナダ 
特徴について、内容（定量化、集計化等）が無くなったことを懸念。 
ICTUについて、unit of measurementを明確にすべき。計画プロセスはもっと改善できる。

e について、subsequent removal は削除すべき。 
アカウンティングはもっと作業が必要。4 条 13 と 4 条 14 への recall が必要。ヘディング

が無くなり、読みにくくなった。方法論の一貫性について、5 つの概念が反映されたが、ま

だ作業が続いている。m（ダブルカウント）について、2 つのコンセプト（6 条とそれ以外）

が混ざっており、分離すべき。Structured summary でトラックする。パラ 17 は 6 条議題

を予断しており、クロスレファレンスとすべき。 
 
フィジー 
キャパビルについて、Recall Article 4.5 が必要。公平性と野心について、vi に AOSIS の関

心を埋め込みたい。 
特徴について、パラ１だけでは、1/CP.21 のマンデートを満たすことはできない。ゆえに

Option B（定量化を含む）を残すべき。しかし残すことができない場合、パラ２を残す必要

がある。 
 
エチオピア 
キャパビルのセクションを作業中。（※作業中の文案を読み上げ）作業が終わり次第、2nd  



85 
 

iteration に反映できるように文案を送付する。 
 
インドネシア 
スコープに緩和が含まれるべき。計画プロセスについて、best practice は不要。前提と方法

論の approach について、e の including 以下（natural disturbance と HWP）は不要。h
は全削除。パラ７も削除。 
アカウンティングについて、g を JRN の 17 頁におけるパラ 3 に戻すべき。j は ICTU でカ

バーされており削除。k について、in accordance with NDC とすべき。 
 
AGN 
3 条と 4 条の recall を前文に入れるべき。 
特徴の revisit は不要。 
ICTU のパラ 5 について、１つのガイダンスとする可能性を残すべき。定量情報について、

先進国と途上国の差異化についてのオプションを提案したはず。既に存在している差異化

を十分に反映していないため。スコープとカバレッジについても同様。計画プロセスについ

て、COP の 9～12 ヶ月前の提出を提案。NDC 作成のプロセスをマイクロマネージすべき

ではない。前提と方法論のアプローチについて、IPCC に対して、NDC が公平で野心的か

どうかを判定する方法論のアプローチを作成するように提案したい。タイプ別の追加情報

は不要。途上国の能力とキャパビルについて、インセンティブメカニズムを提案した。ICTU
ガイダンスの改定は不要だが、アカウンティングの改定は必要。 
アカウンティングにおける方法論の一貫性について、文言を提案した。差異化を反映すべき。

途上国は may move toward best methodologies を含めるべき。土地について、既存の方法

論のアプローチの利用を含めるべき。LULUCF と REDD+も。 
 
サウジアラビア 
AGN も指摘したように、差異化が operationalize されていない。 
特徴について、revisit は不要。 
ICTU について、パラ５（Adopts guidance）に反対。全てをパッケージとして採択すべき。

この議題における決定の数を予断しないようにすべき。スコープとカバレッジについて、3
つ目と 5 つ目はアカウンティングで扱うもの。計画プロセスのマイクロマネジメントに反

対。前提と方法論のアプローチに as applicable を付けるべき。タイプ別の追加情報は不要。

途上国の能力について、LDC 提案に賛成。さらに作業したい。2020 年からの適用は受け入

れることができない。Second and subsequent とすべき。全ての NDC ガイダンスの改定が

不要。 
アカウンティングにおける m（ダブルカウント回避）を削除すべき。 
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マーシャル諸島（AOSIS） 
4 条に柔軟性は存在しない。キャパビルについての前進は重要。LDC が読み上げたテキス

トを含めるべき。4 条 5 へのレファレンスは critical。4 条 4 への言及も helpful。 
特徴について、オプション B を戻すべき。決定時期は 2023 年。 
ICTU について、緩和を含めなくてよいという概念を受け入れることはできない。事務局の

リーガルチームの検討必要。公平性と野心について、地理と気候の特徴は重要。 
アカウンティングについて、structured summary や balance sheet は重要だが、APA3 と

APA5 の関係整理が必要。共通のメトリクスと方法論の一貫性の詳細が落ちてしまったこと

を懸念。土地のガイダンスについて、いくつかの国の懸念にこたえて、残すべき。協定と他

のレジームの間のダブルカウント回避について、他の組織に言及しないようにニュートラ

ルな文言を検討すべき。 
 
インド 
差異化が十分には operationalize されていない。政治的なイシューは後の段階で扱うべき

ものだが、バランスをこの段階で崩さないようにすべき。 
3 条を、前文と特徴に反映すべき。パラ２について、コンセンサスはない。削除するか、ブ

ラケットをつけるべき。 
ICTUについて、4条 8の recallが重複している。言及の仕方のバランスが悪い。May include 
as appropriate inter alia は途上国へのオプションである。差異化について、スイスの提案

が反映されるのであれば、インドの提案も反映されるべき。4 条 4 への言及以外は、差異化

が operationalize されていない。スコープとカバレッジの 3 つ目と 5 つ目はアカウンティ

ングで扱うべきもの。6 つ目から[mitigation]を削除したことを懸念。h（タイプ別の追加情

報）は削除。適用時期は second and subsequent であるべき。ICTU ガイダンスのレビュー

は不要。“Adopts a guidance”は冒頭に移すべき。 
アカウンティングについて、m（ダブルカウント防止）については、後でコメントする。パ

ラ１７、２０、２１、２２、２３はブラケットとすべき。 
中国の big option 提案を含めるべき。 
 
オーストラリア 
ガイダンスのレビューは、ICTU は 2023 年に、アカウンティングは 2024 年に完了すべき。 
ICTU について、計画プロセスの国内緩和措置について表現の調整が必要。NDC 提出時点

では実施前のものが含まれるため。 
アカウンティングについて、既存のアプローチは以前の文言の方が明確だった。

Consistency の 2 つの意味を区別すべき。インベントリの使用について、GHG データをア

カウンティングに用いる場合とすべき。Overestimate or underestimate projected 
emissions and removals としてはどうか（※ベースラインの意味を巡る混乱を避けるため）。 
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決定のフォーマットについて、見解が異なっていることを理解。全ての関係を反映すべき。

3 つの決定というオプションを残すべき。 
 
イラン 
NDC 文書はパリ協定と UNFCCC の文脈の下に作られた。前文に 3 条への recall が必要。

パラ１にフルスコープを反映すべき。 
ICTUの計画プロセスについて、indigenous peopleの箇所に in appropriateを付けるべき。

パラ 11 について、2 期目以降の NDC から適用。 
 
韓国 
定量情報について、改善が必要。前提と方法論のアプローチについて、4 つ目の要素の a は

詳しすぎる。5 つ目の要素は、intended use ではなく、intention to use。追加情報は別の

部分に反映されない限り、維持すべき。 
 
メキシコ 
スコープとカバレッジについて、IPCC ガイダンスでカバーされない climate forcers を含

めるべき。アカウンティングの a に、GWP が存在しないものについて、別個の指標でトラ

ックすることを含めてほしい。文案を送付する。 
 
コロンビア（AILAC） 
差異化について二分論ではないものを提案したが、含めてほしい。 
タイプ別の追加情報について、indicative trajectory を残したい。 
適応はスコープ外。いまはブラケットになっているが、閣僚に上がる場合には、no text の
オプションを見えるようにすべき。 
 
ノルウェー 
アカウンティングの構造が分かりにくくなった。パラ 31(a)-(d)をヘディングとして用いる

べき。ただし、m は avoidance of double counting というヘディング。さらに、m はカナ

ダが言うように 2 つに分割する。 
 
EU 
特徴のテキストに失望。 
ICTU について、「目標の記述」は重要だが、extent of mitigation contribution も含めるべ

き。また、目標の記述を独立のヘディングとすべき。 
アカウンティングについて、ヘディングを戻すべき。a は、パラ 31 のマンデートを満たし

ていない。GWP100 を採択すべき。d（土地）について、HWP（単一のアプローチの利用。



88 
 

生産アプローチを希望）と natural disturbance（IPCC の定義と方法論との一貫性）は不

可欠。 
キャパビルについて、LDC の提案は良い出発点。資金メカニズムへの言及について、事務

局に手続き的側面のクラリフィケーションをしてほしい。 
 
米国 
2 週目のイシューと呼んでいるものについて、差異化の operationalize に反対。既に NDC
で operationalize されている。ここで解決すべきテクニカルなものに集中すべき。 
 
ロシア 
具体的項目について、実施する際に困難がある。例えば、アカウンティングの d と k に IPCC
へのレファレンスがあるが、IPCC はガイダンスをアセスしない。IPCC は作成する。（※言

葉遣いの不正確さを指摘したいものと思われる。） 
 
エジプト 
LMDC、AGN、アラブグループを支持。NDC はパリ協定の全ての要素を含めなければなら

ず、前文に 3 条への recall を含めるべき。特徴のパラ 1 も同様。特徴の revisit は不要であ

り、パラ２は削除。 
ICTU について、差異化が明確に反映されておらず、operationalize されていない。定量情

報について、差異化を含めるべき（先進国は総量削減目標の目標年を shall、途上国は多様

性かつ may）。タイムフレームについて、ii（単年、複数年）を削除。スコープとカバレッ

ジについても、差異化の operationalization 必要（先進国は全セクターと 7 ガス、途上国は

encouraged to move toward …）。計画プロセスについて、マイクロマネージを避けるべき、

AGN の提案を支持（encourage to communicate 9-12 months prior to CMA）。前提と方法

論のアプローチは詳細になりすぎており、差異化必要。公平と野心は AGN を支持。タイプ

別の追加情報は削除。パラ 7 は削除。途上国の能力について、LDC の提案を歓迎。ガイダ

ンスの改定を支持しない。適用時期は second and subsequent。適応と支援の情報を維持。 
アカウンティングについて、簡潔なガイダンスで十分。もっとストリームラインすべき。差

異化の operationalize が必要。緩和以外の要素を維持。方法論の一貫性について、先進国は

comparable approach を shall、途上国は独自アプローチを may。途上国は IPCC ガイドラ

インの tier を自ら選択。 
6 条について、シンプルな文言で十分。SBSTA 議題で検討中。相当調整の詳細は 6 条議題

で検討すべき。Structured summary はよく理解できない。6 条の議論を先に完了すべき。

ICAO と IMO に関する文言を削除。 
 
マレーシア 
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アカウンティングの h をもっと明確にすべき。m はまだ理解の途中。 
 
日本 
アカウンティングについて、（構造の）修正が必要。土地について、この言葉遣いについて

ディベートしたくはないが、ICTU における文言はよい。ICTU について、重要な情報が落

ちてしまった。 
キャパビルについて、まだ議論している。Pp と Op の両方について。 
この議題のマンデートは、ICTU とアカウンティングであり、差異化の operationalization
ではない。スコープについて、他の部屋でいくつかの国の懸念に対応したい。 
 
ファシリテーター 
締約国間での検討を今日中に行ってほしい。Room 13 を 15 時～17 時に用意。 
明日の非公式コンサルテーションは、10:00-12:00 @Room 22。 
 
SBI 議題５（共通のタイムフレーム） 非公式コンサルテーション 
【概要】 
（１）前日（５日）に 1st iteration が提示されたものの、今次セッションで内容面に合意で

きない可能性が高いことを念頭に、各国・交渉グループは手続き的決定（procedural decision）
とする案についてコメントした。 
 手続き的決定の主な論点は、①共通のタイムフレームの適用時期、②結論を得る時期、③

これまでの成果の反映方法の３点。①と②については、中国（LMDC）が、①2031 年以降

に実施する NDC から適用、②結論を得るのは 2023 年（ただし、2021 年と 2022 年にもオ

ープン）という文案（※）を提示した。 
 ③については、今まで整理してきた３つのオプション（5 年、10 年、5 年 and/or 10 年）

を何らかの方法で反映することについてはおおよその合意があるものの、反映方法につい

ては、決定本文またはその Annex に含めるべきという意見（※AGN）と Conference Room 
Paper（CRP）など別文書にした上で決定の脚注で同文書にレファーするという意見（※

LMDC）があった。 
 
※LMDC 提案 
2. Decide Parties shall apply CTF to their NDCs to be implement form 2031 onwards 
3. Requests SBI to continue consideration of CTF with a view to making a 
recommendation for consideration by CMA at its sixth session 
 
（２）この議論を踏まえて、締約国間で協議する場（inf-inf）を設けつつ、ファシリテータ

ーが手続き的決定の案を明日（12/7 金）、提示することになった。この案を踏まえて、12/8



90 
 

（土）に最後の非公式コンサルテーションを行う。 
 
【各国の発言】 
ファシリテーター 
前日（５日）に 1st iteration を示したが、合意を得ることができない場合、手続き面の決定

とすることも念頭にある。 
テキスト案について、パラ５の waypoint にブラケットを付けたのは、リーガルチームが適

切な用語を探すべきとコメントしたため。 
パラ７（手続き的決定）については、オプション次第で内容が変わりうる。内容の合意を得

ることができない場合、パラ１（これまでの進捗の歓迎）の直後にこれが続くことになる。 
 
南アフリカ 
提案が十分に反映されていない。パラ 6 のオプション 2(b)について、progression の反映方

法が正確ではない。 
内容面の合意を今回得るべき。パラ７について、2041 年という記載にショックを受けた。

受け入れることはできない。 
 
サウジアラビア（アラブグループ） 
前回のセッションでブレットポイントのままとすることを提案したが、反映されていない。

手続き的決定のオプションが反映されていないことに失望。 
 
中国（LMDC） 
アラブグループを支持。昨晩の inf-inf に出席できなかった。その議論が 2nd iteration に反

映されないようにすべき。パラ５とパラ６は LMDC の提案ではない。これらを LMDC の

提案に混ぜ込むべきではない。パラ５によれば、2020 年に 2025 年の way point を示すこ

とになるが、これを支持できない。Waypoint にブラケットを付けたことが、さらに意味が

不明確になった。他国の意見を踏まえ、オプション２のパラ３に、unless CMA decides 
otherwise at future session を付けてはどうか。Implemented from 2041 onwards は

communicated from 2031 onwards と同じ。 
手続き的決定に、決定案を含む Addendum を付けることは許容できない。 
 
マーシャル諸島 
手続き決定（来年以降に継続検討）とオプションのキャプチャーは検討しうる。オプション

を決定形式ではない形で、クリアに含めるべき。5 年と 10 年のどちらに今回合意するのは

困難。LMDC の提案は先延ばしであり、受け入れることはできない。 
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シンガポール 
オプションを含む手続き的成果を検討しうる。オプション 2(a)は 14 条 3 の文言と整合しな

いところあり。オプション 2(b)は既に関連する条文等でカバーされており、不要。 
 
日本 
今回前進し、具体的な決定を採択しうる。現実的な観点からは、マーシャル諸島がいうよう

に、タイムフレームをロックインしないように、手続き的決定を検討しうる。３つのオプシ

ョン（5 年、10 年、5 年 or 10 年）及び NDC from 2031 onwards を反映可能。決定形式の

文言ではない形で、これまでの成果を反映できる。 
 
ロシア 
オプション１もオプション２も支持しない。Addendum のない手続き的決定がよい。 
 
サウジアラビア 
ロシアが言うように Addendum のない手続き的決定を支持。 
 
南アフリカ 
手続き的決定の場合、3 つのオプションを落とさないようにすべき。4 つ目のオプション（自

国決定）は含めるべきではない。 
 
ニュージーランド 
手続き的決定では、3 つのオプションを維持すべき。4 つ目のオプション（自国決定）は含

めるべきではない。パラ６のオプションはマンデート内なのか疑問あり。 
 
インド 
LMDC のオプションを明確に含めるべき。手続きて決定の提案を歓迎。パラ６は、この議

題のマンデートに沿ったものとすべき（※不要という意味）。パラ 4(b)は、パラ 24 と同様

に communicate or update とすべき。パラ 5 は削除すべき。 
 
バングラデシュ（LDC） 
提案を in totality に反映すべき。これまでの進捗をキャプチャーすべきであり、ロシアの

提案には強く反対。パラ 7 は、もっと明確にすべき。5 年、10 年、5 年＋10 年を議論して

きており、convergence がある（※5 年 or 10 年ではなく、5 年＋10 年を強調）。 
 
ジンバブエ（AGN） 
見解の相違を踏まえれば、手続き的決定はありうる。ただし、これまでの進捗を、annex ま
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たは決定のパラグラフとして反映すべき。 
 
インドネシア 
Annex を望む。GST はこの議題で扱うものではない。 
 
中国（LMDC） 
手続き的決定として下記を提案する。 
1. Welcomes progress … 
2. Decide Parties shall apply CTF to their NDCs to be implement form 2031 onwards 
3. Requests SBI to continue consideration of CTF with a view to making a 
recommendation for consideration by CMA at its sixth session (2023)。ただし、2021 年

と 2022 年にもオープン。 
進捗をキャプチャーする annex については、他の文書（CRP など）へのリンクを脚注に入

れることを望む。 
 
チリ 
パラ６について、Consistent with progress in light of most recent information とすべき。 
 
マーシャル諸島 
手続き的決定に向かっているものと理解。ただし、キャプチャーの方法に懸念が出ている。 
中国の提案について、2023 年は at the latest である。 
手続き的決定について、締約国間で議論する inf-inf 必要。 
オプションをキャプチャーする方法も、結果を予断しない方法を検討する必要。 
 
ブラジル 
LMDC 提案を歓迎。特に shall apply “after 2031”を歓迎。オプション反映の方法について

は議論することにオープン。手続き的決定と手続き的決定は異なり、前者の方がよい。PAWP
の一部であるため。 
 
ロシア 
ブラケットに入っていないことが Annex に反対した理由。モメンタムの維持は賛成。 
 
サウジアラビア 
ロシアにエコー。Annex は反対だが、脚注で CRP にレファーすることは可。 
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ファシリテーター 
手続き的成果を準備する。進捗のキャプチャー方法については見解の相違があったが、CRP
へのリンクというブリッジ案があった。Inf-inf の場所を用意する。次の iteration を明日ま

でに示し、土曜日に最後のセッションを行う。 
 
APA 議題 6（GST）非公式コンサルテーション 
（１）冒頭、ファシリテーターより、1st iteration のパラ 6・7（ガバナンス）及びパラ 56
（情報源）について、inf-inf の結果の報告が求められたが、進展がなく誰も発言がなかった

ところ、今次会合の場でこれらのパラに対するコメントを聴取し、次回の iteration に反映

することとなった。 
 
（２）時間に猶予があったことから、3 つのパラに加えて、異なるオプションが残っていた

パラ 19（ポスト GST イベント）、パラ 29-34（統合報告書）についても各国の見解を聴取

した。 
 
2018 年 12 月 7 日（金） 
APA 議題３（緩和）非公式コンサルテーション 
 土曜（８日）の APA 閉会に向けて、今朝リリースされたテキストにどのようにフィード

バックするか、次の iteration を作成するのかどうか、作成する場合にどのように作成する

のか、明日の非公式コンサルテーションの前にリリースされるのかといった点を巡って、サ

ウジアラビア・LMDC とファシリテーターの間でのやり取りが続いた結果、本日 15 時～

17 時に予定されていた inf-inf を非公式コンサルテーションに変更し、今朝のテキストに対

するフィードバックを行うことになった。また、ファシリテーターによれば、次の iteration
を作成するかどうかは APA 共同議長次第であるとのことであった。 
 以上のやり取りで、大半の時間を使いきり、LMDC（中国）とインドが今朝のテキストに

意見を述べたところで、時間切れとなった。 
 次回は、本日 15 時～17 時＠Room 1。また、19 時～22 時に inf-inf 用に Room 22 を確

保してあるとのこと。 
 
APA 議題３（緩和）非公式コンサルテーション 
【概要】 
 同日 11:00-12:30 に開催された非公式コンサルテーションに引き続き、各国・交渉グルー

プが共同議長テキストへの意見を述べた。提示された意見はファシリテーターから共同議

長に伝えられ、バランスよく反映されるとの説明があった。また、締約国間での議論を進め

るため、19:00～22:00 に inf-inf の場所を確保したとの連絡があった。 
（※なお、inf-inf 会合では、いくつかのグループ（4 条 4、NDC 達成目的以外の移転、キ
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ャパビル等）に分かれて、テキスト案を作成し、ファシリテーターに送付した。） 
 
【各国の発言】 
AOSIS 
前文に 4 条 5 を。 
特徴について、オプション B が戻っていないことに遺憾。2020 年に再検討とすべき。 
ICTU について、1/CP.21 のパラ 27 はランディングゾーンではない。パラ 7 を全ての国に

なるように明確に。h（適応）について、これは義務ではない。適用時期について、notion 
of 2nd and subsequent を支持。改定時期について、2024 年は遅すぎる。 
アカウンティングについて、パラ 18 は全ての国になるように。f（適応）の i を ICTU の該

当箇所と整合的に。改定時期について、2024 年は遅すぎる。 
 
日本 
Pp1 の 3 条への言及は不要。キャパビルに関するパラについて、4 条 5 へのレファーは可。

Pp5 の文言は要検討だが、アイデアは支持。 
特徴について、パラ３のタイミングについては flexible。 
ICTU について、パラ４の 4 条 4 へのリファーがあるが、差異化の operationalization はマ

ンデート外。パラ 7 について、all parties に as applicable に shall apply。タイプ別の情報

を削除することにコンセンサスがないにも関わらず、また、適応・支援の項目が残っている

にも関わらず、削除されたことを懸念。Activity を戻すべきではあるが、e に含まれている

ので問題はない。IPCC Guidelines はミススペル。キャパビルのパラのアイデアは支持する

が、パラ 11 は 4 条 5 に完全には沿っていない。適用時期について、2020 年までに適用。

COP21 で、ICTU ガイダンスの適用時期を遅らせるというコンセンサスはなかった。 
アカウンティングについて、e.ii（NDC 達成目的以外への移転）は consistent with Art.6 
guidance であるべき。パラ 25 は、6 条 2 と 6 条 4 の general term を用いるべき。適用時

期について、1/CP.21 のパラ 32 の合意があり、6 条に関しては、パラ 25 の通りとすべき。 
 
韓国 
参照点の定量情報に新しいものが加わったことは大きな前進。特に 3 つ目。タイプ別の情

報を戻すべき。 
パラ 26（structured summary）について、透明性の議論が終わっていない。透明性の最終

的な結果を待つべき。 
 
サウジアラビア 
コンセンサスがないにも関わらずに加えられたものがあるはなぜか。全体がブラケットに

入っているのに、その一部にさらにブラケットが付いているのはなぜか。 
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ブラジル 
キャパビルについて、今の文言が landing zone。 
特徴について、パラ３（検討時期）は不要。 
ICTU について、パラ４（4 条４）はよい。パラ７に、“to”の選択肢を加えたい。定量情報

は良くなった。a.iv（データソース）は explanation よりも information がよい。a.iii（the 
extent of contribution）と a.v（reference indicators の update）は重要。c.iii（NDC に含

めないカテゴリー等の説明）は if applicable が必要。d.i の implementation plan は踏み込

みすぎだが、if available が入ったのはよい。e.v.a（how the reference indicators、 baselines、 
…）は細かすぎる。e.vi（６条の使用意図）は 6 条のガイダンスと consist でなければなら

ない。f（公平性と野心）と g（条約２条との整合性）はよい。h（適応）以下は placeholder
を望む。適用時期について、second and subsequent NDC とすべき。 
アカウンティングについて、共通のメトリクスの文言を作業したい。GTP を盛り込みたい。

a.iv～vi（natural disturbance、 HWP、 age class）は useful。b、 c、 d は OK。e（ダ

ブルカウント回避）について、ブラケットを付けるべき。e.ii（NDC 目的の達成外）はパリ

協定に存在していないものであり、ダブルブラケットであるべき。パラ19について、account 
for “use”とすべき。パラ 25 にブラケット。パラ 26 の including through a structured 
summary は透明性で扱っており、ブラケットを付けるべき。 
 
エジプト 
4 条 4 が重要だが、適切に反映されていない。パラ２（特徴）に、3 条を加えるべき。定量

情報について、政策措置の NDC を扱えていない。a.iii-iv に as applicable を付ける。a.iii、 
iv、 v をアカウンティングに移す。政策措置の NDC の場合、reference point は不要。c.i
の headline number は政策措置 NDC には当てはまらないので不要。d.i に 4 条 4 を入れる

べき。d.i.b は削除。d.i.d は national prerogative。d には関連する CMA の 9～12 ヶ月前

を入れるべき。e の多くも政策措置の NDC には当てはまらない。f はシンプルにすべき。

適用時期は second and subsequent（2031 以降に実施）を支持。ガイダンスの改定は不要。 
アカウンティングについて、政策措置に当てはまらないものが多い。一貫性について、先進

国と途上国で差異化すべき。b.iii の過大・過少評価は判定困難。c（カテゴリー）は先進国

と途上国で差異化すべき。e（ダブルカウント回避）について、structured summary を理

解できない。パラ 26 は透明性で扱うべき。 
 
イラン 
前文の 3 条レファーについて、フルスコープが明確に分かるようにすべき。 
 
ニュージーランド 
ガイダンスは全ての国の NDC に as applicable に適用される。差異化は NDC の自国決定
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によって反映される。ここでは緩和を扱う。NDC に緩和を入れることは可能だが、別の場

で作られているガイダンスにしたがう。ICTU の適用時期は by 2020。 
c.ii は guidelines ではなく、guidance。計画プロセスは作業が必要。前文への言及だけでは

不十分。 
アカウンティングについて、a.iii に 4 条 14 をアンカーすべき。ダブルカウント回避につい

て、e.ii はこれでは原則であり、良いガイダンスになっていない。6 条に consistent な相当

調整を入れるべき。パラ 25 で、６条をばらすべきではない。パラ 26 の structured summary
を残すべき。 
 
オーストラリア 
3 条の部分にブラケットを付ける。3 つの別個の決定となるオプションを残すべき。 
a.iv のデータソースの「説明」について、ブラジルの懸念を理解。「説明」と言う言葉を削

除してはどうか。b.ii の Multi-year target について、LMDC が言うような複数のタイムフ

レームを指すものではない。意味を明確化したい。d.i.c（長期戦略）に、LMDC の発言を考

慮し、as applicable としてはどうか。d.i（GST）について、協定の言葉に合わせるべきと

いう LMDC の意見を理解。GST のエキスパートと相談する。e.ii について、既存の方法論

を使わなければならないと読めてしまう懸念については、if applicable を付けることで対応

できる。e.v.b（非 GHG 目標への異なる方法論）は、内容の確認が必要。NDC タイプ別の

情報を削除したのはなぜか。 
アカウンティングの a.ii は書き方を工夫すべき。このままでは、どの国も IPCC のガイダン

スの使用が認められないことになってしまう。e.ii はニュージーランドを支持。 
 
ペルー 
3 条への言及はマンデート外。パラ 7 は all parties shall provide as applicable とすべき。

タイプ別の情報を戻すべき。 
 
AGN 
3 条と 4 条へのレファーによって、スコープの問題を narrow down できる。 
特徴の検討は今回で完了すべき。 
ICTU について、substantive elements の差異化を operationalize する提案を行った。オー

ストラリアの as applicable の提案は重要。計画プロセスについて、マイクロマネージすべ

きではない。CMA の 9～１２ヶ月前に提出の計画としてはどうか。 
アカウンティングにおける排出ベースのダブルカウント回避について、6 条を予断すべきで

はない。適用時期は 2nd NDC 以降。 
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EU 
フォーマットを予断しないように。キャパビルのコンセプトには同意するが、協定の文言に

沿う形でテキストの作業をしたい。改定時期について、ICTU は 2023 年だが、アカウンテ

ィングはもう少し時間に余裕がある。 
ICTU について、タイプ別の削除を懸念。定量情報は良くなった。長期戦略の部分に if 
applicable を付けてはどうか。ICTU を Annex として提示する案が落ちたことを懸念。妥

協として、形式を prescribe するのではなく、annex であれ、NDC のセクションであれ、

情報がどこにあるのかを明確に特定することにしてはどうか。GST について、これは手続

き的なものではなく、fair and ambition のセクションに移すべき。パラ 7 にあるように、

as applicable to NDC。 
アカウンティングについて、共通のメトリクスについて、GWP100 を明記すべき。c.i につ

いて、IPCC のカテゴリーを使わない場合は IPCC カテゴリーとの関係についての説明を求

めるべき。土地については検討中だが、数字の報告も含めるべき（and provide estimates 
for emissions and removals of HWP）。ダブルカウント回避について、e.ii.はこのままでは

ダブルクレームをカバーできないことから、6 条ガイダンスに整合的な相当調整を含めるべ

き。6 条 2 と 6 条 4 を分けるのではなく、6 条全体に言及すべき。 
 
南アフリカ 
特徴の更なる作業を削除すべきだが、パラ３を残す場合には、2022 年に完了とすべき。 
パラ 7 について、Annex ではなく、本文とすべき。計画プロセスについて、不要な負荷を

生み出している。d.i.a（domestic institutional arrangements）について、such as 以下を

削除。d.iii の best practice を削除。f（公平性と野心）について、IPCC に NDC の野心と

公平性のレポートを作成するように求める。f.iii～vi を削除。 
アカウンティングについて、b.iv.について、successive NDCs とする。b.v の update を削

除 
 
ノルウェー 
構造を予断しないようにすべき。3 条へのレファーにブラケット。仮に 3 条を残すのであれ

ば、4 条のガイダンスは緩和だけに適用を入れるべき。4 条 4 は 4 条 2 と 4 条 3 の文脈であ

り、ICTU ガイダンスが NDC を決めるわけではない。Shall as applicable であるべき。 
ICTU について、単年・複数年を維持。スコープ＆カバレッジについて、以前のバージョン

の 4 つ目と 5 つ目を戻すべき。d.i.b について、前文の一部だけを抜き出すべきではない。

GST を残すべき。前提と方法論のアプローチについて、e.ii（既存のアプローチ）がアカウ

ンティングにおける表現と異なっており、整合が必要。NDC タイプ別の情報を削除したの

はなぜか。 
適用時期について、明確にオプションを残すべき。 
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アカウンティングについて、a.ii の明確化が必要。b（方法論の一貫性）はまだ作業継続中。

d について、「インベントリーに含めているのに NDC に含めていない」を追記。e（ダブル

カウント回避）について、EU に同意。パラ 26 を支持。 
 
スイス 
NDC タイプ別が消えたのはなぜか。3 条と 4 条への言及を受け入れることはできない。パ

ラ 12 に within their exiting mandate を追加。 
 
米国 
2 週目のイシューばかりが言及されている。3 条の言及に反対。4 条 4 の operationalization
は二分論であり反対。これらにブラケット。As applicable は一部ではなく、全てにかかる。 
計画プロセスについて、前文へのレファレンスに懸念。その内容に懸念があるのではなく、

前文は operationalize するものではない点に懸念がある。キャパビルの重要性を理解する

が、パラ 11 とパラ 12 の文言に懸念あり（GEF と GCF へのマンデートなど）、議論した

い。 
ガイダンスの改定時期について、 
ダブルカウント回避について、e.i について、6 条に沿うように微修正必要。e.ii はもう少し

明確化が必要か（自主的市場のことに言及）。 
 
カナダ 
3 条への言及に反対。キャパビルについて、コンセプトに同意するが、テキストの調整は必

要。 
特徴について、2020 年代の早い時期のレビューが必要。 
NDC タイプ別の情報を戻すべき。ICTU の a.v.（update）について、NDC 自体を変えてし

まわないようにするための文言調整が必要。c.iv（whether…）を削除。d.i のシャポーを as 
applicable としたうえで、サブ項目を as appropriate としてはどうか。前提と方法論のア

プローチについて、ブラジルに反対。 
アカウンティングの cとdはマージできる。e.iについて、“ensure” environmental integrity。
e.ii は不可欠なコンセプト。 
 
中国 
パラ 26 の structured summary に懸念。事後情報は APA5 で扱う。パラ 31a と b の多く

も APA5 と重複。APA5 の文言と整合させるべき。パラ 31c と d について、ICTU で扱い、

アカウンティングで繰り返す必要はない。 
ICTU のスコープ＆カバレッジにおける「目標の一般的記述」は 10 月のノートで別の場所

に書かれていたものを移したものである。さらに、その下にタイプ別が並んでいるが、これ
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を残すのであれば、適応、資金、技術、キャパビルの様々なタイプの目標を並べるべき。そ

うでないならば、すべて削除。計画プロセスに、４条４のリーダーシップを含めるべき。 
閣僚レベルに上げる前に、もっと議論したい。そのため、１～２日程度、議長に上げるのを

遅らせることはできないか。 
 
ファシリテーター 
提示された意見について、共同議長に伝える。同時に、締約国間での議論も続けてほしい。

19 時～22 時に Room 22 を用意した。 
 
サウジアラビア 
Inf-inf で議論したものをコンセンサスがないままに加えるのか。 
 
2018 年 12 月 8 日（土） 
SBI 議題５（共通のタイムフレーム） 非公式コンサルテーション 
【概要】 
 今回合意を得ることが難しいことを踏まえ、手続き的決定（共通のタイムフレームを 2031
年以降の NDC から適用することのみを決めて、検討継続）の文案が前日（７日）にファシ

リテーターから示されたが、合意を得る時期を明記するかどうか（※南アと AOSIS 等が含

めるように主張。LMDC は明示しない案を主張。日本は at the latest in 2022 を提示）及

びこれまでの提案をキャプチャーする方法（※ロシアが不満を表明）についてコンセンサス

を得られなかった。ファシリテーターが全てをブラケットにいれて SBI 議長に提出すると

表明したところ、サウジアラビアより、もう少し時間が欲しいとのリクエストがあり、追加

スロットが設定可能かどうかを SBI 議長に照会することになった。 
 午後に会合を再開し、①共通のタイムフレームを 2031 年以降の NDC から適用すること

を決定（decides … shall …）、②合意を得る時期を明記せずに検討継続という案が示され、

これに対して、日本から、「①で言及されている共通のタイムフレームは、②で合意を得た

ものであること」及び「②の合意は NDC 提出に間に合うようにできる限り早期に得ること」

を明確にすべきと提案し、ブラジルと AILAC の支持を得た。これを踏まえて、ファシリテ

ーターが追加する文言を提案したが、サウジアラビアと中国（LMDC）がこれに強く反対し

た。日本は「2031 年からの適用には反対していない。Language については flexible」との

立場を示した上で提案の趣旨を説明し、サウジアラビアと LMDC に反対の理由の説明を求

めたが、過去の文言の踏襲との回答しか出てこなかった。 
 その後、米国やブラジル等が日本の懸念に理解しつつ、文言を追加しないでよいといった

発言があり、ファシリテーターが「時間切れとなった。合意を得たと理解する。この決定案

を SBI 議長に送付する。反対はないか」と述べ、発言はなく、拍手をもって本議題の検討

を終了した。 
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※「これまでの提案をキャプチャーする方法」についてはロシアの提案をリンク先の文書に

含めることで決着 
 
2018 年 12 月 10 日（月） 
非公式会合に出席し、地球環境対策室に対して報告を行った。 
 
2018 年 12 月 11 日（火） 
非公式会合に出席し、地球環境対策室に対して報告を行った。 
 
2018 年 12 月 12 日（水） 
非公式会合に出席し、地球環境対策室に対して報告を行った。 
 
2018 年 12 月 13 日（木） 
ストックテイキングプレナリー 
【概要】 
 議論をファシリテートした閣僚からの報告後、COP 議長が今後の進め方として、以下を

提示して、終了した。 
・これから全ての国に受け入れられる文言の提案を作る。その際に、（議論をファシリテー

トした）閣僚グループと APA・SBI・SBSTA 議長のアドバイスを得る。 
・テキストの公表後、必要に応じて、閣僚ファシリテーターに specific outstanding issues
についてのコンサルテーションの継続を依頼する。また、その場合、必要に応じて、自分が

フローアップを行う。 
・今日の午後の早い段階に、テキスト案を示したい。テキスト案の公表後、速やかに、ウィ

ーンセッティングの閣僚会合にテキストを introduce する。そのタイミングについては、事

務局から in due course に案内する。今夜、意味のある結果を得たい。 
 
【発言の詳細】 
COP 議長 
火曜日（１１日）にテクニカルなモードは exhausted となり、閣僚のペアに議論のリード

を依頼した。本日正午までの作業を依頼し、閣僚は proposition を用意した。報告を依頼す

る。 
 
資金（ドイツ、エジプト） 
集中的な議論を昨晩から行った。Full package of all issues を提出した。適応基金、2025
年以降の目標、GEF の決定（ブラケット残る）、GCF の決定、長期資金・SCF について、

クリーンテキストを用意した。適応、透明性、マーケットとの関連もある。長期資金とニー



101 
 

ズアセスメントとロス＆ダメージジについては高いレベルでの議論が必要。 
 
透明性（南アフリカ、スペイン） 
全てのグループと昨晩会った。その後、ドラフティングを開始した。今日もグループとのコ

ンサルテーションを行った。その後、ファシリテーターと事務局と会った。収れんが見られ

る分野もある。違いが残る部分については、中間点・妥協点を見出そうとしている。ドラフ

ティングはおそらく終了しているだろう。 
 
緩和（シンガポール、ノルウェー） 
拘束性、適用時期、レビュー時期について議論した。フルスコープは解決していない。緩和

について作業を進めるためのテキストを用意した。 
 
適応（ガンビア、フィンランド） 
ニーズ評価の方法論、認識の方法、コベネフィットについて議論した。クリーンテキストに

近いものを用意した。 
 
GST（マーシャル諸島、ルクセンブルグ） 
4 つのオープンイシューのうちの２つにフォーカスする。スコープについて、ロス＆ダメー

ジについてランディングゾーンを示す。衡平について、見解の相違が広がっている。次のス

テップについて suggestion を議長に行った。 
 
IPCC・タラノア（スウェーデン、コスタリカ） 
ドラフティングを始めたところであり、このプレナリーの後、できる限り早く、終わらせる

ようにする。 
COP 議長 
ファシリテートした閣僚に感謝する。建設的な関与があったと思う。コンセンサスに近づい

ている。先に進むべきときがきた。これから、Common ground であり、全ての国に受け入

れられる文言の提案を作ることに集中する。その際に、閣僚グループと APA・SBI・SBSTA
議長のアドバイスを得る。テキストの公表後、必要に応じて、閣僚ファシリテーターに

specific outstanding issues についてのコンサルテーション継続を依頼する。また、その場

合、必要に応じて、自分がフローアップを行う。今日の午後の早い段階に、テキスト案を示

したい。テキスト案の公表後、速やかに、ウィーンセッティングの閣僚会合にテキストを

introduce する。そのタイミングについては、事務局から in due course に案内する。今夜、

意味のある結果を得たい。 
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2018 年 12 月 14 日（金） 
非公式会合に出席し、地球環境対策室に対して報告を行った。 
 
2018 年 12 月 15 日（土） 
PAWP 等採択（COP プレナリー、CMA プレナリー、CMP プレナリー） 
【概要】 
 冒頭、COP 議長より、この 2 週間の交渉を通じて、全ての国の間でのバランスを図った

ことなどの説明があり、その後、PAWP 議題と関連議題の採択に進んだ。 
 
①COP プレナリー 
 議題 7（WIM）、議題 10（e）（9 条 5 情報）、議題 12（CGE）、議題 4（パリ協定の実施

（緩和、4 条レジストリー、協定の対応措置フォーラム、6 条、適応報告、適応レジストリ

ー、その他適応、9 条 5、適応基金、技術メカニズムの定期レビュー、技術枠組み、透明性

（9 条 7 含む）、GST、実施遵守）、野心と実施、IPCC SR15、タラノア対話等）に関する L
文書を採択した。議題 4 については、L27 の中に、各テーマの L 文書を含める形で一括採

択した。 
 その際、以下の technical corrections を行った。 
・L27（全体）：2 頁にある L24（6 条 2）・L25（6 条 4）・L26（6 条 8）を L28(matters 
related to Art.6)に置き換え。パラ 20 から「ロードマップ」を取り除くなどの修正 
・L23（透明性）：C のパラ 6 の最初の行の flexibility を a flexibility に修正 
・L16（GST）：パラ 22 の consideration of output を this assessment に、パラ 24 の a 
synthesis report を synthesis reports に修正 
 また、インドが L27 の採択に先立って、L16（GST）のセクション２（情報源）を留保

し、その詳細を後日書面で示すとしつつ、コンセンサスを妨げないとした。 
 
②CMA プレナリー 
 COP から送付された L 文書、ACE（SBI/2018/9/Add.1）、共通のタイムフレーム

（SBI/2018/L27）、及び 2025 年以降の資金目標（PA/CMA/2018/L3）を含む L4 を採択し

た。採択後、COP 議長が閣僚と HoDs に壇上に登るように呼びかけ、記念撮影が行われた。

また、エスピノーザ事務局長がグテーレス国連事務総長の書簡を代読し（※内容は来年のサ

ミット開催など）、その後、事務局長がステートメントを述べた。 
 
③CMP プレナリー 
 議題 7（適応基金）、議題 11（京都議定書第 2 条 3 及び 3 条 14）の決定を採択した。 
 
④COP プレナリー 
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 議題 10a（長期資金）、議題 10b（SCF）、議題 10c（GCF）、議題 10d（GEF）、議題 14
（条約 4 条 8 と 9 の実施）の決定を採択した。 
 ただし、議題 10d（GEF）については、米国が、パラ 7 はマンデート外であり反対と表明

し、COP 議長が 10/CP.23 のパラ 10 の文言に置き換えることを提案して、修正後のものを

採択した。 
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第 2 章 APA を中心とする気候変動交渉状況等の調査・分析 

 
 2015 年の COP21 ではパリ協定が採択された。その骨格は、①自国で決定する貢献

（nationally determined contribution, NDC）を 5 年毎に提出すること、②提出に先立っ

てグローバルストックテイク（Global Stocktake, GST）で世界全体の実施状況を評価する

こと、③NDC の進捗・達成に対する透明性を高めることの 3 点であった。また、協定と同

時に採択された COP 決定では、協定の一部規定の具体化が図られるとともに、協定を実施

に移すために必要な指針作りを、パリ協定のための特別作業部会（APA）、科学上及び技術

上の助言に関する補助機関会合（SBSTA）、及び実施に関する補助機関会合（SBI）におい

て検討することを決めた。 
 実施指針作りは多数の交渉議題に分解され、各議題は APA、SBSTA 及び SBI に割り振

られた。APA、SBSTA 及び SBI による実施指針の検討は 2016 年に開始された。2016 年

と 2017 年は、議題ごとに、締約国からの意見書（submission）と締約国間の意見交換を通

じて、アイデアを集約していった。2017 年 11 月に開催された COP23 では、そうしたアイ

デアを、議題別の非公式ノートという形で集約した。2018 年は COP24 の直前まで非公式

ノートの改訂を重ね、COP24 の 1 週目からテキスト交渉を開始した。APA、SBSTA 及び

SBI における検討は 1 週目で終了し、2 週目は COP 議長の下で交渉を継続し、主要議題に

ついては COP 議長が指名した閣僚ファシリテーターの下で交渉が行われた。そして、2018
年 12 月 15 日に、COP プレナリーにおいて、協定締約国会合（CMA）で採択する決定案を

一括送付し、CMA プレナリーにおいて各種決定を一括採択した。以下では、一括採択され

た決定の束をパリ協定の実施指針と呼ぶ。 
 本章では、実施指針交渉における 8 つの重要論点を取り上げ、その背景と COP24 におけ

る合意内容について考察する。8 つの論点とは、緩和に関する 4 つの論点（NDC の定量化、

NDC の進捗追跡、長期目標と NDC の関係、透明性枠組みにおける柔軟性）と、資金に関

する 2 つの論点（資金を巡るプロセスの設計、資金フローの低排出・気候強靭発展との整

合）と、全体構造に関する 2 つの論点（4 条ガイダンスの構造（二分論とフルスコープ）、

パリ協定と UNFCCC の関係）である。 
 
2-1. 緩和に関する論点 
(1)NDC の定量化 
①論点の背景 
 多くの途上国は、レファレンスシナリオや Business-as-Usual（BaU）シナリオなどのベ

ースラインにおける排出量を基準とした削減目標、CO2排出原単位目標、非化石比率目標、

定性目標といった、総量削減目標以外の形式で NDC を定めているが、この場合、目標値だ

けを見ても、指標がどのように定義・計算されているのかが明らかではない。また、GST で
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は、協定の目的・長期目標の達成に向けた世界全体の取り組み状況を評価するが、その際に

は、各国の NDC を集計して、長期目標と整合的な排出経路と比較する必要がある。この集

計を行うためには、総量目標以外の形式をとる NDC についても、目標達成時にどの程度の

排出量になるのかを総量で把握する必要がある。そのため、協定の実施指針において、NDC
だけではなく、その定量理解に必要な情報が提出されることが望ましい。 
 交渉において、この論点は、APA の議題 3 で扱われた NDC の明確化（Clarity）・透明性

確保（Transparency）・理解向上（Understanding）のための情報（略称 ICTU）に関する

ガイダンスと関連する。パリ協定 4 条 8 は、締約国に対して、NDC 提出時に ICTU を提出

することを義務付けた。ICTU はもともと、米国が 2013 年 3 月に提案したアイデアであっ

た 1。その後、2013 年に開催された COP19 において、各国は 2015 年までに約束草案

（intended nationally determined contribution、INDC）を提出することになり、同時に

2014 年に INDC とともに提示する情報を検討することになった 2。2014 年の COP20 で

は、INDC 提出の際に提示する情報として、①参照点（該当する場合には基準年を含む）の

定量情報、②実施のタイムフレーム／期間、③スコープとカバレッジ、④計画プロセス、⑤

前提と方法論上のアプローチ（人為的な温室効果ガス排出と（該当する場合には）除去の推

定とアカウンティングのアプローチを含む）、⑥国別事情に照らして INDC が公平で野心的

と考える理由、⑦枠組条約2条の目的の達成への貢献を、適切な場合には特に含みうる（may, 
as appropriate, inter alia）とした 3。COP21 では、パリ協定に 4 条 8 の義務規定を盛り込

みつつ、COP 決定の中に、COP20 と同様のパラグラフを含め、CMA1 で更なる指針を採

択することを目指して、APA で検討するとした 4。 
ICTU が扱う範囲は、総量削減目標以外の形式の NDC の定量理解よりも広いが、これに

関連する項目が一番目（①参照点（該当する場合には基準年を含む）の定量情報）に位置付

けられていることから分かるように、定量理解は ICTU の重要機能の１つと期待されてい

た。交渉過程においては、先進国と一部途上国（ブラジル、AOSIS、AILAC 等）は、全て

のタイプの NDC に共通する情報と、特定のタイプの NDC のみに適用する情報の両方を具

体的に特定すべきと主張したが、LMDC（中国・インド・サウジアラビア等）はタイプ別の

情報は途上国に対して不公平であるとの見解であった。また、先進国と一部途上国（ブラジ

ル、AOSIS、LDC 等）は、ICTU を通じて、各国の NDC を総排出量の形で定量化できる

ようにすべきと主張したが、LMDC は、支援の情報がない中で定量化・集計を行うのは不

正確であるとして反対した。 
                                                   
1 このアイデアを提示した米国のサブミッションは、下記のリンクから参照できる。 
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp
_usa_workstream_1_20130312.pdf 
2 Decision 1/CP.19 のパラグラフ 2 を参照。 
http://unfccc.int/resource/docs/2013/ cop19/eng/10a01.pdf#page=3 
3 Decision 1/CP.20 のパラグラフ 14 を参照。 
http://unfccc.int/resource/docs/2014/cop20/eng/10a01.pdf#page=2 
4 Decision 1/CP.21 のパラグラフ 27 と 28 を参照。 
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②COP24 における合意内容 
 4 条の NDC に関するガイダンスの中で、「参照点（該当する場合には基準年を含む）の

定量情報」が下記の(a)～(f)に細分化された 5。 
(a) 参照年、基準年、参照期間、または他の出発点（reference year(s), base year(s), reference 

period(s), or other starting point(s)） 
(b) 参照指標、参照年・基準年・参照期間または他の出発点における参照指標の値、当ては

まる場合には目標年における参照指標の値の定量情報（quantifiable information on 
the reference indicators, their values in the reference year(s), base year(s), reference 
period(s) or other starting point(s), and, as applicable, in the target year） 

(c) 協定 4 条 6 に言及されている戦略・計画・行動、または上記(b)が当てはまらない NDC
の要素としての政策措置について、締約国は他の関連情報を提出（for strategies, plans 
and actions referred to in Article 4, paragraph 6, of the Paris Agreement, or policies 
and measures as components of nationally determined contributions where 
paragraph (b) above is not applicable, Parties to provide other relevant information） 

(d) 参照指標に対する数量的に表現された目標（例えば、削減の比率または量）（target 
relative to the reference indicator, expressed numerically, for example in percentage 
or amount of reduction） 

(e) 参照点の定量化に用いたデータソースの情報（information on sources of data used in 
quantifying the reference point(s)） 

(f) 参照指標の値を更新する状況に関する情報（information on the circumstances under 
which the Party may update the values of the reference indicators） 

 
また、「前提と方法論上のアプローチ」の項目の１つとして、 

 参照指標、ベースライン、参照水準（当てはまる場合には、セクター別、カテゴリー別、

活動別の参照水準を含む）がどのように構築されたか（たとえば、重要パラメーター、

前提、定義、方法論、データソース、使用モデルを含む）（How the reference indicators, 
baseline(s) and/or reference level(s), including, where applicable, sector-, category- 
or activity-specific reference levels, are constructed, including, for example, key 
parameters, assumptions, definitions, methodologies, data sources and models used） 

が含められた。 
 この中で、最も重要なのは、(b)の「参照指標、参照年・基準年・参照期間または他の出発

点における参照指標の値、当てはまる場合には目標年における参照指標の値の定量情報」及

び（d）の「参照指標に対する数量的に表現された目標」である。通常、NDC は、何らかの

参照指標に対して定義される。総量削減目標であれば、基準年排出量が参照指標であり、目

                                                   
5 決定の advance unedited version は下記リンクを参照。 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_L.22_ndc.pdf 
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標は基準年排出量に対する削減率として定義される。GDP あたりの CO2排出量の目標（原

単位目標）も同様である。BaU シナリオなどのベースライン比の目標の場合、参照指標は

ベースラインの排出量であり、目標は目標年のベースライン排出量に対する削減率として

定義される。ICTU のガイダンスは「参照指標（reference indicators）」を明確には定義し

ていないが、基準年排出量、基準年原単位、目標年のベースライン排出量など、目標設定の

出発点となる指標を指すものと考えられる。「参照年・基準年・参照期間または他の出発点

における参照指標の値、当てはまる場合には目標年における参照指標の値」及び「参照指標

に対する数量的に表現された目標」が ICTU として提出されることによって、NDC を定量

的に理解しやすくなる。「参照点の定量化に用いたデータソースの情報」が提示されること

によって、定量情報の検証が容易になる。 
 また、原単位目標や BaU シナリオなどのベースライン比目標の場合、参照指標は複数の

データを組みあわせた計算結果として算出される。原単位は排出量を GDP で除して算出さ

れ、ベースライン排出量はモデルの計算結果として導出される。そのため、これらのタイプ

の NDC を定量的に理解するには、参照指標の定量値だけではなく、その値がどのように計

算されたのかを明らかにする必要がある。ICTU のガイダンスには、「前提と方法論上のア

プローチ」の項目の１つとして、「参照指標、ベースライン、参照水準がどのように構築さ

れたか」が含められ、さらに「重要パラメーター、前提、定義、方法論、データソース、使

用モデル」が具体例として例示されたが、これらの情報が提示されれば、参照指標の定量値

の導出過程を追跡しやすくなる。 
 このように、ICTU のガイダンスは、原単位目標やベースライン比目標といった NDC の

タイプに直接的には言及せず、「参照指標」というやや抽象的な表現を用いて、原単位目標

やベースライン比目標の理解に必要な追加情報を定めており、これらのタイプの NDC の定

量化を促進するものとなった。 
 ただし、その定量化は必ずしも「排出総量」の算出につながるとは限らない。ベースライ

ン比目標の場合、目標年のベースライン排出量に削減率を乗じれば、目標年の排出総量が求

まり、ガイダンスで定められた情報が提示されれば、この計算は可能となる。しかし、原単

位目標の場合、ガイダンスが求める情報によって、目標年の原単位を計算することはできる

が、これを総量に換算するために必要となる目標年の GDP 見通しは、ガイダンスの提出要

件となっていない。 
 また、政策措置型の NDC については、参照指標の定量情報が当てはまらない場合には、

他の情報を提出することとされており、このタイプの NDC については、定量的ではない情

報が提出される可能性が残っている。 
 なお、ICTU のガイダンスが義務的に適用されるのは、2 期目以降の NDC となった。パ

リ協定の中では「2 期目」は明確には定義されていないが、これまでの交渉経緯から、協定

締結時に 2025 年目標を掲げた国は 2030 年目標が 2 期目の NDC、2030 年目標を掲げた国

はその次の目標（※目標年は今後の交渉次第であるが、2035 年または 2040 年のどちらか
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に実質的に絞られている）が 2 期目の NDC となる。2020 年には全ての締約国が 2030 年

の NDC を提出することになっているが、現在、2025 年目標を掲げる国にとっては、2 期

目の NDC となるので、ICTU のガイダンスの適用が義務となる。他方、既に 2030 年目標

を掲げている国にとっては、1 期目の NDC となるので、ガイダンスの適用は義務ではない

が、COP24 決定では、その適用が強く奨励（strongly encourage）されている。 
 
コラム インドネシアの BaU 比目標 
インドネシアは、「支援を条件としない場合は 2030 年に BaU シナリオ比で 29%削減、

支援を条件とする場合は同 38%削減」との NDC を掲げた上で、2030 年の BAU 排出量を

28 億 6900 万トンとし、部門別の内訳として表 2-1 を提示した。BaU シナリオは「排出削

減策を考慮しない発展経路における排出シナリオ」とされているが、BaU 排出量の算出に

必要な情報（たとえば、2030 年時点の人口や GDP の想定などの前提条件）は具体的には

示されていない。表によれば、BaU シナリオにおけるエネルギー部門の 2030 年排出量（漏

出ガスを含む）は 16 億 6900 万トン（2010 年から 2030 年までの年平均増加率は 6.7%）

であるが、日本エネルギー経済研究所によるレファレンスシナリオでは、2030 年のエネル

ギー起源CO2排出量は 8億 1100万トン（2016年から 2030年までの年平均増加率は 4.2%）

となっており 6、乖離が大きい。温室効果ガス全体か CO2だけか、漏出ガスを含むか否かな

ど、対象範囲が揃っていないという可能性はあるが、化石燃料の燃焼に伴う CO2 排出がエ

ネルギー部門の排出の太宗を占めることを踏まえれば、両者で前提条件が大きく異なって

いることが乖離の主な理由であると考えられる。インドネシア NDC の BaU シナリオは削

減策を考慮していないが、日本エネルギー経済研究所のレファレンスシナリオは過去の延

長上に見込まれる今後の政策を織り込んでいる。このことが両者の差につながっている可

能性があるが、ICTU として、BaU シナリオの「前提」が明確に示されれば、この説明で正

しいかどうかを確かめることが可能となる。 
 
  

                                                   
6 日本エネルギー経済研究所（2018）「IEEJ アウトルック 2019―エネルギー変革と 3E 達

成への茨の道」http://eneken.ieej.or.jp/data/8116.pdf 
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表 2-1 インドネシアの NDC における BaU シナリオと目標シナリオにおける排出量 

 
出典：インドネシアの NDC 文書 7 

 
(2)NDC の進捗追跡 
①論点の背景 
 パリ協定 13 条 7(b)は、締約国に対して、NDC の実施・達成の進捗追跡（track progress）
に必要な情報の隔年提出を義務づけている。NDC の達成自体を義務化しない代わりに、進

捗追跡に必要な情報を高頻度で提出させて、NDC 実施の透明性を高めることを企図したも

のである。 
 これとは別に、協定 13 条 7(a)は、各締約国に排出と吸収のインベントリの提出も義務付

けているが、総量削減目標を掲げる国の場合、インベントリの情報があれば、NDC の進捗

をおおよそ追跡できる 8。他方、総量削減目標以外の NDC の場合、インベントリの情報だ

けでは NDC の進捗・達成を捕捉することが出来ず、追加的な情報（GDP、人口、BaU シ

ナリオ排出量など）が必要となる 
また、BaU シナリオのような将来予測を参照する NDC については、NDC 実施中に経済

情勢などに合わせる形で予測を変更する可能性がある。その場合、予測変更が適切に報告さ

れなければ進捗を追跡できない。さらに、予測の変更を装いつつ、実質的には目標を緩和す

るといった事態を避けるためには、変更についての一定の歯止めが必要となる。COP21 決

定は、APA に対して NDC のアカウンティングに関するガイダンス作成のマンデートを与

えつつ、ガイダンスが満たすべき要件の１つとして、「NDC の提出と実施の間で方法論の一

貫性（ベースラインに関するものを含む）を確保すること」を提示した。BaU 比の目標を

掲げている国は、2016 年 4 月 4 日時点で国の数で見て 45%を占めており 9、BaU 排出量の

透明性向上は重要な課題と言える。 

                                                   
7http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20
NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf 
8 総量削減目標であっても、削減の国際移転の調整や森林による吸収の勘定など、インベ

ントリ以外の情報が進捗追跡には必要になる。 
9 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf 



110 
 

 NDC の進捗追跡にかかる論点は、APA において、透明性枠組みのモダリティ・手続き・

ガイドライン（MPG）に関する議題と、NDC のアカウンティングガイダンスに関する議題

の下で検討された。浮上した主な論点は、(a)進捗追跡に用いる指標の決定方法（NDC のタ

イプ別に指標に合意するか、各締約国が自ら特定するか、そもそも指標を特定しないかとい

う点）と、(b)ベースラインの更新に対する要件であった。(a)について、多くの先進国と一

部の途上国（AOSIS、LDC、AILAC 等）は、NDC のタイプ別に進捗追跡に用いる情報を

特定すべきと提案した。EU とブラジル等は、進捗追跡に必要な情報を各国が自ら提示する

方式を提案した。他方、LMDC は、途上国に不要な負担が生じるとして、NDC のタイプ別

に情報を定めることに反対した。(b)について、多くの先進国（EU を含む）と一部の途上国

（AOSIS、LDC、AILAC 等）は、ベースラインの事後的な更新の可能性を ICTU として事

前に示すこと、更新する際にはその理由を説明することなどを求めた。さらにカナダは、公

表されているデータから第三者がレファレンス・ベースラインを再構築できるよう、十分な

情報が提示されるべきとした。 
 
②COP24 における合意内容 
 透明性枠組みの MPG において、進捗追跡に必要な指標（indicators）を各締約国が自ら

特定し、その指標を用いて、NDC の達成を評価する方式が採用された 10。指標については、

定性的なものでも、定量的なものでもよいとしつつ、GHG のネット排出・吸収、GHG 原

単位の削減パーセンテージ、個別の政策・措置の定性的指標、適応行動・経済多様化計画の

緩和コベネフィット、その他の指標（再植林のヘクタール、再生可能エネルギー利用・生産

のパーセンテージ、炭素中立性、一次エネルギー消費に占める非化石割合、非 GHG 関連指

標）を例示した。 
 各締約国は、透明性枠組みの下で、選択した指標について、(a)参照点・水準、ベースライ

ン、基準年、その他の出発点における情報と、(b)報告年における最新情報を提出し、NDC
実施の進捗を追跡するために、(a)と(b)を随時比較する。さらに、NDC 終了時点の報告を行

う際には、締約国は、これらの情報を用いて、NDC を達成したかどうかを評価し、その結

果を提出する。透明性枠組みでは、締約国からの報告に対して、技術専門家審査（technical 
expert review、TER）が行われ、各締約国の NDC 実施・達成の状況が検討される。ただ

し、締約国が特定した指標が適切かどうかの評価は、TER の対象外とされた。 
 指標の決定方法が自己特定であり、特定された指標が NDC の進捗追跡という目的に照ら

して適切かどうかの評価も行われず、定性的な指標も許容されていることから、締約国から

十分な情報が提示されないおそれがある。ただし、いくつかの指標が例示されており、それ

らの指標に関連する NDC を掲げている国は、その指標をあからさまに避けることは難し

く、一定の歯止めにはなっている。 

                                                   
10 決定の advance unedited version は下記リンクを参照。 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_transparency.pdf 
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 また、中国やインドのように GDP あたりの排出量の削減目標（原単位目標）を掲げてい

る国については、インベントリに加えて、GDP の実績の情報があれば、進捗追跡が可能と

なるが、この合意内容では、排出量を GDP で割った計算結果である原単位を指標として報

告し、GDP の実績値を報告しないことが可能である。ただし、その場合でも、インベント

リと原単位の実績値から GDP を逆算することが可能であり、それを各国の GDP 統計と比

較することで、正確な報告がなされているかどうかを検証できる。 
 ベースライン更新の要件については、ICTU のガイダンスで、「参照指標を更新する状況

に関する情報」を NDC と同時に提出することを求めつつ、アカウンティングのガイダンス

で、「参照点、参照水準、または予測を更新するためのテクニカルな変更（technical changes）
を行う場合には、その変更は、(i)当該国のインベントリの変更、または(ii)方法論の一貫性

を維持するための正確性の改善のどちらかを反映したものであること」と定めた 11。ベース

ラインを含む「参照指標」や「予測」を事後的に更新する可能性の有無を ICTU として事前

に通告させ、実際に事後更新する際には、それをテクニカルな変更に留めること、つまり目

標の実質緩和になるような更新にはしないことを要件とした。 
 なお、COP21 決定に従い、アカウンティングのガイダンスは、2 期目以降の NDC に対

して適用が義務化される一方、1 期目の NDC については各締約国が任意で適用することに

なっている。また、透明性枠組みの MPG は、進捗追跡に必要な情報を「構造化されたサマ

リー（structured summary）」という形式で提出することを定めたが、その内容やフォーマ

ットの決定は 2019 年以降の国際交渉に先送りされた。 
 
コラム 中国、インド、インドネシアの 2020 年目標の進捗追跡 
①中国 
 中国は、GDP あたりの CO2排出量について、カンクン合意の下で 2020 年目標（2005 年

比で 40～45%減）を、パリ協定の下で 2030 年目標（2005 年比で 60～65%減）を掲げてお

り、カンクン合意の下で、2017 年 1 月に提出した第 1 回隔年更新報告（biennial update 
report、BUR）の中で進捗を示すグラフを示し（図 2-1）、2015 年の実績値が 2005 年比で

38.6%減であったことを報告した。 
しかし、BUR には、実績値の計算に必要な GDP の値が掲載されていない。また、CO2排

出量についても、1994 年、2005 年及び 2012 年のインベントリしか示されておらず、2015
年の実績値を計算できない。さらに基準年である 2005 年については、インベントリを改訂

中との記載があり、中国政府が 2015 年の実績値を計算した際に用いた基準年排出量が不明

である 12。 
                                                   
11 決定の advance unedited version は下記リンクを参照。 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_L.22_ndc.pdf 
12 中国は原単位目標以外に、1 次エネルギ―消費に占める非化石エネルギーの割合につい

て、2020 年と 2030 年の目標を定めているが、「非化石」の定義が一貫していない可能性

がある。詳しくは、上野（2018）を参照。 
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図 2-1 中国の第 1 回 BUR で示された、エネルギー消費あたりの CO2排出量、 

GDP あたりのエネルギー消費量、GDP あたりの CO2排出量の経年変化 
（2005～2015 年、2005 年を 100 とした場合） 

出典：中国の第 1 回 BUR13 
 

②インド 
 インドは、GDP あたりの温室効果ガス排出量（農業部門除く）について、カンクン合意

の下で 2020 年目標（2005 年比で 20～25%減）を、パリ協定の下で 2030 年目標（2005 年

比で 33～35%減）を掲げている。 
インド政府が 2016 年 1 月に提出した隔年更新報告書によれば、2005 年の排出原単位は

35.14kg CO2e/1000 ルピー（2004-5 年価格）だったが、2010 年には 31.014kg CO2e/1000
ルピー（2004-5 年価格）となり、5 年間で原単位が 12%改善した。他方、2018 年 12 月に

提出した第 2 回隔年更新報告（BUR）の中では、2014 年の GHG 排出原単位は 2005 年比

で 21%減であったと報告したが、原単位の値は示さなかった 14。 
インド政府はこれまで 1994 年、2000 年、2007 年、2010 年のインベントリを提出しつ

つ、2000 年から 2014 年までの時系列については、具体的な数値を示さず、グラフ形式で

報告している（図 2-2）。そこで、このグラフから、基準年である 2005 年と最新の報告年で

ある 2014 年の温室効果ガス排出量（農業部門除く）を目分量で読み取り、GDP について

は、インド政府のルピー建ての実績値と世界銀行統計のドル建ての実績を用いて原単位を

計算したところ、 
・「GHG 排出量（農業部門除く、吸収分の控除なし）／GDP（ルピー建て）」は、2014 年

に 2005 年比で 18.5%減 
・「GHG 排出量（農業部門除く、吸収分の控除なし）／GDP（ドル建て）」は、2014 年に

                                                   
13http://unfccc.int/files/national_reports/non-
annex_i_parties/biennial_update_reports/application/pdf/pr_china-_bur-chinese+en.pdf 
14https://unfccc.int/sites/default/files/resource/INDIA%20SECOND%20BUR%20High%2
0Res.pdf 
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2005 年比で 20.8%減 
となり、第 2 回 BUR の値に近いのは「ドル建て」の方であった。第 1 回 BUR では「ルピ

ー建て」で原単位の実績を報告しており、第 1 回と第 2 回で通貨単位を変更した可能性が

ある。 

 
図 2-2 インドの温室効果ガス排出・吸収の時系列変化（2000～2014 年） 

出典：インドの第 2 回 BUR 
 
③インドネシア 
インドネシアは、温室効果ガス排出量について、カンクン合意の下で 2020 年目標（国内

努力で BaU 比 26%減、国際支援の下で同 41%減）を、パリ協定の下で 2030 年目標（支援

を条件としない場合は BaU 比 29%減、支援を条件とする場合は同 38%減）を掲げている。 
カンクン合意の下、2018 年 12 月に提出した第 2 回 BUR の中では、2010 年から 2016

年までの部門別 BaU 排出量と実排出量を比較した図（図 2-3）と、2015 年と 2016 年の

BaU 比削減量と 2020 年目標・2030 年目標における削減量を比較した図（図 2-4）を掲載

した 15。第 1 回 BUR では、目標年である 2020 年の BaU 排出量は示されていたものの、

途中段階の BaU 排出量が示されず、実績との比較が困難であったが、第 2 回 BUR では部

門別に詳細化された数字が途中段階についても示されており、進捗追跡が大幅に容易にな

った。 
 

                                                   
15 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia-2nd_BUR.pdf 
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図 2-3 インドネシアの部門別 BaU 排出量と実排出量の比較（2010～2016 年） 

出典：インドネシアの第 2 回 BUR 
 

 

図 2-4 インドネシアの BaU 比削減量（2015 年・16 年）と 2020 年・30 年目標の比較 
出典：インドネシアの第 2 回 BUR 

 
(3)長期目標と NDC の関係 
①論点の背景 
 パリ協定は、全球平均気温の上昇を 2℃/1.5℃以内に抑え（2 条 1(a)）、今世紀後半に人為

的な排出と吸収の均衡を実現する（4 条 1）との長期目標を定める一方、各国の削減目標に

ついては、それを自国で決定する貢献（nationally determined contribution, NDC）と呼ん

でいることからも分かるように、国際交渉で合意するのではなく、各国の裁量で設定する方

式をとっている。 
その上で、国際的に合意された長期目標と各国の裁量で決定する NDC を、グローバルス

トックテイク（GST）を通じて緩やかに結び付けている。GST は、2023 年から 5 年毎に協

定実施状況の棚卸しを行い、協定の目的と長期目標の達成に向けた世界全体の進捗を評価
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するプロセスである。目的と長期目標には、2℃/1.5℃や今世紀後半の人為的な排出と吸収

の均衡が含まれ、各国の NDC を世界全体で積み上げた結果が長期目標と整合的であるかど

うかが検討される。NDC はグローバルストックテイクの 2 年後に提出することになってい

るが、協定 14 条 3 は、「GST の成果（outcome）は各国が取り組み・支援を更新・強化す

る際に情報を与える（inform）」と定めており、各国は NDC を準備する際に、何らかの形

で、GST の成果に“inform”されることになっている 16。 
パリ協定は、各国の裁量で NDC を定めるというボトムアップ方式と、長期目標に基づく

GST というトップダウン方式を組み合わせた「ハイブリッド方式」をとっており、ボトム

アップとトップダウンの結節点は、各国が NDC を準備する際に、長期目標と GST の成果

をどのように活用するのかという判断にある。ICTU を巡る議論の中で、一部の国は「長期

目標や GST の成果をどのように考慮したか」という項目を含めるべきと提案してきた。 
 また、GST において、協定の長期目標と各国の NDC の積み上げ結果を比較するには、

総量目標以外のタイプの NDC を排出総量に換算する必要があるが、この点は、(1)で取り上

げた NDC の定量化が関係している。 
 
②COP24 における合意内容 
 ICTU のガイダンスの中で、 
 NDCは協定2条1(a)と4条1に向けて、どのように貢献しているか（How the nationally 

determined contribution contributes towards Article 2, paragraph 1(a), and Article 
4, paragraph 1, of the Paris Agreement） 

 NDC を準備する際に、GST の成果にどのように inform されたか（How the Party’s 
preparation of its nationally determined contribution has been informed by the 
outcomes of the global stocktake） 

を各締約国が NDC とともに提出することを定めた。COP21 の時点では、GST の成果に

inform されると定めただけであったが、COP24 の合意によって、どのように inform され

たのかを説明する責任が締約国に課せられた。また、NDC による長期目標への貢献につい

ても説明が必要になった。このように、ボトムアップ方式とトップダウン方式を説明責任に

よって結び付けた。 
 ICTU のガイダンスの一部であるので、NDC の定量化と同様に、2 期目以降の NDC に

義務的に適用され、1 期目の NDC については適用が強く奨励されるに留まる。そのため、

長期目標・GST と NDC の関係についての説明が全ての国から提出されるようになるのは

2025 年となる。各国は 2025 年に、2030 年以降の NDC を提出することになっているが、

その目標年は、SBI の下に置かれている「共通のタイムフレーム」という議題で 2019 年以

降も継続検討されている。これまでの交渉では、目標年を 5 年刻み、10 年刻み、その両方、

そのどちらかとする案が各国から示されているが、仮に 10年刻みを含む案に合意した場合、

                                                   
16 協定 4 条 9 にも同様の規定がある。 
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2025 年に 2040 年目標を提出することになる。IPCC1.5℃特別報告書によれば、温度上昇

を 1.5℃以内に抑えるためには、シナリオ間で幅はあるものの、おおよそ 2050 年頃に世界

全体の正味排出量をゼロにする必要があるが、2040 年は 2050 年の 10 年前であり、NDC
と 1.5℃目標の関係を説明するのは、大半の国にとって、大きな課題となりうる。 
 また、GST に関する決定に、「GST の成果に inform された NDC を、国連事務総長の下

で行われる特別イベントにおいて提示するように締約国に招請する」とのパラグラフが盛

り込まれた 17。締約国にプレッシャーがかかりやすいセッティングが設けられたと言える。 
 
コラム NDC の全体効果の分析方法 
 各締約国が提出した NDC と長期目標の整合性を分析するために、UNFCCC 事務局は

COP21 決定及び COP24 決定に基づき、各国の NDC 提出後及び GST の実施前に、NDC
の全体効果に関する統合報告書（a synthesis report）を作成することになっている。その

際には、世界全体を対象に、①NDC が存在しない場合の排出経路、②NDC が実施された

場合の排出水準、③2℃/1.5℃目標と整合的な排出経路を比較することになる。 
UNFCCC 事務局は、2015 年と 2016 年にも、各国から提出された約束草案（INDC）の

全体効果に関する統合報告書を作成しているが、その際に、①については IPCC 第 5 次評

価報告書（AR5）のシナリオデータベースから抽出された 2020 年までの各国目標を反映し

たシナリオを、②については NDC を実施した場合の排出量推定（※NDC でカバーされて

いる排出）と IPCC のシナリオ（※NDC でカバーされていない排出）を、③については

IPCC AR5 シナリオデータベースから抽出された 2℃相当シナリオを用いた（図 2-5）。 
NDC を実施した場合の排出量を推定するには、総量削減目標以外の形式の NDC を掲げ

ている国について、目標年における排出総量を計算する必要がある。UNFCCC 事務局は、

BaU シナリオの情報が不完全であったり、GDP や人口の将来予測値が提示されていなかっ

たりしたために、推定に困難が伴ったと報告しているが 18、ICTU を通じて NDC を定量化

できれば、この困難は相当程度、緩和される。また、①と③については、IPCC 第 5 次評価

報告書（AR5）のデータベースから抽出されたシナリオが用いられているが、シナリオの抽

出方法によって、排出経路が変わることが指摘されている（筒井 2018）。 
 

                                                   
17 決定の advance unedited version は下記リンクを参照。 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_GST_L.16.pdf 
18 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf 
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図 2-3 INDC の集計と温度目標下の排出経路の比較 

出典：UNFCCC Secretariat (2017), “Aggregate effect of the intended nationally 
determined contributions: an update,” FCCC/CP/2016/2. 

 
コラム 約束草案（INDC）による枠組条約 2 条の目的達成への貢献に関する説明 
 COP20 決定は、各国が INDC を提出する際に、INDC による枠組条約 2 条の目的達成へ

の貢献を任意で説明するように求めている。2 条は、UNFCCC の究極の目的として、大気

中の温室効果ガスの濃度を危険ではない水準に安定化させることを掲げている。 
UNFCCC 事務局によれば、大半の国が INDC の提出文書にその説明を盛り込んだ。一部

の国は「全球平均気温の上昇を 2℃以下（※1.5℃に言及する国も存在）に抑える目標と整

合的なグローバル排出経路の枠内に、自国の将来の排出水準が収まる」と説明し、さらに、

世界全体と自国の脱炭素化、先進国は 2050 年に 1990 年比で 80～95%の排出削減、世界全

体の排出量を 2050 年に 1990 年比で少なくとも半減といった具体的な排出水準に言及する

国も存在した。他方、社会経済の全体発展状況、一人当たり GDP、気候変動への脆弱性、

長期的な緩和措置への投資能力、国際的な支援など、能力面の課題を指摘する国もあった。

また、少数の国が、経済の炭素集約度、コスト効率的な緩和ポテンシャルと全体コスト、過

去の努力水準に言及した 19。 
 
(4)透明性枠組みにおける途上国への柔軟性 
①論点の背景 
                                                   
19 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf 
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 協定 13条が定める透明性枠組みは、各締約国がパリ協定の下での取組みを隔年で報告し、

技術専門家が報告内容を審査し 20、その結果を締約国間で促進的な形で検討 21する仕組み

である。緩和に関する取り組みだけではなく、温暖化影響への適応や途上国支援も対象とな

る。透明性強化の取組は UNFCCC の下で 2020 年目標を扱うカンクン合意（2010 年の

COP16 決定）によって定められていたが、先進国と途上国で別個のアレンジメントとなっ

ていた。他方、パリ協定は、全ての国に適用される単一の透明性枠組みを設けたが、「能力

の観点から必要とする途上国に対しては柔軟性を付与する」とも規定した。ただし、「柔軟

性」の具体的な内容は、透明性枠組みの MPG の中で定めることとされ、2016 年以降の交

渉に先送りされた。 
 柔軟性は、能力不足のために共通のルールに対応しきれない途上国に対して与えられる

ものであるが、透明性対応の能力を有する国と有さない国を外形的に区別することは難し

い。他方で、柔軟性を与える範囲を狭く限定し、大半のルールを先進国・途上国を問わず共

通化すると、能力面で対応しきれない途上国が出てきてしまう。逆に、全ての途上国に対し

て無制限に柔軟性を与えれば、実質的に先進国・途上国という二分論（bifurcation）に沿っ

た差異化になってしまう。米国のオバマ前政権は、パリ協定を二分論を克服したものとして

国内アピールしたが、透明性枠組みの柔軟性を通じて、二分論が実質的に復活するようなこ

とがあれば、米国の協定残留や復帰が政治的に困難になってしまう可能性があった。 
透明性 MPG の交渉では、こうした困難がある中で、柔軟性の付与をいかに設計するかが

交渉の終盤までは大きな論点となった。 
 
②COP24 における合意内容 
 柔軟性を設計する変数は、(a)適用範囲（透明性枠組みの一部に限定か、枠組み全体に適

用か）、(b)適用条件（厳格な条件を課すか、無条件とするか）、(c)適用時期（期限を設ける

か、無期限とするか）の 3 つである。3 つの変数のそれぞれに大きな幅がある中で、透明性

MPG では以下の内容に合意した。 
(a)適用範囲 
 透明性枠組みの全体ではなく一部に限定し、以下のように、共通ルールとの落差を具体的

に規定した。 
 インベントリのキーカテゴリー分析：共通ルール（IPCC ガイドライン）では閾値が 95%

であるところ、柔軟性を適用する場合には 85% 
 インベントリの不確実性評価：共通ルールでは定量的推定と定性的議論を報告すると

ころ、柔軟性を適用する場合には、不確実性の定量的推定に必要なインプットを得られ

ない時にキーカテゴリーの不確実性の定性的議論のみを報告 

                                                   
20 技術専門家審査（technical expert review、TER）という。 
21 進捗の促進的な多国間検討（facilitative, multilateral consideration of progress、
FMCP）という。 
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 インベントリにおける非推定（not estimated, NE）の利用：共通ルールでは、あるカ

テゴリーからの排出が、全排出（LULUCF 分除く）の 0.05%以下または 50 万 tCO2の

どちらか小さいほうよりも少ない場合に“insignificant”とみなしNEを使用可能となっ

ているところ、柔軟性を適用する場合には、全排出（LULUCF 分除く）の 0.1%以下ま

たは 100 万 tCO2 のどちらか小さいほうよりも少ない場合に使用可能。共通ルールで

は、insignificant とされる排出量を全排出量（LULUCF 分除く）の 0.1%以下に抑え

ることになっているところ、柔軟性を適用する場合には、0.2%以下に制限 
 インベントリの品質保証／品質管理（QA/QC）：共通ルールでは、QA/QC 計画の詳細

化が義務となっているところ、柔軟性を適用する場合には、奨励に留まる。共通ルール

では、QC の手続きの提出が義務となっているところ、柔軟性を適用する場合には、奨

励に留まる 
 インベントリの対象ガス：共通ルールでは、7 種類のガス（CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 

SF6, NF3）を報告することになっているところ、柔軟性を適用する場合には、3 種類の

ガス（CO2, CH4, N2O）の報告に加えて、他の 4 種類のガスについては、当該国の NDC
に含まれているか、協定 6 条の活動でカバーされているか、過去に報告している場合

に報告 
 インベントリの時系列：共通ルールでは、1990 年以降の年次の時系列を報告すること

になっているところ、柔軟性を適用する場合には、最低でも NDC の参照年・参照期間

のデータと 2020 年以降の年次の時系列を報告。共通ルールでは、提出時の 2 年前まで

の実績を報告することになっているところ、柔軟性を適用する場合には提出時の 3 年

前までの実績を報告 
 行動・政策措置による削減量報告：共通ルールでは、可能な範囲において、個別の行動

や政策措置からの GHG 排出削減量の見込み・実績を報告することが義務となっている

ところ、柔軟性を適用する場合には、奨励に留まる 
 GHG 排出・吸収の予測：共通ルールでは、GHG 排出・吸収の予測を報告することが

義務となっているところ、柔軟性を適用する場合には、奨励に留まる。共通ルールでは、

予測の範囲を、インベントリ―の最新年から、次に 0 または 5 で終わる年の少なくと

も 15 年後までとすることになっているところ、柔軟性を適用する場合には、少なくと

も NDC の終了時点まで。また、柔軟性を適用する場合には、予測の方法論とカバレッ

ジについて、詳細ではないもので構わない 
 技術専門家審査の形式：共通ルールでは、初回の隔年透明性報告や NDC 達成に関する

情報を含む隔年透明性報告等に対して訪問審査（in-country review）を行うことにな

っているところ、柔軟性を適用する場合には、中央審査（centralized review）で可と

しつつ、訪問審査を奨励 
 技術専門家チームによる質問への回答期限：共通ルールでは、質問受領後、2 週間以内

に回答するように努めることになっているところ、柔軟性を適用する場合には、3 週間
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以内 
 技術専門家審査報告案へのコメント期限：共通ルールでは、報告案の受領後、1 か月以

内にコメントを提出することになっているところ、柔軟性を適用する場合には、3 か月

以内 
 進捗の促進的多国間検討における質問への回答期限：共通ルールでは作業部会におけ

るセッションの 1 か月前までに書面で回答するように努めることになっているところ、

柔軟性を適用する場合には、2 週間前まで 
 
(b)適用条件 
 (a)に列挙したそれぞれの柔軟性を用いるかどうかは、各途上国の自己決定（self-
determined）に委ねるとした。ただし、どの柔軟性を適用するのかを明記し、能力上の制

約を明確化するという説明責任を義務付けた。また、柔軟性の適用可否と能力の制約の有無

は、技術専門家審査の対象外とした。 
 
(c)適用期間 
 期間の制限を設けず、その代わりに、柔軟性を適用する途上国に対して、能力の改善に要

する時間枠の自己推定の提示を義務付けた。ただし、この自己推定は技術専門家審査の対象

外である。 
 
 以上のように、適用範囲と共通ルールとの落差を具体的に指定しつつ、適用条件と適用期

間については、自己決定方式の下で説明責任義務を課す形をとった。米国の国務省は COP24
終了直後のステートメントの中で、COP24 の成果について、「経済的な競争相手に対し、米

国が 1992 年以降に満たしてきた水準と一貫した方法で、排出量報告の説明責任を課す重要

な一歩」と評価しており 22、一定の公平性を確保できたと捉えている。 
 柔軟性は共通ルールとの落差を設けるものであるが、落差は概ね小さい範囲に留まって

いる。ただし、インベントリの時系列を提出年の 3 年前までとしたことと、隔年での提出の

サイクルの組み合わせが、落差の拡大をもたらす。COP24 での決定で、パリ協定の下での

隔年透明性報告は 2024 年に開始することになったが、共通ルールの場合、2030 年目標の

達成報告はその 2 年後の 2032 年となる。しかし、「提出年の 3 年前まで」の柔軟性を適用

する場合、2032 年には 2029 年までの実績が報告され、目標年である 2030 年の実績が初め

て報告されるのは 2034 年となり、結果的に 1 年の落差が 2 年に拡大する。2034 年には、

2030 年目標の達成可否への関心は相当に低くなっているものと予想され、目標達成に向け

たプレッシャーが弱まるおそれがある。 
 

                                                   
22 原文は下記リンクを参照。 
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/12/288121.htm 



121 
 

2-2. 資金に関する論点 
(1)資金に関するプロセスの設計 
①論点の背景 
 先進国はパリ協定の下で、途上国に対する資金提供（provision）と資金動員（mobilization）
の義務を負っている（9 条 1 及び 9 条 3）。資金提供とは公的な資金支援を指し、資金動員

は公的な資金提供と一部の民間資金（特に公的資金によってレバレッジされたもの）を指す。

また、先進国は、資金提供と動員に関する示唆的な定量的・定性的情報（indicative 
quantitative and qualitative information）を隔年で提示する義務を負っている。これは資

金に関する事前の情報であり、可能な場合には、途上国に提供される公的資金の予測水準を

含むものとされている（9 条 5）。さらに、先進国は、提供・動員の実績という事後的な情報

についても報告義務を負っている（9 条 7）。先進国には提出義務があるが、資金を提供す

る他国については、自発的な提出が奨励されている。 
COP21 決定では、資金動員の水準について、先進国全体で 2020 年から 2025 年まで年間

1000 億ドルを動員するとの非拘束的な目標を掲げ、2026 年以降の定量目標については、

2025 年に先立って、協定の締約国会合（CMA）が、途上国のニーズと優先事項を考慮して

設定すると定めた。ただし、新規目標を引き受ける国が明示されておらず、先進国以外の国

にも広がる可能性を残した。 
 提供・動員の実績については、13 条の透明性枠組みの中で技術専門家による審査と締約

国間の促進的な検討を受けることになっているが、事前情報については、2015 年時点では、

提出後の扱いが決まっていなかった。また、資金動員の新規目標については、合意期限は決

まっていたが、検討開始時期が定められていなかった。協定実施指針を巡る交渉は 2016 年

から 2018 年まで 3 年間にわたって行われたが、時間の経過とともに、途上国から、こうし

た不明点を実施指針で明確にすべきとの主張が強まった。2017 年の COP23 では、アフリ

カグループが事前情報のモダリティを議題化すべきと提案し、COP21 で定められたマンデ

ート外であるとする先進国と対立した。2018 年 5 月の交渉会合では、アフリカグループと

LMDC が、先進国が提出した事前情報に国別のレビューを課すというモダリティ案を提示

した 23。また、途上国グループ全体（G77+中国）としては、資金動員の新規目標について、

2019 年にテクニカルな検討を開始すべきと提案した。 
 このように、3 年間にわたった実施指針交渉の後半に、途上国から資金を巡るプロセスに

ついての提案が相次ぎ、実施指針を採択する COP24 に向けて、この論点の重みが増してい

った。 
 

                                                   
23 アフリカグループと LMDC の共同提案については、下記リンクを参照。 
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201805041538---
04052018%20Arab%20Republic%20of%20Egypt%20on%20behalf%20of%20the%20AGN
%20and%20the%20LMDC.pdf 
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②COP24 における合意内容 
 2026 年以降の新規の全体目標については、2020 年に議論（deliberations）を開始するこ

とに合意した 24。COP21 で合意したように、この検討においては、「途上国のニーズと優先

事項」が考慮されるが、枠組条約とパリ協定の下に置かれている資金常設委員会（Standing 
Committee on Finance, SCF）が 2020 年から 4 年ごとに、枠組条約と協定の実施に関連す

る途上国のニーズを決定（determination）する報告書を作成し、COP と CMA で検討する

ことになった 25。この報告書は、新規目標の検討の材料として用いられるものと予想され

る。 
また、新規目標の議論の際には、途上国のニーズに加えて、「資金フローを低 GHG 排出・

気候強靭発展の経路に整合させることを含む形で、持続可能な発展と貧困削減の努力とい

う文脈の中での気候変動の脅威へのグローバルな対応を強化するという目的」も検討する

ことに合意した。この追加事項の意味合いについては、次項で論じる。 
事前情報については、先進国による隔年提出を 2020 年に開始することを決定し、提出後

については、(a)UNFCCC 事務局による情報の集約（compilation）と統合（synthesis）（※

開始年は 2021 年）、(b)隔年開催のワークショップ（※開始年は 2021 年）、(c)隔年開催の閣

僚級ハイレベル対話（※開始年は 2021 年）、(d)CMA による閣僚級対話の要約作成（※閣

僚対話の次のセッションで実施）を行うことを決めた 26。アフリカグループと LMDC が提

案した国別の提出情報のレビューは盛り込まれなかった一方、集約・統合した結果を様々な

形態で検討することになった。 
さらに、SCF による途上国のニーズ決定の報告書と、先進国が提出した事前情報の集約・

統合結果は、GST の情報源と位置付けられている。初回の GST は 2022 年から 2023 年に

かけて実施されるが、SCF による 2020 年の報告書と事務局が 2021 年に作成する集約・統

合が利用されることになる。CMA は 2025 年に先立って（prior 2025）、資金動員の新規目

標を定めることになっており、“prior 2025”を 2024 年までと解釈すれば、初回 GST の翌年

までに設定することになる。COP24 で合意した実施指針は、CMA による目標設定と初回

GST を明確には関連付けていないが、両者で同様のテーマを扱い、時期も近いことから、

CMA による目標設定に初回 GST が何らかの影響を及ぼすことになると予想される。 
 
コラム 適応支援のニーズ評価 

COP24 の適応に関する合意では、UNFCCC 事務局が GST 向けに作成する統合報告書の

                                                   
24 決定の advance unedited version は下記リンクを参照。 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_agenda%20item%204_collective
%20goal.pdf 
25 決定の advance unedited version は下記リンクを参照。 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_10b.pdf 
26 決定の advance unedited version は下記リンクを参照。 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_agenda%20item%204_9.5.pdf 
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中に、途上国の適応報告や IPCC の報告書等に基づく「途上国の適応支援ニーズの評価」を

含めることになった 27。パリ協定の 7 条 14 は、GST において、「適応および適応への支援

の適切性と実効性」をレビューすると定めており、ニーズ評価はこのレビューの際に参照さ

れるものと予想される。また、資金動員の新規目標は、途上国のニーズを考慮して設定され

ることから、GST だけではなく、目標設定においても何らかの形で参考にされる可能性が

ある。 
途上国の適応支援ニーズを積み上げるという構想は、パリ協定採択までの交渉において、

アフリカグループと AILAC から提示された。アフリカグループは、2013 年に、「温度目標 
または緩和約束の積み上げシナリオにおける温度上昇」の下での被害額を「適応のグローバ

ル目標」とし、この金額に相当する支援を求めることを提案した 28。AILAC も、2014 年

に、「適応のグローバル目標」を提唱し、アフリカグループと同様に、緩和－適応－支援の

リンケージを指摘しつつ、定量評価のためのメトリクスと指標（metrics and indicators）
の作成に早急に着手すべきと提案した 29。ただし、メトリクスと指標は、アフリカグループ

が提唱した被害見込み額とは異なるもの 30を想定していた。 
パリ協定では、7 条 1 に適応のグローバル目標が盛り込まれたが、「2 条の温度目標の文

脈における持続可能な発展への貢献と適切な適応対応の確保を目指すために、適応能力の

向上、レジリエンスの強化及び気候変動への脆弱性の低減（enhancing adaptive capacity, 
strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change, with a view to 
contributing to sustainable development and ensuring an adequate adaptation response 
in the context of the temperature goal referred to in Article 2）」という定性的な記述に留

まった。アフリカグループと AILAC が指摘した緩和と適応のリンクについては、7 条 4 に

「締約国は、現在の適応ニーズは顕著であり、緩和の水準が高まるほど追加の適応努力の必

要性が下がり、適応ニーズが高まるほど適応コストも高まりうることを認識する（Parties 

                                                   
27 決定の advance unedited version は下記リンクを参照。 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma_auv_paras%2041%2042%2045.pdf 
28 https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp_2_african_group_29042013.pdf 
https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/ad
p_african_group_workstream_1_adaptation_20131008.pdf 
29http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_99_13058131184
0849856-Adaptation%20Submission%20AILAC-Mexico%20vf.pdf 
http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/140918_ailac_submission_ufi_and_ex_
ante_assesment_adp_2-6,_vf.pdf 
30 AILAC が提唱したメトリクスと指標は、“a set of metrics and indicators to track for 
example, the reduction on marginalization, reduction of settlements in situations of 
risk and the reduction of economic losses , as well as the increase of scientific research 
(technology innovation and transfer), the increase in national funding for adaptation, 
the strengthening of climate adaptation governance and the enactment of legislative 
provisions, as well as the improvement of environmental protection and restoration 
directly associated to climate change”であった。 
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recognize that the current need for adaptation is significant and that greater levels of 
mitigation can reduce the need for additional adaptation efforts, and that greater 
adaptation needs can involve greater adaptation costs）」という形で盛り込まれた。 
 
(2)資金フローの低排出・気候強靭発展との整合（協定 2 条 1(c)） 
①論点の背景 
 パリ協定の 2条は協定の目的を定めているが 31、そのうちの 1 つが「資金フローを低 GHG
排出・気候強靭発展の経路と整合させること」（2 条 1(c)）である。「資金フロー」は明確に

は定義されておらず、文字通りに解釈すれば、官民・国内外を問わず、あらゆる資金フロー

が対象となる。協定 9 条は途上国への資金支援を定めているが、資金フローはこれを超え

て、相当に広い範囲を指しうる。 
協定 14 条 1 は、GST において、協定の目的・長期目標の達成に向けた世界全体の進捗を

評価すると定めており、2 条(c)の達成に向けた進捗も条文をそのまま読めば評価対象となる

が、実施指針を巡る交渉では、GST のスコープをどのように明文化するかが論点となった。

2 条 1 に掲げられている 3 項目（2℃/1.5℃以内、悪影響への適応能力強化、資金フローと

低排出・気候強靭発展の整合）に沿ったスコープとする案、他の長期目標（例えば、4 条 1
に掲げられた今世紀後半における人為的排出と吸収の均衡）もスコープとして明記する案、

14 条 1 に検討項目として例示された緩和・適応・実施手段と支援をスコープとする案、こ

れらを組み合わせる案などが提示された。緩和・適応・実施手段と支援のみをスコープとす

る場合、実施手段と支援の中に、途上国への資金支援が含まれるが、これだけでは、資金フ

ローが扱いうる範囲よりも相当に狭くなってしまうおそれがあった。 
資金支援に関する事前情報（9 条 5）と事後情報（9 条 7）を巡る交渉においても、提出

情報の項目に、2 条 1(c)に関するものを含めるかどうかが論点となった。GST のスコープ

についても、9 条に下での提出項目についても、EU が 2 条 1(c)を積極的に位置づける立場

をとっていた。 
 
②COP24 における合意内容 
 GST に関する COP24 決定では、技術的対話（a technical dialogue）による作業を、「緩

和、適応、実施手段と支援というテーマ別分野の中で、2 条 1(a)～(c)を含む協定の目的と長

期目標に対する全体進捗を評価するための棚卸しに沿って構成する」と定めた。これにより、

2 条 1(c)が GST のスコープに含まれることが明確になった 32。 

                                                   
31 2 条自体には、この条文が目的（the purpose）を表すとは書かれていないが、3 条には

「2 条で定められた協定の目的」との記載があり、2 条は目的を表すものと理解されてい

る。 
32 交渉の過程では、「対応措置」と「損失と被害」をスコープに含めるかどうかも大きな

争点となったが、COP24 決定では、緩和、適応、実施手段と支援というテーマ別の分野

を示したのちに、「この文脈において、GST は、適切な場合に、(i)対応措置の社会経済的
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 さらに、資金の事前情報の中に、「提供・動員された支援が、途上国による協定の長期目

標を満たすための努力への支援（資金フローを低 GHG 排出・気候強靭発展の経路に整合さ

せる努力への支援を含む）にどのように振り向けられたかに関する情報」が含まれた。2 条

1(c)の達成を狙いとした支援を事前に提示する形である。提出は義務ではないが、「含める

べき（should include）」とされている。既に述べたように、9 条 5 の提出情報は事務局によ

って集約・統合されることになっているが、この項目が含まれたことで、2 条 1(c)に関する

支援も集約・統合の対象となった。さらに、SCF が、気候資金の隔年評価の中で、4 年ごと

に 2 条 1(c)に関連して入手可能な情報をマッピングすることになった。SCF が 2018 年に

作成した隔年評価には2条1(c)に関連する情報の整理が含まれていることから、次回は2022
年になると考えられる。9 条 5 の提出情報の集約・統合と SCF による隔年評価は GST の

情報源と位置付けられており、2 条 1(c)に関するこれらの情報は GST で活用されることに

なる。 
また、新規の資金動員目標の議論に際しては、途上国のニーズに加え、「資金フローを低

GHG 排出・気候強靭発展の経路に整合させることを含む形で、持続可能な発展と貧困削減

の努力という文脈の中での気候変動の脅威へのグローバルな対応を強化するという目的」

も検討することになっているため、2 条 1(c)に関する支援の事前情報の集約・統合、SCF に

よる 2 条 1(c)関連情報のマッピング、これらを用いた GST における評価結果は、この文脈

でも用いられると予想される。ただし、資金フローの評価が、資金動員の新規目標にどのよ

うに関連付けられるのかは、今のところ、明らかではない。 
 
コラム SCF による 2 条 1(c)関連情報の整理 
 SCF は、2018 年に発表した気候資金の隔年評価の中で、2 条 1(c)に関連する情報を整理

した。国際エネルギー機関（IEA）、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）、気候債権イニ

シアティブ（CBI）、Swiss Re Institute、Asset Owner Disclosure Project などの情報に基

づき、気候資金、再エネ投資、化石燃料投資、エネルギー投資ニーズなどの資金フローの金

額と、低炭素投資の管理下資産（asset under management）、グリーンボンド・気候関連債

権の残高、2050 年時点に座礁化している恐れのある資産、2070 年時点でリスク下にありう

る不動産などのストックの金額をマッピングした（図 2-6）。 
 また、関連する取り組みとして、金融システムグリーン化のための中央銀行・監督当局ネ

ットワーク（Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System）、

EU のサステナブルファイナンスに関するハイレベルグループ（High-Level Group on 
Sustainable Finance）、中国のクリーン金融システム創設のガイドライン、気候関連財務開

示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）などを

                                                   
帰結と影響への対処と(ii)気候変動の悪影響に伴う損失と被害の回避、最小化、対処につい

て、技術的対話の作業に関連する努力を考慮することができることに留意する」と付記さ

れた。これにより、対応措置及び損失と被害を扱う余地が残された。 
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例示した。 
 SCF が 4 年ごとに行う関連情報のマッピングでは、各国や民間による取組みや資金規模

に関する情報を集約していくものと予想される。金融と気候変動については、近年、様々な

取り組みが加速しており、次回のマッピングを行う 2022 年には、2018 年時点よりも相当

に充実した情報が集まるだろう。 

 
図 2-6 SCF による資金フロー・資金ストックのマッピング 

出典：UNFCCC Standing Committee on Finance (2018), “2018 Biennial Assessment 
and Overview of Climate Finance Flows - Technical Report.”33 

 
2-3. 全体構造に関する論点 
(1)NDC のガイダンスの構造（NDC のフルスコープと二分論による差異化の可否） 
①論点の背景 

APA では、協定 4 条の NDC に関するガイダンス（ICTU、アカウンティング、NDC の

特徴）が議題となっていたが、LMDC は、当初から、NDC はフルスコープであり、緩和だ

けではなく、適応と支援も含まれると主張し続けた。ガイダンスを緩和に絞るべきとする他

の締約国との間で議論の前提が揃わず、この議題の検討が遅れる原因となった。 
LMDC がこのような主張を展開する根拠としたのは、協定 3 条である。3 条は「気候変

動へのグローバルな対応への自国決定の貢献として、全ての締約国は、2 条で定められた協

定の目的の達成を目指して、4 条、7 条、9 条、10 条、11 条、13 条で定められた野心的な

努力を実行し、通報する」と定めているが、LMDC は、自国決定の貢献（NDC）は、緩和

                                                   
33https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2018%20BA%20Technical%20Report%20
Final%20Feb%202019.pdf  
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（4 条で規定）、適応（7 条で規定）、資金（9 条で規定）、技術（10 条で規定）、能力構築（11
条で規定）、透明性枠組み（13 条で規定）に関する努力の全てを含みうると主張した。他方、

先進国だけではなく、LMDC以外の大半の途上国グループも、APAで検討されているのは、

協定 4 条で規定された NDC のガイダンスであり、4 条は緩和を扱うものであることから、

ガイダンスのスコープも緩和に限られると反論した。 
協定採択に至る交渉では、途中まで各条文に見出しがついていたものの、COP21 の終盤

に全条文から見出しが削除され 34、4 条が緩和を指すのかという点が、見た目からは明確で

はなくなった。さらに、4 条を巡る交渉過程では 35、この条文における NDC の呼称も大き

な争点になった。論点は NDC を緩和に限ることを明示するか否かという点であり、緩和限

定とする案（nationally determined mitigation contribution）や、緩和以外も含むものの

4 条では緩和は必須とする案（ mitigation component of nationally determined 
contribution）などが示されたが、3 条が決着するまでペンディングとされた 36。結局、

COP21 の最終段階で議長国フランスが提示した合意案の中で、4 条においても、mitigation
という言葉を使わずに、nationally determined contribution とする案が示され、そのまま

合意された。これらの交渉経緯を踏まえれば、見出しは削除されたとはいえ、4 条は緩和を

扱うものであり、したがって、ガイダンスも緩和を扱うとの理解になるが、LMDC は、3 条

と 4 条でともに nationally determined contribution という言葉が使われており、4 条の

NDC を緩和に限定する言葉が無いことから、3 条の NDC と同様、緩和以外も含むと解す

るべきであると主張したのである。 
さらに、サウジアラビアは、適応と経済多様化の取組みによる緩和のコベネフィットを

NDC の一要素と位置付けていることから、4 条のガイダンスに、適応の緩和コベネフィッ

トを含めるべきと主張し続けた。このこともスコープを巡る議論を複雑にした。 
 また、LMDC は、先進国と途上国の間でガイダンスの内容を差異化すべきと主張したが、

先進国と大半の途上国はそのような二分論に基づく差異化に反対した。ICTU は 4 条 8、ア

カウンティングは 4 条 13 に基づくが、どちらの条文も先進国と途上国の間で差異化されて

おらず、ガイダンスを二分論に沿って差異化することは、これらの条文と矛盾する。しかし、

LMDC は、二分論に沿って差異化された UNFCCC の条文を参照するなどして、ガイダン

スにおける二分論の適用を主張した。この点については、次項で述べるパリ協定と

UNFCCC の関係について、理解が揃っていない点が関係している。 

                                                   
34 2015 年 12 月 9 日の交渉文書では、各条文の見出しが残っていた。 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/eng/da01.pdf 
しかし、12 月 10 日の文書では、見出しが削除された。 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/eng/da02.pdf 
その後、12 月 12 日にパリ協定は採択された。Biniaz（2016）によれば、「適応」と「損

失と被害」の関係を曖昧にするために、条文の見出しが削除されたとのことである。 
35 当時の交渉文書では、現在の 4 条は、3 条と位置付けられていた。 
36 当時の交渉文書では、現在の 3 条は、2 条 bis と位置付けられていた。 
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 4 条における NDC のスコープや、4 条のガイダンスにおける二分論の可否は、協定の根

幹に関わる問題であり、仮にフルスコープであるとされたり、二分論に沿って差異化された

りした場合には、パリ協定の性質を大きく変えてしまうおそれがあった。 
 
②COP24 における合意内容 
 合意されたガイダンスには、Annex I に ICTU のリストが、Annex II にアカウンティン

グのルールが記載されているが、その内容を見ると緩和に関する項目に限定されている。た

だし、決定本文にも、Annex にも、これを緩和に限るとは書かれていない。 
他方、決定本文には「ICTU のガイダンスは、NDC に緩和以外の要素を含めることを予

断しないことを強調する。締約国は NDC 提出時に他の情報を提出可能であり、特に 7 条

10 に言及されている適応報告（adaptation communication）を NDC の要素として、また

は NDC とともに提出ことが可能であることに留意する」とのパラグラフが盛り込まれた。

これは、ICTU のガイダンスが実質的に緩和されていても、締約国は他の要素を NDC に含

めることが可能であることを強調しつつ、適応については既に 7 条に関連規定があること

を指摘するものであり、NDC に適応も含めたい国に配慮したものである。適応と経済多様

化による緩和コベネフィットについても、Annex I と Annex II をコベネフィットに関連す

る範囲で適用するとのパラグラフが決定本文に記載され、Annex I にも、コベネフィットに

関連する項目が複数、盛り込まれた。 
 協定 3 条については、決定の前文に「パリ協定の関連する条文（3 条と 4 条を含む）を想

起し（Recalling relevant Articles of the Paris Agreement, including Articles 3 and 4）」
と記載され、ガイダンスの文脈に 3 条が含まれることが暗示された。ただし、決定本文と

Annex には、3 条に関する記載がなく、ガイダンス本体に 3 条の影響は見られない 37。 
 また、ガイダンスは全ての国に共通なものと位置付けられ、二分論に沿った差異化はなさ

れなかった。ただし、決定本文に、「先進国はエコノミーワイドの排出総量削減目標を引き

受けることでリードし続け、途上国は緩和努力の強化を継続し、時間とともにエコノミーワ

イドの排出削減または抑制目標に移行するように奨励されるという協定 4 条 4 を想起する」

というパラグラフが盛り込まれた。4 条 4 を条文のままなぞるだけであり、新しい内容が追

加されたわけではない。また、この条文の助動詞は should であり、そもそも義務的な規定

ではない。そのため、二分論に関するパラグラフが決定に盛り込まれたという象徴的な意味

はあるが、実質的な意味合いには乏しい。 
 ただし、3 条と 4 条 4 への言及を残すことによって、将来、このガイダンスを見直す時

                                                   
37 なお、協定の実施指針を構成する各決定を COP から CMA に送付する決定において、

協定 3 条を文言を変えずに reaffirm するパラグラフが盛り込まれた。3 条は 4 条の NDC
のガイダンスだけではなく、協定全体に関係するものであることを暗示する意味合いがあ

るものと思われる。 
 決定の advance unedited version は下記リンクを参照。 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_1cp24_final.pdf 
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に、NDCのフルスコープや二分論による差異化を再び持ち出す可能性を残したともいえる。

なお、今回の決定において、2027 年の CMA10 でガイダンスの見直しを開始し、必要に応

じて、2028 年の CMA11 で採択するものとされた。 
 
(2)パリ協定と UNFCCC の関係 
①論点の背景 
 協定を交渉している段階から、パリ協定と UNFCCC の関係、特に二分論による差異化な

どの UNFCCC の規定がパリ協定にも引き継がれるのかが争点となってきた。協定の各条

文に UNFCCC と同様の規定を設けるのか否かを、それぞれの分野で交渉しつつ、協定の目

的（purpose）を巡る交渉では、パリ協定と UNFCCC の関係を全体的にどのように規定す

るのかが論点となり、COP21 における交渉の終盤においても、文言が二転三転した。 
COP21 の 2 週目に議長国フランスが提示した協定案の 1st draft では、それまでの交渉

で示された各国の提案を踏まえ、協定の目的（purpose）について、“The purpose of this 
Agreement is to [enhance the implementation of the Convention and to achieve its 
objective] [further implement the objective of the Convention set out in its Article 2 
[through enhanced action, cooperation and support]]”との文言なっていた 38。1 つ目のブ

ラケットは、協定の目的を UNFCCC の実施強化と位置付ける LMDC の意見であり、パリ

協定は UNFCCC の下にあるとの立場を示唆している。2 つ目のブラケットは、協定の目的

を UNFCCC の「目的（objective）」の更なる実施と位置付ける先進国の意見である。

UNFCCC の 2 条は、「この条約及び締約国会議が採択する法的文書には、この条約の関連

規定に従い、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気

中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極的な目的（the ultimate objective）とす

る」と定めており、究極の目的については、COP が採択する他の法的文書にも波及する形

となっている。他方、UNFCCC の他の規定については、COP の機能と紛争解決という手続

き的側面を除いて、COP が採択する他の法的文書には波及していない。先進国の意見はこ

の構造を反映し、UNFCCC とパリ協定の接点を最小限に留める立場と理解される。 
その後に示された 2nd draft では、“The purpose of this Agreement is to further 

implement the objective of the Convention as set out in its Article 2 through enhanced 
action, cooperation and support, in the context of sustainable development and efforts to 
eradicate poverty”となり 39、先進国の立場に大きく寄せつつも、持続可能な発展と貧困削

減の文脈を付加することで途上国に配慮する形になった。 
そして、最終的には、“This Agreement, in enhancing the implementation of the 

Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat 
of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate 

                                                   
38 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/eng/da01.pdf 
39 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/eng/da02.pdf 
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poverty”となった。2nd draft と比べると、かなり途上国に寄ったように見えるが、“in 
enhancing the implementation of the Convention”の意味合いに解釈の余地がある。つま

り、協定を UNFCCC 実施のための国際条約と位置付ける解釈も、協定は条約の強化に資す

るという文脈を述べたに過ぎないという解釈も可能であり、UNFCCC とパリ協定の関係が

より曖昧になった 40。 
 
②COP24 における合意内容 
 パリ協定と UNFCCC の全体的な関係は非常に政治的な論点であり、実施指針の交渉で

はほとんど扱われなかったが、実施指針を構成する各決定を一括採択する決定の前文にお

いて、パリ協定をどのように表現するかを巡って若干の議論があり、最終的には、“the Paris 
Agreement, adopted under the Convention”という文言で落ち着いた 41。パリ協定が

UNFCCC の下にあるようにも、単に UNFCCC の COP で採択されたという事実に言及し

ているだけにも読めるという点で、曖昧な決着であったと言える 42。 
 
コラム 共通だが差異ある責任の原則について 

                                                   
40 なお、COP21 決定のパラグラフ１では、“the Paris Agreement under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change (hereinafter referred to as “the 
Agreement”)”を採択するとされており、パリ協定が UNFCCC の下にあるように読める。

他方、同決定の Annex に掲載された協定の本文では、協定の名称が“Paris Agreement”と
なっており、under the UNFCCC は使われていない。この点においても、両条約の関係

は曖昧にされていることが分かる。 
41 決定の advance unedited version は下記リンクを参照。 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_3cma1_final.pdf 
42 条約法に関するウィーン条約の 30 条には「同一の事項に関する相前後する条約の適

用」に関する規定があり、 
「２ 条約が前の若しくは後の条約に従うものであること又は前の若しくは後の条約と両

立しないものとみなしてはならないことを規定している場合には、当該前の又は後の条約

が優先する。  
３ 条約の当事国のすべてが後の条約の当事国となつている場合において、第五十九条の

規定による条約の終了又は運用停止がされていないときは、条約は、後の条約と両立する

限度においてのみ、適用する。  
４ 条約の当事国のすべてが後の条約の当事国となつている場合以外の場合には、  
（ａ）双方の条約の当事国である国の間においては、３の規則と同一の規則を適用する。  
（ｂ）双方の条約の当事国である国といずれかの条約のみの当事国である国との間におい

ては、これらの国が共に当事国となつている条約が、これらの国の相互の権利及び義務を

規律する」と定められている。パリ協定と UNFCCC の関係について、既に述べてきたよ

うに、どちらかの条約に従うものとの明確な規定はないことから、30 条 2 の規定は適用さ

れないものと考えられる。そうすると、両条約を締結している国家間については、30 条 4
の規定に従い、UNFCCC はパリ協定と両立する限度においてのみ、適用することとな

る。ただし、両条約の間に明確に矛盾する規定（どちらかを満たすと他方を満たすことが

できなくなる規定）は存在していないと思われることから、この点が実際に問題になる状

況は考えにくい。 
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 UNFCCC に盛り込まれた、共通だが差異ある責任（common but differentiated 
responsibilities，CBDR）の原則は、二分論による差異化による差異化の根拠として用いら

れてきたことから、2013 年に新合意を巡る交渉を開始した際に、先進国はこの原則を合意

に含めることに反対した。その後、2014 年 11 月に米国のオバマ大統領と中国の習近平国

家主席が気候変動に関する共同声明を発表し、2015 年の合意は、 “common but 
differentiated responsibilities and respective capabilities, in light of different national 
circumstances”の原則を反映するものであるとのパラグラフが盛り込まれた。一見したとこ

ろ、米国が CBDR を認めたようにも見えるが、その後ろに“in light of different national 
circumstances”が付記されており、これによって二分論ではなく、国別の状況に応じた差異

化を指すものとの読み方が可能になった。 
 パリ協定においても、2 条 2 に、 “the principle of common but differentiated 
responsibilities and respective capabilities, in the light of different national 
circumstances”（以下，CBDRRC -DNC）が含まれたが、これをどのように盛り込むかを巡

っては、条文が二転三転した。議長国フランスによる協定案の 1st draft では、“This 
Agreement will be implemented on the basis of equity and in accordance with the 
principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the 
light of different national circumstances”となっており、CBDRRC-DNC の原則が先に存

在し、それに基づいて協定が実施されるという意味合いになっていた。 
他方、2nd draft では、“This Agreement [will be implemented on the basis of] [reflects] 

equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the 
light of different national circumstances”となり、2 つ目のブラケットの[reflects]にする

と、出来上がった協定が CBDRRC-DNC 原則を反映している、つまり協定の条文の中に原

則が既に埋め込まれているということになる。パリ協定の条文は、資金支援など二分論の差

異化に基づく部分もあるが、そうではない条文も多く、CBDR の意味が変質することを実

質的に意味する。 
最終的には、両者の折衷案として、"This Agreement will be implemented to reflect 

equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective 
capabilities, in the light of different national circumstances"が提示され、原則が先に存在

するとも、協定の条文が先にあるとも読めるようになった。 
 なお、COP24 で合意された実施指針では、指針を構成する各決定を一括採択する決定の

前文と、透明性枠組みの MPG を含む決定の前文において、2 条 2 が想起（recall）されて

いるだけであり、協定の条文が先に存在しているという理解により近づいたと考えられる。 
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第 3 章 主要国の動向 

 
 本章では、主要国（米国、EU、中国、インド）の動向を概観する。 
 
3-1. 米国 
(1)目標・排出量 
2020 年目標・2025 年目標 
 オバマ政権は、2009 年の COP15 の直前に、2020 年の排出目標として、「2005 年比で

17%程度（in the range of 17%）の削減」を提示。その後、2010 年に UNFCCC 事務

局に提出 43 
 「17％削減」は、当時検討されていた国内排出量取引法案の内容と整合的な目標 

 オバマ政権は、2014 年 11 月の米中首脳会談後の共同声明の中で、2025 年の排出目標

として、「2005 年比で 26～28%削減」を提示 44 
 「26～28%削減」は、既存法の下での施策で実現可能な数字と説明 

ただし、削減内訳は明示せず 
 トランプ大統領は、パリ協定脱退表明時に、オバマ政権の目標（2025 年に 2005 年比

26～28%減）の実施中止を表明 45 
 
CO2排出量の実績（エネルギー関連 CO2） 
 2017 年のエネルギー起源 CO2排出量は、2005 年比で 14%減（図 3-1 左） 
 2006 年以降のシェールガス革命に伴い、天然ガス火力の発電量が増加し、石炭火力の

発電量が減少（図 3-1 左）。他方、他部門（運輸・産業・民生）の排出はほとんど減少

せず（図 3-1 右） 
 

                                                   
43https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/unitedstat
escphaccord_app.1.pdf 
44https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/11/us-china-joint-
announcement-climate-change 
45https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-
climate-accord/ 
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図 3-1 米国の最近の排出量実績 

出典： 米国エネルギー省・エネルギー情報局 46  
 
(2)国内政策 
トランプ政権が発足直後に提示した政策方針 
 America First Energy Plan（2017 年 1 月 20 日） 

 気候行動計画などの有害で不要な政策を撤廃。これにより、労働者の賃金が今後 7
年で 300 億ドル以上増加 

 シェールオイル・ガス革命を取り込み、多くのアメリカ人に雇用と繁栄をもたらす。

500 兆ドルにも及ぶ未開発のシェール、石油、天然ガスの資源を特に連邦公用地に

おいて活用 
 エネルギー生産からの収入を道路、学校、橋梁、公的インフラの再建に投入 
 クリーンコール技術と石炭産業の復興にもコミット 
 国内エネルギー生産の加速は、国家安全保障上の関心にも合致。OPEC カルテル

や米国の国益に敵対的な国からのエネルギー独立を実現することにコミット 
 エネルギーへのニーズは、環境への責任ある stewardship と手を携えるもの。き

れいな空気ときれいな水の保護等の優先順位は高い。環境保護庁（EPA）の焦点を、

空気と水の保護という本質的なミッションに再度絞る 
 
エネルギー独立と経済成長の促進に関する大統領令（2017 年 3 月 28 日）47 
 全般 

 全省庁長官に対して、国産エネルギー源（特に石油、天然ガス、石炭、原子力）の

開発または利用を阻害しうる全施策をレビューし、120 日以内に、今後の具体的取

り組みを詳細に記した報告案を大統領府行政管理予算局（OMB）に提出し、180 日

以内にその報告を最終決定することを命じる 
 各省庁は、最終報告に記された提言に基づき、施策の停止、改訂、撤回や、それら

                                                   
46 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36953 
47 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-
promoting-energy-independence-economic-growth/ 
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のための行政手続き（notice and comment）を速やかに進める 
 気候変動対応 

 オバマ大統領の気候行動計画を撤回する 
 EPA 長官に対し、クリーンパワープラン（CPP）と新設火力発電所への温室効果

ガス排出規制の速やかなレビューと、適切な場合にはこれらの停止、改訂、撤回や

それらのための行政手続きを進めることを命じる 
 規制影響評価の際に用いる炭素の社会的費用に関する文書を撤回する 

 資源開発に関連する気候変動対応 
 内務長官に対して、炭鉱開発への連邦公有地のリースのモラトリアムを撤回する

ために必要な措置を取るように命じる 
 EPA 長官に対して、石油・天然ガス部門の新規排出源に対する排出規制について、

適切な場合には停止、改訂、撤回の実施や、それらのための行政手続きを進めるこ

とを命じる 
 内務長官に対して、連邦公有地における石油・天然ガス部門の水圧破砕の規制やメ

タン排出の規制について、適切な場合には停止、改訂、撤回の実施や、それらのた

めの行政手続きを進めることを命じる 
 

火力発電所への排出規制（Clean Power Plan）を巡る動向 
 本訴 48 

 CPP の連邦官報（2015 年 10 月）への掲載直後から、多数の州政府および業界が

訴訟を提起 
 2015 年 11 月 7 日まで訴訟に加わる州が増え、最終的には 27 州が訴えを起こす 
 CPP の根拠法である大気清浄法（Clean Air Act：CAA）の規定にしたがい、規制

への訴訟の第⼀審はコロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所（D.C. Circuit）。した

がって、第⼆審は連邦最高裁（Supreme Court of the United States ：SCOTUS）
となり、最大でも二審 

 トランプ政権の環境保護庁（EPA）は、大統領令が署名された 2017 年 3 月 28 日

に D.C. Circuit に対して、大統領令に沿った CPP 見直しを行っている間、訴訟を

一時保留とすることを要請 
 D.C. Circuit は 4 月 28 日に「60 日間の保留」を決定。以後、EPA の要請に応じ

て、保留を延長 

                                                   
48 訴訟に関する文書は、コロンビアロースクールの Sabin Center for Climate Change 
Law が運営するウェブサイト（Climate Change Litigation Databases）及び

Environmental Defense Fund のウェブサイトに整理されて掲載されている。 
http://climatecasechart.com/case/west-virginia-v-epa/ 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-
production-2/assessment 
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 一時差し止め決定 
 規制本体への訴訟とは別に、一部の州と石炭業界は、訴訟終結まで EPA による規

制執行の一時的差し止めを求める申し立てを行なう 
 D.C. Circuit は、2016 年 1 月 22 日に申し立てを却下するも、⼀部州と業界は、連

邦最高裁に上訴申し立て 
 連邦最高裁は、2016 年 2 月 9 日に規制執行の⼀時的な差し止めを決定。9 名の判

事のうち、差し止めに賛成したのは Roberts 長官、Scalia 判事、Kennedy 判事、

Thomas 判事、Alito 判事の 5 名 
 これにより、本訴が続いている間は CPP の効力は停止中 

 EPA による規制見直し 
 2017 年 10 月 10 日、EPA は CPP 撤回案を公表し、2018 年 4 月 26 日を期限とす

るパブリックコメントを実施 49 
 撤回の主たる理由として、①発電所外の取り組みを要する目標を課している

ことが法律に反すること、②世界全体での影響緩和を便益としている点が不

適切であることを提示 
 CPP 撤回後の代替案に関する意見収集のための Advance Notice of Proposed 

Rulemaking（ANPRM）を 2017 年 12 月 18 日に提示し、60 日間のパブリックコ

メントを実施 50 
 2018 年 8 月 21 日に EPA は CPP を代替する規制案を公表し、同年 10 月 30 日を

期限とするパブリックコメントを実施。発電所内の効率改善に資する候補技術

（candidate technologies）のリストを提示し、州政府に対して、リストを考慮し

た個別プラントへの性能基準（standards of performance）を設定するように求め

るもの。CPP は効率改善に加えて、石炭から天然ガスへの燃料転換と再エネ導入

による削減ポテンシャルを考慮しており、規制の基礎となるポテンシャル評価の

範囲を大幅に狭めた 51 
 今後は、代替規制の最終的な内容と決定時期が論点。また、どのような内容であれ、

環境団体や一部州等からの訴訟が見込まれ、最終決着には 1 年以上の時間を要す

る見込み 
 新設石炭火力発電所に対する排出基準（New Source Performance Standard）に

ついても、EPA は 2018 年 12 月 6 日に基準値緩和案を発表 52 

                                                   
49 https://www.epa.gov/stationary-sources-air-pollution/electric-utility-generating-
units-repealing-clean-power-plan-0 
50 https://www.epa.gov/stationary-sources-air-pollution/electric-utility-generating-
units-advance-notice-proposed 
51 https://www.epa.gov/stationary-sources-air-pollution/proposal-affordable-clean-
energy-ace-rule 
52 https://www.epa.gov/stationary-sources-air-pollution/proposal-nsps-ghg-emissions-
new-modified-and-reconstructed-egus 
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その他の施策 
 自動車の燃費・GHG 排出規制の見直し 

 オバマ政権は、その第 1 期において 2025 年までの乗用車の燃費・CO2 排出基準

を定めたが、その際に、2022 年から 2025 年の基準については 2018 年 4 月まで

に中間レビューを行うことも決定していた 53。2017 年に発足する新政権の下で、

中間レビューが本格化すると想定されていたが、オバマ政権の EPA は、大統領選

挙後の 2016 年 11 月 30 日に基準値据え置きを突如提案し、2017 年 1 月 12 日に

中間レビューを終了する最終決定を発出 54 
 業界団体（Alliance of Automobile Manufacturers 及び Global Automakers）は、

トランプ政権の EPA に中間レビューのやり直しを要請。これを受けて、CO2排出

規制を所管する EPA の Pruitt 長官と燃費規制を所管する運輸省（DOT）の Chao
長官は、2017 年 3 月 15 日に、中間レビューのやり直しを表明 55 

 燃 費 規 制 を 所 管 す る 、 DOT 傘 下 の National Highway Traffic Safety 
Administration（NHTSA）と EPA は、2018 年 8 月 2 日に、燃費・CO2排出基準

の見直し案を発表。同年 10 月 23 日を期限とするパブリックコメントを実施 56 
いくつかのオプションを示しつつ、好ましいオプションとして、2020 年時点の基

準値を 2026 年まで据え置くことを提示。同時に、カリフォルニア州に対するウェ

イバー（独自基準の設定可否）についてのパブリックコメントも実施 
 今後は、見直し案の最終的な内容、カリフォルニア州の独自基準の扱い及び決定時

期が論点。また、どのような内容であれ、環境団体や一部州等からの訴訟が見込ま

れ、最終決着には 1 年以上の時間を要する見込み 
 各種の省エネ基準の策定遅延 

 オバマ政権は、機器・設備のエネルギー効率基準を多数決定したが、策定途中のま

ま、政権交代を迎えたものがある。それらについて、2017 年には具体的な動きは

なく、2017 年 12 月に発表された Unified Agenda of Regulatory and Deregulatory 
Actions では、20 件のエネルギー効率基準を”Long-Term Actions”に分類（※今後

1 年間は取り扱わないことを意味する）。2018 年秋時点でも同様の状況 57 
 他方、環境団体や一部州の司法長官が、4 件の基準（無停電電源装置、持ち運び型

                                                   
53 https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/final-rule-model-
year-2017-and-later-light-duty-vehicle 
54 https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/midterm-
evaluation-light-duty-vehicle-greenhouse-gas#previoussteps 
55 https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/midterm-
evaluation-light-duty-vehicle-greenhouse-gas#final-determination 
56 https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/safer-affordable-
fuel-efficient-safe-vehicles-proposed 
57https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaMain?operation=OPERATION_GET_AGE
NCY_RULE_LIST&currentPub=true&agencyCode=&showStage=active&agencyCd=19
00&Image58.x=39&Image58.y=19 
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エアコン、空気コンプレッサー、商業用パッケージボイラー）の実施遅延は違法で

あると裁判所に提訴。カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所は、2018 年 2 月に、

トランプ政権による遅延を違法と認定し、28 日以内にエネルギー効率基準を連邦

公報に掲載するように命令。エネルギー省は、第 9 巡回区連邦控訴裁判所に上訴

58 
 HFC 削減の検討 

 モントリオール議定書のキガリ改正について、国務省は、2017 年 11 月の同議定

書の締約国会合（MOP）において、上院に送付する可能性を示唆しつつも、具体

的なタイムラインを定めていないと発言 59 
 国内規制について、コロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所（D.C. Circuit）は、

2017 年 8 月にオバマ前政権による HFC 規制を否定し、EPA に差し戻し 60 
 EPA は、2018 年 4 月 13 日に通知（notice）を発出し、前政権による規制を執行

せず、D.C. Circuit による差し戻しに対応するための手続きを開始する意向を表明 
 連邦最高裁判所は、2018 年 10 月 9 日に D.C. Circuit による決定をレビューする

ように求める請願（petition）を否定 
 メタン排出削減の見直し（EPA）61 

 EPA は、2017 年 5 月に、石油・ガス施設の新設に対する排出基準を再検討するた

め、その実施の 90 日間延期を「発表」したが、D.C. Circuit は、同年 7 月に EPA
は実施延期の権限を有さないと決定 

 EPA は、2017 年 6 月に、2 年の実施延期を「提案」し、それに対するコメントを

受け付けた後に、同年 11 月に Notice of Data Availability（NODA）を発出し、

30 日間のパブリックコメントを実施 
 EPA は、2018 年 9 月 11 日に規制見直し案を発表。60 日間のパブリックコメント

を実施 
 メタン排出削減の見直し（BLM） 

 内務省土地管理局（Bureau of Land and Management, BLM）は、2017 年 6 月

に、公有地におけるメタン排出制限を再検討するために、2018 年 1 月に設定され

                                                   
58 本訴訟に関する文書は、コロンビアロースクールの Sabin Center for Climate Change 
Law が運営するウェブサイト（Climate Change Litigation Databases）に整理されて掲

載されている。 
http://climatecasechart.com/case/natural-resources-defense-council-v-perry/ 
59 https://www.state.gov/e/oes/rls/remarks/2017/275874.htm 
60 本訴訟に関する文書は、コロンビアロースクールの Sabin Center for Climate Change 
Law が運営するウェブサイト（Climate Change Litigation Databases）に整理されて掲

載されている。 
http://climatecasechart.com/case/mexichem-fluor-inc-v-epa/ 
61 https://www.epa.gov/controlling-air-pollution-oil-and-natural-gas-industry/actions-
and-notices-about-oil-and-natural-gas 
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ていた遵守期限の延期を発表したが、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所は

同年 10 月に実施延期を否定 62 
 BLM は、2017 年 10 月に遵守期限の 1 年延期を「提案」し、同年 12 月に最終決

定 
 カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所は、2018 年 2 月に、1 年延期に対して、

予備的差止め（preliminary injunction）を命令 63 
 規制に反対する業界等は、ワイオミング地区連邦地方裁判所に対して、中断してい

たレビューの再開と規制の即時停止を申請。ワイオミング地区連邦地方裁判所は

2018 年 3 月にレビューを再開し、同年 4 月に規制の重要部分の停止を決定。規制

を推進するカリフォルニア州とニューメキシコ州等は第 10巡回区連邦控訴裁判所

に上訴 64 
 上記の遵守期限延期とは別に、BLM は、2018 年 2 月 22 日に公有地におけるメタ

ン排出制限の大幅緩和案を提案、2018 年 9 月 28 日に最終決定。オバマ政権が 2016
年に導入した規制を撤廃し、それ以前の規制を再導入 65。カリフォルニア州とニュ

ーメキシコ州は、即座にカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に提訴 
 税控除の継続・拡大 

 再生可能エネルギー：2017 年 12 月に税制改革が成立したが、当初、連邦議会下院

の法案の中に、風力発電への投資税控除と生産税控除を大幅に削減する案が盛り

込まれ、上院の法案の中には、再エネへの投資を減速させうる Base Erosion Anti-
Base Tax（BEAT）が含まれていたが、両院協議会において、これらはほぼ取り除

かれた 66 
 CCUS：2018 年 2 月の議会予算合意の中で、CCUS への税控除を大幅拡大。控除

期間は 12 年で、利用に対しては最大$35/tCO2分の控除を、永久的な貯留に対して

                                                   
62 本訴訟に関する文書は、コロンビアロースクールの Sabin Center for Climate Change 
Law が運営するウェブサイト（Climate Change Litigation Databases）に整理されて掲

載されている。 
http://climatecasechart.com/case/california-v-us-bureau-land-management/ 
63 本訴訟に関する文書は、コロンビアロースクールの Sabin Center for Climate Change 
Law が運営するウェブサイト（Climate Change Litigation Databases）に整理されて掲

載されている。 
http://climatecasechart.com/case/california-v-us-bureau-land-management-2/ 
64 本訴訟に関する文書は、コロンビアロースクールの Sabin Center for Climate Change 
Law が運営するウェブサイト（Climate Change Litigation Databases）に整理されて掲

載されている。 
http://climatecasechart.com/case/wyoming-v-united-states-department-of-interior/ 
65 https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/operations-and-
production/methane-and-waste-prevention-rule 
66 下記リンクの報道記事を参照。

https://www.forbes.com/sites/joshuarhodes/2017/12/22/final-gop-tax-bill-more-
confusing-but-not-terrible-for-wind-and-solar/#352084556d65 
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は最大$50/tCO2分の控除を与える（図 3-2） 
 原子力：従来は原子力発電所新設への税控除は 2020 年末までの運転開始が条件と

なっていたが、 2018 年 2 月の議会予算合意の中で、この期限を 6GW 分に限り撤

廃。これにより、Westinghouse の破産で建設が遅れていたジョージア州の発電所

や新型の小型炉も税控除を受けることが可能に 67 
 太陽光パネルへの関税引き上げ 

 2018 年 1 月に、トランプ大統領は太陽光パネルの輸入に対するセーフガードを発

動し、関税を 30%に引き上げ、以後、毎年 5%ずつ引き下げて、4 年目の 15%で固

定化すると発表 68 
 

 

図 3-2 CCUS に対する税控除 
出典：IEA (2018), “Commentary: US budget bill may help carbon capture get back on 

track”69 

 
中間選挙後の連邦議会動向 
 サンライズ運動・Green New Deal 論と、下院における特別委員会の設置 

 中間選挙直後から、若者によるサンライズ・ムーブメント（Sunrise Movement）
と、当選したオカシオコルテス（Ocasio-Cortez）氏が、後に下院議長に就任した

ペロシ（Pelosi）議員に対し、Green New Deal 法案の起草権限を有する特別委員

会の設置を要求。他方、民主党議員の中には、温暖化対策を既存のエネルギー商業

委員会で扱うべきとの意見も。下院民主党は、立法権限と召喚権限を有さない「気

候危機特別委員会（Select Committee on Climate Crisis）」の設置を決定。他方、

                                                   
67 Nuclear Energy Institute（NEI）による下記リンクのリリースを参照。 
https://www.nei.org/news/2018/congress-passes-nuclear-production-tax-credit 
68 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-signing-
section-201-actions/ 
69 https://www.iea.org/newsroom/news/2018/march/commentary-us-budget-bill-may-help-
carbon-capture-get-back-on-track.html 
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既存のエネルギー商業委員会において気候変動への立法等を検討 70 
 2019 年 1 月に、600 超の団体が下院議員に、Green New Deal に関する書簡を送

付。化石燃料へのリース・補助金の廃止、2035 年までに電力を再エネ 100％にす

ること、2040 年までに化石燃料車を全廃することなどを要求 71 
 2020 年大統領選挙に関心を示す民主党候補者ら（ハリス（Harris）議員、ウォー

レン（Warren）議員、ブッカー（Booker）議員ら）が Green New Deal というコ

ンセプトへの支持を表明し、上院における Green New Deal 決議案に共同提案者

として署名 72 
 一般論として予想されること 

 気候変動の新規立法はほぼ不可能 仮に下院が気候変動対応法案を通過させたと

しても、共和党が過半数を占め、重要法案の通過に定数 100 のうちの 60 以上を必

要とする上院では通過しない。仮に通過しても、トランプ大統領は拒否権を行使 
 政府予算に民主党の意向が反映される可能性大 歳出法を両院と大統領の合意の

下で毎年成立させなければならないことから、民主党の意向が反映されやすくな

る（2018 年 12 月～2019 年 1 月の政府閉鎖の帰結） 
 閣僚・最高裁判事の任命は共和党がコントロール 上院の過半数の賛成で決定で

きるため 
 
州レベル排出量取引の動向 
 州別の排出量取引制度としては、RGGI（北部 9 州における発電部門のみを対象とした

取引制度）とカリフォルニア州の制度が実施中（表 3-1） 
  

                                                   
70 上野貴弘（2019）「米民主党と気候変動－若年層の運動が活発化 大統領選挙への影響

も」『電気新聞』2019 年 2 月 5 日を参照。 
https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/column/column35.html 
71 書簡は Friends of Earth のウェブサイトに掲載されている。 
http://foe.org/wp-content/uploads/2019/01/Progressive-Climate-Leg-Sign-On-Letter-
2.pdf 
72 決議案は下記リンクを参照。 
https://www.congress.gov/116/bills/sres59/BILLS-116sres59is.pdf 
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表 3-1 カリフォルニア州と北部におけるキャップ＆トレード制度  

 
出典：電力中央研究所作成 

 
州における炭素税導入の検討状況と RPS の導入・検討状況 
 ワシントン州では、2016 年に炭素税導入の住民投票が行われ、否決された。その後も

州議会で検討が続けられ、2018 年 3 月には州議会上院での投票が見込まれたが、可決

に必要な支持が集まらないことが判明し、見送られた。その後、2018 年 11 月の中間選

挙に合わせて、政府収入をグリーン投資に充てる課税案に対する住民投票が実施され

たが、賛成 43%・反対 56%で否決された 73 
 東部州（ニューヨーク州、ロードアイランド州、ワシントン D.C.）においても、炭素

税導入案が検討されたが、ニューヨーク州とロードアイランド州では法案否決 74,75。ワ

シントン D.C.では、クリーンエネ法を別途改正したことにより、税の導入を見送り 76 
 再エネ比率基準（renewable portfolio standards, RPS）については、29 州で導入済み

であり、このうちの 4 州（カリフォルニア州、コネチカット州、マサチューセッツ州、

ニュージャージー州）が 2018 年に基準を強化 77（図 3-3） 
 

                                                   
73 https://www.eenews.net/climatewire/2018/11/07/stories/1060105341 を参照 
74 http://carbon-pulse.com/48228/を参照 
75 http://carbon-pulse.com/52427/を参照 
76 https://www.eenews.net/energywire/2018/12/19/stories/1060110079 を参照 
77 http://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2018_annual_rps_summary_report.pdf
を参照 
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図 3-3  RPS の導入状況 

出典： Barbose, Galen (2018), “U.S. Renewable Portfolio Standards – 2018 Annual 
Status Report”  

 
州における原子力維持策 ニューヨーク州・イリノイ州の ZEC （Zero Emission Credit） 
 制度導入の背景 

 老朽化した原子力発電所が自由化された電力市場の中で競争優位性を失い、存続

が困難となる事例が続出。閉鎖により火力発電が増えると CO2 の排出量が増加す

ることから、州の長期戦略実現のために既存の原子力発電所を維持する必要があ

ると判断 
 制度の概要 

 一定条件を満たす原子力発電所の発電量にクレジットを発行し、小売事業者に販

売電力量に応じた固定価格での買取を義務付ける。固定価格は炭素の社会費用

（Social Cost of Carbon，SCC）に基づき算定され、事業者は買取費用を電気料金

から回収。ニューヨーク州で 2017 年 4 月、イリノイ州で同年 7 月より導入 
 制度導入を巡る訴訟 

 論争の焦点（原告側の主張）は「州をまたがる電力取引は FERC の管轄下にある

ことから、ZECはFERCの権限を侵している」とするもの。連邦地方裁判所（2017/7）
同控訴裁判所（2018/9）は共に両州の立場を支持（州には独自の環境目的を定め、

必要な措置をとる権限があり、その権限内で ZEC の導入が可能）。論争は連邦最

高裁に 78 
 コネチカット州は、別の仕組み（長期契約）による原子力発電所維持策を法制化 79 
 

                                                   
78 https://www.eenews.net/energywire/stories/1060111195 を参照 
79 https://www.eenews.net/energywire/2018/12/07/stories/1060108969 を参照 



144 
 

北東部諸州における Transportation and Climate Initiative（TCI） 
 制度概要＆導入の経緯 80 

 2018 年 12 月、米国北東部 9 州（コネチカット州、デラウェア州、メリーランド

州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、ロードアイラ

ンド州、バーモント州、バージニア州）およびワシントン D.C.が、運輸部門を対

象とするキャップ＆トレードの導入を発表 
 トランプ政権の政策運営に批判的なリベラル派リーダーが、各州の掲げる排出目

標を達成するために、増加が顕著な運輸部門をターゲットとする施策の導入を決

断 
 運輸部門の排出にキャップを設定 
 クレジット売却益は、州の公共交通網整備、電気自動車の充電施設建設等の資金に

活用 
 今後 1 年をかけて制度詳細設計を議論 

 制度概要（RGGI との比較） 
 制度がカバーする排出量 RGGI 76[125]Mt＜TCI 265Mt 
 RGGI 州で TCI に参加しない州 

 メイン州、ニューハンプシャー州、ニューヨーク州 
TCI にのみ参加 
 ペンシルベニア州、ワシントン DC 

 NY（運輸部門最大の排出州）が加わらなかった理由は不明 
 RGGI は 2009 年の制度開始まで 6 年を要した 

TCI ではその経験を生かして制度の詳細設計や各州内での法制度の整備等の手続

きが進められる見通し 
 
  

                                                   
80 下記資料を参照。 
https://www.transportationandclimate.org/system/files/TCI%20Listening%20Session%20Su
mmary%20Report_11-14-2018.pdf 
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表 3-2 RGGI と TCI（参加州および排出量の比較） 

 
出典： US EIA(2015)に基づき電力中央研究所作成 

 
【参考】オバマ政権の取り組み 
オバマ大統領の気候変動行動計画（2013 年 6 月 25 日発表）81 
 2013 年 6 月 25 日、オバマ大統領は今後の温暖化対策についてのスピーチを行い、同

時に、ホワイトハウスのウェブサイトに「大統領気候変動行動計画（The President’s 
Climate Action Plan）」（以下、「行動計画」）が掲載された 

 オバマ大統領は、2013 年 1 月の第 2 期就任演説で「気候変動の脅威に対応していく」

と述べ、2 月の一般教書演説では議会に超党派の法案を検討するよう要請し、「議会の

協力を得られない場合には大統領の権限で実施可能な施策を講じる」と宣言。今回の

「行動計画」は、議会の新規立法が不可能である状況を踏まえて大統領・行政の権限で

実施可能な対策をとりまとめたものという位置づけ 
 「行動計画」は、「①国内の排出削減」、「②国内おける気候変動影響への準備」、「③国

際的なリーダーシップ」という３つの柱からなる。「①国内の排出削減」では、「2020 年

までに 2005 年比で 17％減」という目標を達成するために、図 3-4 の取り組みを列挙 
 

                                                   
81https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/image/president27sclimateac
tionplan.pdf 

RGGI 排出量
[MT-CO2] TCI 排出量

[MT-CO2]

Connecticut + 7.44 + 15.14
Delaware + 3.25 + 4.4
Maine + 1.6 8.77
Maryland + 16.67 + 28.46
Massachusetts + 11.33 + 29.74
New Hampshire + 3.5 6.72
New York + 29.17 71.41
Rhode Island + 2.79 + 4.08
Vermont + 0 + 3.34
Virginia planned 31.83 + 47.24
New Jersey planned 17.87 + 58.12
Pennsylvania 87.85 + 59.51
DC 7.44 + 15.14
制度全体 9 75.75 10 265.17
（VA, NJ加入後） 11 125.45
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図 3-4 大統領気候変動行動計画の概要 

出典：大統領気候変動行動計画に基づき電力中央研究所作成 
 
火力発電所への排出規制－新設発電所への排出基準 
 EPA は、2015 年 8 月 3 日に、新設および改築の火力発電所への排出基準を最終決定 82 

 新設の場合は部分 CCS を前提とする水準（超臨界微粉炭（SCPC）+20%程度の

CCS）で具体的な値は 1,400 lb CO2/MWh-gross = 0.635 kg CO2/kWh-gross。 
 改築（reconstruction）の場合は CCS を前提としない水準（実証された効率的な

発電技術）で具体的な値は、1,800～2,000 lb CO2/MWh-gross = 0.816～0.907kg 
CO2/kWh-gross ※（※熱投入 2,000MMBtu/時未満は 1800 lb CO2(0.816kg 
CO2)/MWh-gross，以上は 2,000 lb CO2 (0.907kg CO2)/MWh-gross 

 新設と改築の定義は以下。 
 ①新設の定義：A new source is any newly constructed fossil fuel‐fired 

power plant that commenced construction on or after January 8, 2014 
 ②改築の定義：A reconstructed source is a unit that replaces components to 

such an extent that the capital cost of the new components exceeds 50 
percent of the capital cost of an entirely new comparable facility. This 
standard would apply to units that reconstruct on or after June 18, 2014. 

 シェール革命により、石炭火力の新設は元々存在せず、この基準を適用する発電所

はほぼ皆無。ただし、CCS を根拠とする基準には、電力・石炭産業の抵抗大 
 
火力発電所への排出規制－既設発電所への排出規制 83 
 EPA は、2014 年 6 月 2 日に州に対する規制手続きの草案（Clean Power Plan）を発

表し、2015 年 8 月 3 日にはパブリックコメントを踏まえて最終決定。手続きとはいう

ものの、州別目標を定めるなど、詳細な内容に踏み込んだもの 
 「州別の火力発電所からの排出目標」、および「州の計画が満たすべき仕様と要件」か

                                                   
82 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2015-10-23/pdf/2015-22837.pdf 
83 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2015-10-23/pdf/2015-22842.pdf 

火力発電所への排出規制
環境保護庁（EPA）に対して、新
設・既設の発電所に対する排出
基準を速やかに定めるように指
示する大統領覚書を発出

再エネの推進
• 2020年までに風力と太陽
光の発電量を倍増

• 内務省に対して、2020年
までに600万世帯分の電力
を賄えるように、再エネ
発電を認可するよう指示

• 2020年までに連邦政府が
補助する住宅における再
生可能エネルギー導入量
を100MWまで拡大

省エネの推進
• 大型車両（heavy-duty 

vehicle）に対する2018年
以降の燃費基準を設定

• 機器と連邦建物に対する
省エネ基準を強化し、政
権第1期の取り組みとあわ
せて、2030年までの累積
でCO2排出を少なくとも30
億トンを削減

非CO2ガスの排出削減
• HFCの使用制限と代替物質へ
の投資促進

• 省庁横断メタン戦略を策定・
実施
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らなる 
 州別目標は「2022 年から 2029 年の平均による中間目標」と、「2030 年以降、隔年で

満たすべき最終目標」の 2 本立て。石炭火力については、「①所内の効率改善、②ガス

火力による代替、③再エネによる代替」を組み込んだ原単位（2030 年に 1,305 
lb/MWh=0.592kg/kWh）を、天然ガスコンバインドサイクルについては、「③再エネに

よる代替」を組み込んだ原単位（2030 年に 771lb/MWh=0.349kg/kWh）を設定し、こ

れらに州別のエネミックスを乗じて、EPA は州別目標を算出 
 目標の形式として、EPA は原単位と総量の両方を提示し、各州は州目標を発電所への

排出基準に転換する場合に限り、どちらかを選べるようになっている（※転換しない場

合、総量のみ） 
 各州は、EPA が示した州別目標を達成するための計画（「州計画」という）について、

2016 年 9 月 6 日までにその草案を、2018 年 9 月 6 日までに最終版を EPA に提出しな

ければならない。ただし、2016 年 2 月 9 日に連邦最高裁が一時差し止め決定（stay 
order）を行い、現時点（2016 年 3 月）で EPA は CPP を執行できない状況 

 規制の下での発電部門の排出量は、現在から 2030 年に向けてほぼ一定のペースで削減

する見通し（図 3-5 左）。その際、石炭火力比率が低下し、天然ガス火力と再エネ電源

の割合が増加（図 3-5 右） 
 

 
図 3-5 Clean Power Plan の下での発電部門の排出見通し（左）と 

Clean Power Plan の下での電源構成の見通し（右） 
出典：EPA のモデル計算等に基づき電力中央研究所作成 

 
Climate Action Plan に掲げられたその他施策 
 Climate Action Plan に掲げられた他の施策の進捗は以下の通り。2014 年以降、具体
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的な動きが継続 
 トラックの燃費規制強化 84 

 オバマ大統領は 2014 年 2 月 18 日に、EPA と運輸省に対し、2018 年モデル以降

のトラック（medium- and heavy-duty vehicle）への燃費基準・排出基準を設定す

るように指示。2015 年 6 月に 2019～2027 年の基準案を提示。2016 年 8 月に最

終決定 
 2012 年時点では、トラックからの排出量は全排出量の 7%程度。EPA は、削減効

果は 2019～2027 年の累積で 11 億トンとの見通しと発表 
 メタン排出削減戦略 

 ホワイトハウスは 2014 年 3 月 28 日に、メタン排出削減戦略を発表し、分野別（埋

立地、炭鉱、農業、石油ガス）の取り組みを強化する方針を提示 85 
 石油ガス部門については、2015 年 1 月に今後の取り組みを発表。新規の設備につ

いては大気浄化法の下で規制を導入しつつ、既存の設備については業界の自主的

に委ねるという方針を提示。これにより、石油・ガス部門のメタン排出が、2025 年

に 2012 年比で 40～45%削減される見通し 86 
 新設設備について、EPA は 2015 年 8 月に新設設備への規制案を発表、2016 年 5

月に最終決定。削減量は 2025 年に 1150 万トン（CO2換算）の見通し 87 
 既存設備について、2016 年 3 月 10 日の米加共同声明の中で、EPA が既存の石油・

ガス部門の排出源からのメタン排出に対する規制作りに速やかに着手し、このプ

ロセスをできる限り迅速に完了させるとの方針を発表。ただし、政権交代までに完

了せず 88 
 埋立地について、2014 年 7 月 1 日に新規埋立地への規制案を発表し、2015 年 8

月には、その後に判明したデータを踏まえ、既設埋立地への排出ガイドラインと新

設埋立地への排出基準の強化案を発表。2016 年 7 月に最終決定 89 
 HFC 削減 90 

 EPA は、2015 年 8 月に特定部門における HFC 利用の規制を最終決定。対象部門

                                                   
84 https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/final-rule-
greenhouse-gas-emissions-and-fuel-efficiency 
85https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/strategy_to_reduce_methane
_emissions_2014-03-28_final.pdf 
86 https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2015/01/14/new-actions-reduce-methane-
emissions-will-curb-climate-change-cut-down-wasted-energy 
87 https://www.epa.gov/controlling-air-pollution-oil-and-natural-gas-industry/actions-
and-notices-about-oil-and-natural-gas 
88 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/10/us-canada-joint-
statement-climate-energy-and-arctic-leadership 
89 https://www.epa.gov/stationary-sources-air-pollution/municipal-solid-waste-landfills-
new-source-performance-standards 
90 https://www.epa.gov/snap/snap-regulations#Rules 
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はカーエアコン、商業用冷蔵庫等。BAU 比で 2020 年に 2900 万トン、2025 年に

6000 万トン、2030 年に 9200 万トン（CO2換算）の削減となる見通し 
 2016 年 12 月にも別の規則を決定。削減量は 2025 年に 700 万トン（CO2換算） 、

2030 年に 1100 万トン（CO2換算）の見通し 
 また 2014 年 9 月 16 日にはホワイトハウスが民間企業との協力を発表し、2025 年

までの累積で 7 億トンの削減になると試算 
 各種の省エネ基準強化 

 エネルギー省は 2014 年 5 月 9 日、業界が定めた建築基準強化案に賛同（affirm）。

これにより、2030 年までの累積で、2 億 3000 万トンの削減との見通し 
 2015 年には、商業用エアコンの効率基準を決定 
 その他にも、2014 年から 2016 年にかけて数多くの省エネ基準を策定 

 
オバマ政権時代における米中の二国間協議 
 2014 年 11 月 12 日、北京で行われた APEC 首脳会議後の米中首脳会談において、米

国・オバマ大統領と中国・習近平国家主席が共同声明を発表し、以下を表明 91 
 米国：2025 年までに、温室効果ガス排出の 2005 年比▲26～28％削減を目指す

（28％となるよう最大限努力） 
 中国：2030 年頃に、CO2排出をピークアウト（早期実現に努力）。また、2030 年

頃に、一次エネルギー消費に占める非化石燃料のシェアを 20％程度 
 同時に、米中クリーンエネルギー研究センターや CCUS 等の協力継続も確認 

 2015 年 9 月 25 日、米中首脳会談にあわせて気候変動に関する米中共同声明を発表 92。

この声明は、「COP21 に向けたビジョン」、「国内対策の前進」、「国際協力の強化」とい

う 3 つの内容で構成 
 「COP21 に向けたビジョン」については、以下の内容 

 差異化を合意の関連する要素に適切に反映すべき 
 強化された透明性のシステムをパリの成果に含める。このシステムには、行動

と支援の適切な報告とレビューが含まれる。能力が足りない途上国には柔軟

性を認める 
 各国の緩和努力は時間とともに野心を高める方向に向かうべき。低炭素経済

への移行に向けた今世紀中頃までの戦略を策定・公表することが重要であり、

今世紀中にグローバルな低炭素変革が必要 
 パリ合意では、適応の重要性を認識し、国内・国際の取り組みを奨励すべき 
 2020 年以降も継続的に資金支援を行うことが重要であり、先進国は途上国へ

                                                   
91 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/11/us-china-joint-
announcement-climate-change 
92 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/25/us-china-joint-
presidential-statement-climate-change 
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の支援を継続し、その意思をもつ他国による支援も奨励すべき 
 各国においても、グローバルにも、基礎的な研究開発を強化することが重要 

 「国内対策の前進」については、米中両国における各種施策を列挙。米国について

は、ほぼ全てが発表済みのもの 
 「国際協力の強化」については、以下の内容 

 これまでの二国間技術協力や都市・州省の協力を指摘 
 米国は緑の気候基金（GCF）への 30 億ドルのプレッジを再確認。中国は、「中

国南南気候協力基金」を立ち上げて、200 億元を利用可能にする。この中で

GCF へのアクセス能力強化も支援 
 米中両国は、GHG 排出の削減における公的資金の役割を議論することにコミ

ットし、低炭素技術への移行に対して優先的に公的資金を用いる。米国は、最

貧国を除き、新設の従来型石炭火力への公的ファイナンスを停止した。中国は、

国内外における高汚染・高炭素排出のプロジェクトへの公的投資フローを厳

格に抑制することを目指して、グリーンで低炭素な政策と規制を強化 
 2016 年 3 月 31 日、核セキュリティサミットの機会を捉えた米中首脳会談にあわせて、

気候変動に関する米中共同声明を発表 93。「米中は 2016 年のできる限り早期にパリ協

定に参加すべく、国内の手順をとる」と表明 
 2016 年 9 月 3 日、G20 首脳会議前の米中首脳会談に際して、パリ協定を同時締結 94 
 
オバマ政権提出の 2025 年目標と既存の排出見通しの乖離 
 オバマ政権は、2014 年 11 月 12 日の米中共同声明で、「2025 年に 2005 年比で 26～

28%削減という目標」を発表 
 2016 年 1 月に UNFCCC 事務局に提出した第 2 回隔年報告書に、2025 年目標の達成

に向けた分析を掲載。「既存措置ケース（Clean Power Plan など既に最終決定した施策

による削減を含む）」では 2025 年に▲17%にも届かないが、「追加措置ケース」では森

林吸収量が最大であれば 2025 年に▲27%となると分析（図 3-6） 
 追加措置ケースに加えられたものは、トラックからの排出削減、産業部門のエネル

ギー需要減、既設建物の省エネ、交通需要の削減、電力部門に対する州の追加的取

組、メタン・N2O の追加削減、モントリオール議定書の下での HFC 削減等 
 前回（2014 年 1 月）の第 1 回隔年報告書と比べると、森林吸収量の見通しが大幅

に増加しており、このことが将来の排出見通しを大きく引き下げた（図 3-7） 
 
  
                                                   
93 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/31/us-china-joint-
presidential-statement-climate-change 
94 https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/09/03/president-obama-united-
states-formally-enters-paris-agreement 
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「Current Measuresケース（Clean Power Planなど既に最終決定した施策による削減を含む）」では 2025年に▲17%に

も届かないが、「Additional Measuresケース」では森林吸収量が最大であれば 2025年に▲27%。Additional Measures

ケースに加えられたものは、トラックからの排出削減、産業部門のエネルギー需要減、 既設建物の省エネ、交通需要

の削減、電力部門に対する州の追加的取り組み、メタン・N2Oの追加削減、モントリオール議定書の下での HFC削減等 

図 3-6 第 2 回隔年報告書（2016 年 1 月）に掲載された米国の排出見通し 
出典：米国第 2 回隔年報告書 95 

 

 

図 3-7 隔年報告における排出量見通しの変化 
出典：米国第 1 回・第 2 回隔年報告書 

  

                                                   
95http://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/applica
tion/pdf/2016_second_biennial_report_of_the_united_states_.pdf 
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3-2. 欧州連合（EU） 
(1) 目標・排出量 

2020 年・2030 年目標と温室効果ガス排出量の実績 
 2013 年以降も京都議定書の第２約束期間に参加。EU27 ヶ国全体で、2020 年に 1990

年比 20％削減の目標。カンクン合意の下では、森林吸収源なしで 2020 年に 1990 年比

で 20%削減との目標。2030 年については、1990 年比で 40％減の目標 
 2017 年時点で既に基準年比 22.4％減となっており、2020 年目標は既に達成（ただし、

2017 年は前年比 0.6%増）。他方で、加盟国が報告した見通し（現状政策の延長＋加盟

国で計画中の施策のケース）を積み上げても、2030 年目標に届かない（図 3-8）。2018
年に EU 全体での施策強化（後述） 

 

 

図 3-8 EU の GHG 排出量の推移と 2020 年・2030 年目標 
出典：European Environment Agency (2018) Greenhouse gas emissions96 

 
2030 年目標の評価 
 欧州委員会（European Commission）による影響評価（impact assessment） 

 「レファレンスケース」として、現状の政策の延長（たとえば ETS 部門は年率

1.74％減を 2020 年以降も継続、エネルギー効率化指令の効果が継続等）を想定 
 「GHG40％減ケース」における経済影響を、レファレンスケースに対するエネル

ギーシステムのコスト増で評価すると、GDP 比で 2030 年に 0.2％。ただし、再エ

ネ 30%・エネ効率改善 30%を追加的に課す場合には 0.54％まで上昇（※限界削減

費用を均等化しない、つまり高い再エネが入るため と推測） 
 2030 年の排出権価格は、①レファレンスケースは€35/tCO2、②GHG40％減ケー

スでは€53/tCO2、③GHG40％減＆再エネ 30%・エネ効率改善 30%は€11/tCO2 

                                                   
96 https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-
economy/greenhouse-gas-emission#tab-based-on-data 
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（※③で安価になるのは、コスト高の再エネ導入で大幅に削減され、残りを ETS
で補うため）97 

 Stanford Energy Modeling Forum（EMF）に参加した 10 個のモデルによる影響評価 
 レフェレンスケースとして、2050 年に 1990 年比 40％減を想定 
 対策ケースとして、2050 年に 1990 年比 80％減を想定。この場合、2050 年目標の

達成に向けて、最適に削減を進めていくと、 2030 年の時間断面では 1990 年比で

47% （40–51%）の削減となる。ゆえに、欧州委員会が掲げる 40％減目標は 2050
年に 80％減と整合的であるが、中央値（47%）でみれば、もっと野心度を上げる

べきとなる 
 対策ケースでは、レファレンスケースと比べて、2030 年の GDP が 0.7％低くな

る。経済影響は moderate と言える 98 
 
(2)域内政策 
EU ETS をめぐる動き 
 価格動向と制度変更 99 

 2005 年 1 月に温室効果ガス排出量取引制度（EU ETS）を導入。EU 加盟国の主

要エネルギー集約産業のうち、約 12,000 施設（installations）を対象（EU の CO2

総排出量のほぼ半分） 
 2011 年 7 月以降、金融危機・経済低迷に伴う排出減により、排出枠は供給過剰と

なり、価格が低迷。2008 年には 30€/tCO2近くまで高騰した価格が、2012 年には

6€/tCO2程度に 
 価格低迷を踏まえ、英国は、2013 年に発電部門への上乗せ価格（Carbon Price 

Support）を導入。フランスも検討していたが、2016 年 10 月に導入を見送り 
 供給過剰で使い切れなかった余剰枠が年々累積し、約 20 億トンに到達。これを踏

まえ、欧州委員会は、排出枠オークションを先送りして、供給量を絞ることを提案。

欧州議会は、2013 年 4 月に提案を否決したが、その後、2013 年 12 月に欧州議会

と閣僚理事会で最終案を採択。9 億トン分のオークションを先送りに 
 2015 年に、2018 年の市場安定化リザーブ（MSR）創設、翌 2019 年からの運用開

始を決定。価格低下に歯止め 
 2018 年 2 月、2021 年以降の制度改革で上限値を超える MSR の無効化が決まる

と、価格は 25€/tCO2近くに上昇（図 3-9） 
 

                                                   
97 http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/docs/swd_2014_xx2_en.pdf 
98 http://www.worldscientific.com/doi/pdfplus/10.1142/S2010007813400010 
99 https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform_en 
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図 3-9  EU ETS のフェーズ別の取引価格 
出典：ICE の ECX Futures のデータ（Quandl より入手）に基づき電力中央研究所作成。 

各年の 12 月限価格の月平均次フェーズ向けの先物価格も含む 
 
 EU ETS 改革 

 オークションを先送りしても余剰枠が増大すると見込まれることから、欧州委員

会は 2014 年 1 月に市場安定化リザーブの創設を提案。その後、2015 年 7 月 7 日

に欧州議会が同案を承認し、同 10 月 6 日に欧州理事会でも承認された。2018 年

にリザーブが創設され、2019 年 1 月 1 日までに排出枠のリザーブへの取り置きが

開始される。また、オークションを先送りした 9 億トン分も、オークションで放出

するのではなく、リザーブに組み込むことを決定。詳細は以下 100 
 2020 年までの第 3 フェーズで、割当されなかった全ての排出枠を 2020 年に

リザーブに追加 
 2019 年から毎年、流通している排出枠の 12%分に相当する枠のオークション

を取りやめ、リザーブに追加 
 流通している排出枠が 4 億トンを下回ったら、1 億トン分をリザーブから市場

へ投入 
 流通している排出枠が 4 億トンを上回り、かつ価格高騰して加盟国が指令に

基づく対応をとった場合、1 億トン分の排出枠をリザーブから市場へ投入 
 2021 年以降の第 4 フェーズに向けた制度改革について、2015 年 7 月に欧州委員

                                                   
100 https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform_en 
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会が発表した指令案を受けて議論を重ね、2017 年 2 月に、欧州議会と閣僚理事会

がそれぞれ修正案を提示。欧州委員会も交えて調整を重ねた結果、2018 年 2 月 27
日に新たな EU 指令を承認 101 

 
表 3-3 EU ETS 第 4 フェーズの制度設計に関する新指令の内容 

 
* CSCF（Cross-Sectoral Correction Factor）：EUA の無償割当が EU 指令 10 条 a(5)に定める最大量を超えないための調整係数 

出典：報道等に基づき電力中央研究所作成 
 
 今後、余剰排出枠の MSR 組み入れ（2023 年以降は上限を超える MSR の無効化）の

結果、排出枠が不足する発電部門の燃料シフト（石炭→ガスへの切り替え）を反映した

価格になると想定。Carbon Tracker による 2018 年 8 月時点の予想価格は、4 ヶ月前

よりも上方修正（切り替え対象となる石炭プラントの熱効率が 36％→38％に、ガスプ

ラント（CCGT）の熱効率が 50％→45％へ） 
 
2030 年目標（1990 年比で少なくとも 40％削減）の達成施策 
 2014 年 10 月に、欧州理事会は、2030 年に 1990 年比で「少なくとも 40%削減」とい

う目標を含む政策パッケージに合意 102 
 目標達成のための施策等を 2018 年に相次いで決定（2 月：EU ETS 改革 103、5 月：非

ETS 部門の加盟国間分担 104、12 月：再エネ・省エネ目標 105） 

                                                   
101 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/27/eu-emissions-
trading-system-reform-council-approves-new-rules-for-the-period-2021-to-2030/ 
102 https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/10/23-24/ 
103 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/27/eu-emissions-
trading-system-reform-council-approves-new-rules-for-the-period-2021-to-2030/ 
104 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/14/effort-sharing-
regulation-council-adopts-emission-reduction-targets/ 
105 https://ec.europa.eu/info/news/new-renewables-energy-efficiency-and-governance-

新指令の内容

キャップ 2021年以降の削減スケジュールを年率2.2％とする．

市場安定リザーブ（MSR)
2023年までのMSRへの組み入れを一時的に倍増し、年24％とする．
2023年にMSR累積残高の適正化を図る措置（制度レビューにおいて特段の変更がない限り、2023年
以降は前年のオークション量を上まわるMSRは無効）

オークション枠 キャップの57％とする枠を設け、CSCF＊が発動された場合は全部門で一律3％縮小する．

無償割当

実際の生産活動を反映した割当ルールとし、ベンチマークを更新する．
リーケージの虞のある部門は100％を無償で割当てる．
他方、リーケージリスクがそれほど高くない部門は、2025年までは30％の無償割当を行うが、2026
年以降段階的に割当率を低下させる（地域熱供給部門のみ、30％の無償割当を維持）

新規リザーブ 現フェーズ（2013-2020）の排出枠の余り、およびMSRからの2億EUAを2021年以降の新規リザーブと
する．2021年以降、余ったリザーブ枠は2億EUAを上限としてMSRに戻される．

補償措置 EU ETSによって間接的な費用負担を被る部門に対し、各国は国家補助規則（State Aid Rules）に反し
ない範囲で費用を補償できる．
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表 3-4 2030 年目標とその達成に向けた分野別の取り組み 

 
出典：電力中央研究所作成 

 
 非 ETS 部門における削減の加盟国間分担 

 欧州委員会は、2016 年 7 月 20 日に“Effort Sharing Regulation”を提案 106 
 非 ETS 部門について 2030 年までに 2005 年比 30％の削減目標を達成するた

め、達成への柔軟性措置を含めた加盟国分担を決定（ルクセンブルク／スウェ

ーデン 40％から、ブルガリア 0％まで幅広い分担率） 
 目標達成において、EU ETS の排出枠利用（上限あり）、土壌吸収クレジット

（上限あり）、繰り越し・前借り・移転等の柔軟性を含める 
 環境閣僚理事会は、2017 年 10 月 13 日に、規制案に合意 107 

 2021 年から 2030 年における毎年の削減目標を加盟国別に設定し、義務化（ル

クセンブルク／スウェーデン 40％から、ブルガリア 0％まで幅広い分担率） 
 セーフティリザーブ（1.15 億トン、1 人あたり GDP が低い国向け）、EU ETS

の排出枠利用（1 回限り、制限あり）、土地利用、土地利用変化及び林業部門

（Land Use, Land Use Change and Forestry：LULUCF）の利用（制限有）、

繰り越し・前借り・移転等の柔軟性を含める 
 欧州連合理事会と欧州議会が、2017 年 12 月 21 日に暫定合意。セーフティリザー

ブは 1.05 億トンに 108 

                                                   
legislation-comes-force-24-december-2018-2018-dec-21_en 
106 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:923ae85f-5018-11e6-89bd-
01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF 
107 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/13/effort-sharing/ 
108 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/21/provisional-
deal-on-effort-sharing-emissions-another-big-step-towards-paris-targets/ 

分野 概要

①拘束力ある
温室効果ガス
削減目標

• 2030年に1990年比で40%削減（域内削減のみ）（EU-ETS部門は2020年以降、年率2.2%ずつ、
排出枠を削減（2030年に2005年比43%削減）。非ETS部門は2005年比で30％削減とし、2018
年5月に加盟国間の義務的な分担を決定

②EU全体の
拘束力ある
再生可能
エネルギー目標

2018年12月に以下を決定
• EU全体で最終消費エネルギーに占める再生可能エネルギーの比率を2030年に32％以上とする
ことを義務化。さらに、欧州委員会は同目標の上方修正の可能性を2023年に検討

• 各加盟国に対し、国家統合エネルギー気候計画の中でEU全体目標への貢献を設定することを
義務化

③エネルギー
効率化

2018年12月に以下を決定
• 「EU全体で2030年に32.5%改善」という非拘束的目標を設定。さらに、欧州委員会は同目標
の上方修正の可能性を2023年に検討

• 各加盟国に対し、国家統合エネルギー気候計画の中でEU全体目標への示唆的（indicative）な
貢献を設定することを義務化

④EU-ETSの改革
• 2021年以降、市場安定化備蓄（market stability reserve）を創設することを2015年に決定。既
存の余剰枠問題に対処しつつ、オークション枠の調整によって市場ショックを緩和（※一定
のルールに基づき、備蓄分の排出枠を放出））

• 排出枠の2%を備蓄し、域内低所得国支援に充当
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 2018 年 5 月に規制を決定 109 
 加盟国間の削減率は 0～40%に分布、セーフティリザーブは 1.05 億トン、EU 

ETS の排出枠利用（EU 全体で 2021～2023 年の累積で 1 億トン以下）、

LULUCF の利用（制限有、最大で 2.8 億トン）、繰り越し・前借り・移転等の

柔軟性 
 土地部門の排出・吸収の勘定 

 2015 年 3 月 6 日に、UNFCCC に約束草案を提示。土地部門の排出・吸収の勘定

方法について、「テクニカルな条件が整い次第、いずれにせよ 2020 年より前に、

政策を確立する」として詳細を示さず 
 欧州委員会は、2016 年 7 月 20 日に、2030 年目標における土地部門の勘定方法を

提案。土地部門からの排出に対して、それと同量の吸収を確保するように加盟国に

義務付けるもの（no debit ルール）。非 ETS 部門の割当の充当や加盟国間の取引な

どの柔軟性も含める 110 
 環境閣僚理事会は、2017 年 10 月 13 日に、規制案に合意 111 

 No debit ルールは欧州委員会の提案通りに維持 
 参照レベルを 2000～2009 年の実績に基づき設定（※欧州委員会の提案は

1990～2009 年。後ろ倒しすることでバイオマス燃料生産に伴う排出が参照レ

ベルに含まれる） 
 No debit ルールの達成が困難な国に対する補償スキームを設定（国別に補償

量を設定、EU 全体で最大 3.6 億トン）。ただし、EU 全体での No debit 達成

等が条件 
 欧州連合理事会と欧州議会が、2017 年 12 月 14 日に、非公式合意。湿地のアカウ

ンティングの開始時期を 2026 年に先送り。それ以外は大きな変更なし 112 
 2018 年 5 月に、上記の内容で規制を決定 113 

 
  

                                                   
109 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/14/effort-sharing-
regulation-council-adopts-emission-reduction-targets/ 
110 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0479 
111 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/13/lulucf/ 
112 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-5286_en.htm 
113 https://ec.europa.eu/clima/news/regulation-land-use-land-use-change-and-forestry-
2030-climate-and-energy-framework-adopted_en 
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3-3. 中国 
(1)目標・排出量 
2020 年目標・2030 年目標 
 2009 年の COP15 の直前に、2020 年の排出目標として、「GDP あたり CO2 排出量を

2005 年比で 40～45％削減」を提示 114 
 米中共同声明（2014 年 11 月 12 日）における 2030 年目標 115 

習近平国家主席は、米国オバマ大統領との共同声明の中で、 
「① 2030 年頃に二酸化炭素排出のピークを実現かつ早期となるように最善努力」 
「②2030 年頃に一次エネルギー消費に占める非化石燃料のシェアを 20％程度」という

目標を発表 
 提出済み約束草案（INDC）（2015 年 6 月 30 日）における 2030 年目標 116 

③ と②に加えて、 
「③ CO2排出の GDP 原単位を 2030 年に 2005 年比で 60～65%削減」と 
「④ 森林ストック量を 2005 年比で 45 億立方メートル拡大」を提示 
 ピーク時である 2030 年頃の CO2 排出総量の見通しや、CO2 以外の温室効果ガ

スの排出見通しは示していない 
 
CO2排出量（GDP 原単位・総量）の実績および見通し 
 中国が 2015 年 6 月に UNFCCC 事務局に提出した約束草案には、2014 年に CO2排出

原単位は 2005 年比で 33.8%減と記載。2017 年 1 月に提出した隔年更新報告書には、

2015 年に 2005 年比で 38.6%減と記載 117 
 国家発展改革委員会によれば、前年比で 2016 年は 6.6%減 118、2017 年は 5.1%減 119、

2018 年は 3.6%減 120。2015 年の削減率に乗じると、2018 年は 2005 年比で 47.5%減 
 気候変動特別代表の解振華は、COP24 直前の記者会見で、2020 年目標を既に達成と発

言 121 
 BP 統計（エネルギー起源 CO2）と EDGAR 統計（非エネルギー起源 CO2）に基づく

と、2020 年目標は 2016 年時点でほぼ達成（図 3-10） 
 
                                                   
114 http://www.china.org.cn/environment/Copenhagen/2009-
12/11/content_19049579.htm 
115 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/11/us-china-joint-
announcement-climate-change 
116https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/China%20First/China
%27s%20First%20NDC%20Submission.pdf 
117 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/chnbur1.pdf 
118 http://www.gov.cn/xinwen/2017-03/17/content_5178353.htm 
119 http://www.gov.cn/xinwen/2018-03/23/content_5276985.htm 
120 http://www.gov.cn/xinwen/2019-03/05/content_5371044.htm 
121 http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-11/27/content_5343629.htm 



159 
 

 

 
図 3-10 中国における GDP※あたり CO2排出原単位の実績（2000 年～2016 年） 

と 2020 年目標（※GDP は 2010 年価格の米ドル） 
出典：BP 統計（エネルギー起源 CO2）と EDGAR 統計（非エネルギー起源 CO2）に基づ

き電力中央研究所作成 
 
 2000 年以降、排出が急増していたが、2013 年以降は横ばい・微減が続く（図 3-11） 

 

 
図 3-11 中国における CO2排出量の実績（1990 年～2016 年） 

出典：BP 統計（エネルギー起源 CO2）と EDGAR 統計（非エネルギー起源 CO2）に基づ

き電力中央研究所作成 
 

 部門別でも同様の傾向（図 3-12） 
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図 3-12 CO2排出量の実績（部門別）（2005 年～2016 年） 

出典：EDGAR 統計等に基づき電力中央研究所作成 
 
GHG 排出量と目標進捗の報告状況 
 中国政府は、UNFCCC の下で過去に 3 度、温室効果ガスのインベントリ（排出と吸収

の目録）を提出 
 2004 年に 1994 年のインベントリを、2012 年に 2005 年のインベントリを、2017

年に 2012 年のインベントリを提出 
 2017 年に 2012 年インベントリを提出した際には、エネルギー統計の改訂に合わ

せて、2005 年インベントリを見直し中であると表明 
 第 1 回隔年更新報告（BUR）の中で、2015 年の CO2排出原単位は 2005 年比で 38.6%

減であったと報告し、さらに、CO2排出原単位、エネルギー消費原単位、エネルギー消

費あたりの CO2排出量について、2005 年を 100 とした経年変化のグラフを提示（図 3-
13） 
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図 3-13 GHG 排出量と目標進捗の報告状況 

出典：中国政府（2017）“The People’s Republic of China First Biennial Update 
Report on Climate Change”122 

 
(2) 国内政策 
エネルギーの 2020 年計画と 2030 年戦略 
 国家発展改革委員会の国家能源局は、2016 年 12 月に「エネルギー発展第 13 次五カ年

計画」を公表 123。2016 年 3 月に、全国人民代表大会で採択された「第 13 次五カ年計

画綱要」に掲げられた目標を含む形で、表に示す各種目標を提示。国家発展改革委員会

の国家能源局は、2016 年 11 月に「電力発展第 13 次五カ年計画」を公表 124 
 国家発展改革委員会は、2016 年 12 月に「エネルギー生産・消費革命戦略（2016－2030）」

を公表 125 
  

                                                   
122 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/chnbur1.pdf 
123 http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201701/W020170117350627940556.pdf 
124 http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201612/P020161222570036010274.pdf 
125 http://www.gov.cn/xinwen/2017-
04/25/5230568/files/286514af354e41578c57ca38d5c4935b.pdf 
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表 3-5 「エネルギー発展第 13 次五カ年計画（2016－2020）」「電力発展第 13 次五カ年計

画」「エネルギー生産・消費革命戦略（2016－2030）」の主要政策目標 
（※太字は拘束力あり） 

 
出典：電力中央研究所作成 

 
石炭消費に関する目標・施策 
 1 次エネルギーに占める石炭の比率はこの 10 年間で 7 割から 6 割強へと急減（図 3-

14） 
 2016 年 3 月 17 日に、承認済みのプロジェクトを含め、15 の地域で 2018 年まで石炭

火力の新設を停止、13 の省では 2018 年まで承認も停止、効率基準・環境基準を満たさ

ない 300MW 未満の 20～25 年以上稼働のプラントを漸次廃止と発表 126 
 2016 年 11 月に公表された電力発展第 13 次五カ年計画では、石炭火力を 2020 年に

1100GW 未満との目標を提示 
 国家能源局は、2017 年 1 月に、13 の省に対し、2021 年までの 85 件の石炭火力建設計

画を延期または中止するよう命令。これは、第 13 次五カ年計画において石炭火力の総

量を 1100GW 以内に抑える目標に沿ったもの 127 
 国家能源局等は、2017 年 8 月に、石炭火力総量を 1100GW 以内に抑えるという目標の

達成のために、2020 年までに 150GW 分の新設を中止・延期、20GW 分の淘汰、420GW
分の低排出改造、340GW 分のエネルギー効率化改造、220GW 分の柔軟性対応改造を

行うとの目標を提示 128 

                                                   
126 下記リンクの記事を参照。 
https://cn.nytimes.com/business/20160426/c26chinacoal/ 
127 http://www.cec.org.cn/xinwenpingxi/2018-01-02/176645.html 
128 http://www.nea.gov.cn/136525062_15026980991471n.pdf 
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図 3-14 中国の一次エネルギー消費の内訳と経年変化 
出典：中国能源統計年鑑に基づき電力中央研究所作成 

 

  

図 3-15 中国の一次エネルギー消費に占める石炭比率 
出典：中国能源統計年鑑に基づき電力中央研究所作成 

 
新エネルギー車の導入政策 
 中国政府（工業情報化部）は、2017 年 9 月 27 日に、新エネルギー車クレジット規制

を最終決定。2019 年に開始 129 
 自動車メーカーに対して、一定量の「新エネルギー車（NEV）クレジット」の取得

を義務付け 
 取得義務量は、従来車の販売台数に一定比率を乗じた量。比率は、2019 年は

                                                   
129 http://www.miit.gov.cn/n1146290/n4388791/c5826378/content.html 
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10%、2020 年は 12%、2021 年以降は今後決定 
 電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド自動車（PHEV）、燃料電池自動車

（FCV）の販売台数に応じて、当該企業にクレジットを発行。1 台あたりの発行量

は以下の計算式によるが、基本的に BEV と FCV に手厚い 
 BEV：0.012×走行距離（km）＋0.8（上限は 5）（※電力消費が大きい車はこ

の 0.5 倍、小さい車は 1.2 倍） 
 PHEV：2（※エネ消費が大きい車はこの 0.5 倍） 
 FCV：0.16×燃料電池の定格出力（kW）（上限は 5）（※出力が小さい車はこの

0.5 倍。上限は 5） 
 ただし、BEV は走行距離 100km 以上かつ最大速度 100km/h 以上、PHEV は

電動走行距離が 50km 以上、燃料電池車は走行距離が 300km 以上であること

がクレジット発行の条件 
 超過達成メーカーは残余クレジットを未達メーカーに売却可能。ただし、BEV で

電力消費の大きいもの、PHEV でエネ消費が大きいもの、FCV で定格出力が小さ

いものについては、発行クレジットは当該企業でしか用いることができない 
 クレジットのバンキングは原則認められていないが、例外的に 2019 年から 2020

年へのバンキングのみ認められている 
 燃費基準（regulation for corporate average fuel consumption）の達成にも NEV

クレジットを充当することが可能。逆は不可 
 2019 年 1 月 1 日に実施開始 

 
排出量取引をめぐる動向 
 中国政府は、第 12 次五カ年計画（2011～2015 年）において、「炭素排出取引市場を逐

次確立」することを発表 
 国家発展改革委員会は、河北省、広東省の２省と、北京、上海、重慶、深圳、天津の５

つの市に対して、排出量取引のモデル事業を行うよう通知を発出 
 2013 年に試行スキームを導入 130 

 試行スキームを開始した省・市 
 深圳市（Shenzhen）：2013 年 6 月 18 日開始 
 上海市（Shanghai）：2013 年 11 月 26 日開始 
 北京市（Beijing）：2013 年 11 月 28 日開始 
 広東省（Guangdong）：2013 年 12 月 19 日開始 
 天津市（Tianjin)：2013 年 12 月 26 日開始 
 河北省（Hubei）：2014 年 4 月 2 日開始 
 重慶市（Chongqing）：2014 年 6 月 19 日開始 

                                                   
130 http://www.nea.gov.cn/2012-09/29/c_131881776.htm 
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 パイロットスキーム間で、裾切り基準、排出区分（直接排出だけか、間接排出

も含むか）、割当方法、基準年などの制度設計にバラつきあり 
 2014 年 12 月に、国家発展改革委員会気候変動対応司は、全国規模の排出権取引の創

設を推進するために「CO2排出権取引の管理に関する暫定措置」を発布 131。さらに 2015
年 1 月には、「全国規模の CO2排出権取引市場の創設推進に関する基本状況と今後の構

想」と題する文書を発表し、①2014～2015 年を準備段階、②2016～2020 年を実施・

改善段階、③2020 年以降を安定深化段階と位置付けて、全国を対象とする排出権取引

市場を徐々に発展させていく方針を提示。特に②については、2016 年と 2017 年を試

行段階と位置付け、省・市を段階的に全国市場に取り込んでいき、2017 年から 2020 年

にかけて全国市場を全面実施し、改善を通じて市場を安定化させるという考え 
 2015 年 9 月 25 日の米中共同声明に、「中国が全国大の排出量取引（鉄鋼、発電、化学、

建設材料、製紙、非鉄金属等をカバー）を 2017 年に開始する」という内容を掲載 132 
 2017 年 12 月 20 日に公表された 9 頁の文書によると、制度構築（MRV，取引システ

ム整備等）と試行期間に各 1 年を要することから、電力部門（電力会社 1,700 社が対

象）を対象とする全国制度の開始は、早くても 2020 年。電力以外の部門を対象に含め

るのはさらに後となる見込み。2017 年 12 月時点で明らかとなっている制度概要は表

3-6 の通り 133 
 現時点（2019 年 1 月 27 日）において、電力部門に対するシミュレーション試行の開

始時期や当該試行の設計は未発表。電力部門では義務的な再エネ証書取引制度が 2019
年に開始することになっており、制度間の整合性も課題 
 

表 3-6 中国のキャップ＆トレードの制度設計 

 
出典：報道資料等に基づき電力中央研究所作成 

                                                   
131 http://www.tanpaifang.com/tanjiaoyi/2016/0331/51777.html 
132 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/25/us-china-joint-
presidential-statement-climate-change 
133 http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/gfxwj/201712/t20171220_871127.html 

制度対象 年間排出量約30億t-CO2（※対象部門は電力に限定）

対象企業数 1,700企業（発電事業者）

対象部門 発電部門（※安定的な運用を確認後、他部門への拡張を示唆。ただし、対象部門
拡張の基準等、具体的な内容は不明）

割当 ベンチマークによる割当となる見込み。事業者への割当は、地方政府が決定か

取引
削減を伴う”リアルな”取引開始は2020年となる見込み
取引参加資格は発電事業者に限定され、金融部門・トレーダー等の参加は市場が
成熟するまで制限される見込み

価格 削減費用を反映した適切な水準となるよう監視。価格安定化措置を導入

不遵守罰則 罰則金等は地方政府が決定（詳細は未定）。不遵守企業名は国のリストに記載、
貸し付け等が困難に

試行制度の扱い 全国制度でカバーされた場合、試行制度の対象から除外される。ただし、試行期
間（2019年まで）の扱いについては不明
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3-4. インド 
(1)目標・排出量 
2020 年目標・2030 年目標 
 2020 年の排出目標として、「GDP あたり排出量を 2005 年比 20～25％削減」（ただし、

農業部門を除く）を提示（※中国は CO2排出の GDP 原単位を目標としているが、イン

ドは対象ガスを明確には指定していない）134 
 インド政府は、2015 年 10 月 1 日に、約束草案を提出。定量的な目標は以下。また、

約束草案を成功裏に実施できるかは、先進国によって提供される実施手段を含む野心

的なグローバル合意次第であると付記 135 
 GDP あたりの排出量を 2030 年に 2005 年比で 33～35%減少 
 技術移転と緑の気候基金（GCF）を含む低コストの国際資金の支援を得て、2030

年までに、全発電容量の 40%を非化石エネルギー源とする 
 2030 年までに追加的な森林被覆を通じて、25～30 億トン分の追加的な炭素吸収 

 
CO2排出量（GDP 原単位・総量）の実績と見通し（エネルギー起源） 
 2020 年目標は、近年のトレンドの延長上にある（図 3-16）。ただし、総量では大幅増

加（図 3-17） 
 

 
図 3-16 インドにおける GDP*あたり CO2排出原単位の実績（2000 年～2016 年）と 

2020 年目標（エネルギー起源）（※GDP は 2010 年価格の米ドル） 
出典：IEA CO2 emissions from fuel combustion 及び世界銀行の GDP 統計に基づき 

電力中央研究所作成 
                                                   
134https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/indiacpha
ccord_app2.pdf 
135https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/India%20First/INDIA
%20INDC%20TO%20UNFCCC.pdf 
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図 3-17 インドにおける CO2排出量の実績（1990 年～2016 年）と 

2020 年目標（エネルギー起源）（※GDP 成長率は 7%と仮定） 
出典：IEA CO2 emissions from fuel combustion に基づき電力中央研究所作成 

 
GHG 排出量と目標進捗の報告状況 
 インド政府は、UNFCCC の下で過去に 5 度、温室効果ガスのインベントリ（排出と

吸収の目録）を提出 
 最新のものは、 2018 年 12 月に提出した第 2 回隔年更新報告（BUR）に掲載し

た 2014 年のインベントリ 136。それ以前については、1994 年 137、2000 年 138、

2010 年 139のインベントリを提出 
 インベントリの時系列については、第 2 回 BIR に具体的な数値を明示せず、グラ

フ形式で提示（図 3-18） 
 インド政府が 2016 年 1 月に提出した隔年更新報告書によれば、2005 年の排出原単位

は 35.14kg CO2e/1000 ルピー（2004～5 年価格）だったが 140、2010 年には

31.014kg CO2e/1000 ルピー（2004～5 年価格）となり、5 年間で 12%の原単位改

善。2018 年 12 月に提出した第 2 回隔年更新報告（BUR）の中で 2014 年の GHG 排

出原単位は 2005 年比で 21%減であったと報告したが、原単位の値は示さず 141 
 

                                                   
136 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/INDIA%20SECOND%20BUR%20High%20
Res.pdf 
137 https://unfccc.int/documents/83420 
138 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/indnc2.pdf 
139 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/INDBUR1.pdf 
140 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/INDBUR1.pdf 
141https://unfccc.int/sites/default/files/resource/INDIA%20SECOND%20BUR%20High%
20Res.pdf 
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図 3-18 インドにおける CO2排出量の実績（1990 年～2016 年）と 

2020 年目標（エネルギー起源）（※GDP 成長率は 7%と仮定） 
出典：インド政府（2018）“India Second Biennial Update Report to the United Nations 

Framework Convention on Climate Change” 
 

 インベントリの時系列を目分量で読み取り、「GHG 排出量（農業部門除く、吸収

分の控除なし）／GDP（ルピー建て）」の経年変化をみると、2014 年は 2005 年比で

18.5%減（図 3-19 左）。一方、「GHG 排出量（農業部門除く、吸収分の控除なし）／

GDP（ドル建て）」の経年変化をみると、2014 年は 2005 年比で 20.8%減（図 3-19
右）。第 2 回 BUR の値に近いのは「ドル建て」の方であるが、第 1 回 BUR では「ル

ピー建て」で報告しており、第 1 回と第 2 回で通貨単位を変更した可能性 
 

 

図 3-19 ルピー建て・ドル建ての GDP*あたり CO2排出原単位の比較 
出典：インド政府（2018）” India Second Biennial Update Report to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change”、世界銀行統計、インド政府

（2018）”Press Note on National Account Statistics Back-series 2004-05 to 2011-12”
に基づき、電力中央研究所作成 
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非化石発電容量比率の見通し 
 中央電力庁の「国家電力計画案」は、2022 年の再エネ 175GW 目標の達成と、2023

年から 2027 年にかけて 100GW 分の更なる再エネ増設があれば、2027 年に非化石電

源の容量比率が 57.37%に達するとの見通し 142 
 その際、電力部門の CO2排出原単位（１ルピーあたり排出量）は、2027 年に 2005 年

比で 53.65%減との見通し 
 

表 3-7 非化石発電容量 

 
出典：中央電力庁(2018), “National Electricity Plan (Volume 1) Generation” 

 
表 3-8 電力部門の CO2排出原単位 

 
出典：同上 

 
NITI Aayog（旧計画委員会）の国家エネルギー政策案 
 NITI Aayog（旧計画委員会）の国家エネルギー政策案 

 インド政府のシンクタンク NITI Aayog（旧計画委員会）は、2017 年 6 月 27 日に、

国家エネルギー政策案を発表し、その中で 2040 年に向けた BAU シナリオと NITI 

Ambition Scenario (NAS)を提示 143。いずれのシナリオも、モディ政権の巨大再エネ

目標の達成が前提。両シナリオの主な結果は下記及び表 3-9、表 3-10 

 電源（容量）の非化石比率：57～66% 

 1 人あたりエネルギー需要：503 kgoe（2012 年）→1055～1184 kgoe（2040

年） 

 1 人あたり電力消費量：887 kWh（2012 年）→2911～2924 kWh（2040 年） 

                                                   
142 http://www.cea.nic.in/reports/committee/nep/nep_jan_2018.pdf 
143 http://niti.gov.in/writereaddata/files/new_initiatives/NEP-ID_27.06.2017.pdf 
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 1 人あたりエネルギー関連排出量：1.2tCO2（2012 年）→2.7～3.5tCO2（2040

年）  

 輸入依存度（非商業エネ含む）：31%（2012 年）→36～55%（2040 年） 

 排出原単位の低下：2030 年に 2005 年比で 45～53%減（→目標を超過達成の見

通し） 

 
表 3-9 NITI Aayog の国家エネルギー政策案のシナリオ 

（BaU シナリオと Ambitious シナリオ）における各種電源の導入量 

 
出典：NITI Aayog の国家エネルギー政策案 

 

  

BAU Ambitious BAU Ambitious
ガス火力 24 34 39 46 70
石炭火力 125 266 251 441 330

炭素回収貯留 (CCS) 0 1 1 26 26
原子力 5 12 12 23 34
水力 41 61 61 71 92

太陽光（PV） 1 59 59 237 275
太陽熱（CSP） 0 4 5 28 48
陸上風力 17 62 62 168 181
洋上風力 0 2 2 19 29
分散太陽光 0 36 36 102 120

その他の再エネ 8 18 20 43 56
合計 221 555 548 1204 1261

非化石容量比率 33% 46% 47% 57% 66%

（単位はGW） 2012
2022 2040
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表 3-10 NITI Aayog の国家エネルギー政策案のシナリオ 

（BaU シナリオと Ambitious シナリオ）における各種電源の発電量 

 

出典：NITI Aayog の国家エネルギー政策案 

(2)国内政策 
再生可能エネルギーに関する目標 
 2015 年 2 月に、新エネルギー・再生可能エネルギー省は、2022 年までに再エネ発電

容量を 175GW に増やすという目標を提示。内訳は太陽光 100GW（ユーティリティ

ースケール 60GW、ループフット 40GW）、風力 60GW、バイオマス 10GW、小水力

5GW 
 太陽光発電については、中央政府による入札で導入するものと各州政府が導入支援す

るものが中心。2017 年には、ある入札で 2.5 ルピー/kWh を切る落札価格。2018 年

も複数回の入札で 2.5/kWh を切る 
 2016 年 1 月 20 日に改定された電力料金政策では、配電会社に対して 2022 年ま

でに販売電力量の 8%分（ただし水力発電分を除く）を太陽光発電から調達する

ことを義務付け。また、新規の石炭火力発電所に対して、一定期日後から再生可

能エネルギーを開発または調達することを義務付け 144 
 インド政府は、2017 年 11 月 24 日に、太陽光 100GW・風力 60GW 達成のため

の経路（trajectory）を公表し、以下の方針を表明 145 
 地上設置型ソーラーパークの入札について、2017 年度に 20GW 分を、2018

年度及び 2019 年度にそれぞれ 30GW を実施（⇒ルーフトップ 40GW の目標

を事実上放棄） 

                                                   
144 http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=134630 
145 http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=173830 

BAU Ambitious BAU Ambitious
ガス火力 115 128 154 181 302
石炭火力 708 1526 1482 2606 1984

炭素回収貯留 (CCS) 0 5 5 137 137
原子力 27 82 87 164 237
水力 144 214 214 248 324

太陽光（PV） 2 99 99 422 489
太陽熱（CSP） 0 11 14 105 185
陸上風力 32 129 129 390 423
洋上風力 0 6 6 62 92
分散太陽光 0 55 55 164 193

その他の再エネ 46 86 101 203 281
電力輸入 5 15 25 71 126
合計 1079 2356 2371 4753 4773

石炭火力比率 66% 65% 63% 55% 42%
非化石発電比率 23% 29% 30% 37% 47%

（単位はTWh） 2012
2022 2040
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 風力発電の入札について、2017 年度に 8GW 分を、2018 年度及び 2018 年度

にそれぞれ 10GW 分を実施 
 近い将来に 20GW 分の設備製造能力を確立 
 ダム上の浮体式太陽光発電、洋上風力、太陽光・風力のハイブリッドシステ

ムによる再エネ容量追加の方法を探索 
 新エネルギー・再生可能エネルギー省は、2018 年に、太陽光入札を行う Solar 

Energy Corporation of India（SECI）に対し、買取価格を 2.5 ルピー/kWh（設

備へのセーフガード関税なしの場合）または 2.68 ルピー/kWh（設備へのセーフ

ガード関税ありの場合）とするように指示 146 
 入札の上限価格設定、輸入設備へのセーフガード関税、物品・サービス税の税率

に関する不透明性が生じた結果、2018 年の第 4 四半期以降、太陽光発電の入札

が急減速 147 
 図 3-20 は、2018 年 12 月末時点までの導入量の推移と目標値を比較したもの 

 

 

図 3-20 インドにおける再エネ導入量の推移と目標値の比較 
出典：中央電力庁公表のデータに基づき電力中央研究所作成 

                                                   
146 下記リンクの報道を参照。 
https://mercomindia.com/mnre-asks-seci-upper-ceiling-solar-tariff/ 
147 下記リンクの報道を参照。 
https://www.pv-magazine.com/2018/12/31/2018-indias-year-of-failed-tenders/ 
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(4)石炭火力 148 
 効率改善 

 インドでは今後も石炭火力が発電部門で中心的役割を果たすと見込まれることか

ら、政府は効率改善の取り組みを実施。全ての新設の大規模石炭火力に超臨界圧

技術を義務付け、老朽火力の改修も段階的に実施中。石炭火力は PAT 制度の下で

も効率改善の対象 
 供給過剰の可能性 

 中央電力庁は、2018 年 1 月に、国家電力計画（発電編）を発表。再エネ、水

力、原子力の導入計画及び既存発電所の廃止見込みを所与とすると、2017～2022
年に必要な新設石炭火力は 6,445MW であるが、計画発表時点において、

47,885MW 分の石炭火力が着工済みであり、供給過剰となり、稼働率（PLF）が

低下する恐れがあるとの見方を提示。他方、2022～2027 年には着工済みの

47,885MW に加えて、新たに 46,420MW 分の石炭火力が必要であるが、変動再

エネの調整が求められるため、稼働率が低くなると指摘 149 
 石炭課税 

 2014 年に 1 トンあたり 50 ルピーから 100 ルピーに引き上げ、2015 年には 200
ルピーに引き上げ。クリーンエネルギーと再生可能エネルギーを支援する

National Clean Energy Fund に充当。さらに 2016 年には、1 トンあたり 400 ル

ピーに引き上げ。税収の使途もクリーンエネルギーだけではなく、その他の環境

対策にも拡大の方針。2017 年には物品サービス税補償基金（※州の税収減を埋め

合わせる基金）に充当する方針を発表 
 
(5)原子力発電 
 インド政府が UNFCCC 事務局に提出した隔年更新報告書によれば、2018 年 6 月時点

で、運転開始済みの原子力発電所の発電容量は合計で 6,780MW である。発電容量を

2032 年までに 63GW に増加させることが目標 150 
 
(6)電気自動車 
 2013 年 1 月に、“National Electric Mobility Mission Plan 2020（NEMMP）”を策定

151。2015 年 4 月には、” Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric 

                                                   
148 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/INDIA%20SECOND%20BUR%20High%20
Res.pdf 
149 http://www.cea.nic.in/reports/committee/nep/nep_jan_2018.pdf 
150https://unfccc.int/sites/default/files/resource/INDIA%20SECOND%20BUR%20High%
20Res.pdf 
151 https://dhi.nic.in/writereaddata/content/nemmp2020.pdf 
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Vehicles in India (FAME India) “を NEMMP の下に定め、政府補助金によりハイブ

リッド車・電気自動車の普及・製造を促進 152 
 ゴヤル電力・石炭・新・再生可能エネルギー大臣（当時）は、2016 年春頃より、

「2030 年に全新車を電気自動車にする」とのビジョンを繰り返し表明 153。2018 年 3
月に、電力省の Singh 大臣は国家 E-モビリティプログラムを立ち上げ。自動車メー

カー、充電インフラ会社、フリートオペレーター、サービスプロバイダーのエコシス

テム活性化が目的 154 
 2019 年 3 月 1 日に第 2 期の FAME を閣議決定。既存のスキームを 3 年間にわたって

延期するもの。公共交通の電化を重視 155 
 
(7)省エネ達成認証取引制度（PAT）156 
 2012 年に、省エネ目標達成のために事業者が証書取引を行う PAT 制度（Perform, 

Achieve and Trade の略称）を開始。2012 年 3 月 31 日に公表された省エネ法改正に

基づく 
 8 業種（火力発電、鉄鋼、セメント、アルミニウム、塩化アルカリ、肥料、紙パイ

プ）の 478 社の指定事業者（Designated Consumers、略称は DCs）に対して、エネ

ルギー消費原単位目標を設定。目標未達の場合は、DCs は指定罰金を払うか、省エネ

証書を購入して埋め合わせ 
 第 1 サイクル（2012 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日）は、事業者目標の合計が

6.69Mtoe 削減であったところ、8.67Mtoe の削減を実現。火力発電以外の業種は、業

種全体として超過達成。309 事業者に対して合計 3.825Mtoe 分の省エネ証書を発行

し、110 事業者が未達分（合計 1.425Mtoe）を満たすために市場参加。2017 年 9 月か

ら取引開始し、96 事業者が証書購入により規制遵守 
 対象とする部門と事業者を毎年拡大しながら、制度を継続中 
 
  

                                                   
152 https://www.fame-india.gov.in/ 
153 下記リンクの報道を参照。 
https://economictimes.indiatimes.com/industry/india-aims-to-become-100-e-vehicle-
nation-by-2030-piyush-goyal/articleshow/51551706.cms 
154 http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=177134 
155 下記リンクの報道を参照。 
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/cabinet-approves-rs-10000-cr-
fame-india-phase-ii-scheme/68211548 
156https://www.beeindia.gov.in/sites/default/files/press_releases/Consolidated%20Report
.pdf 
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表 3-11 省エネ達成認証取引制度（PAT）制度概要 

 

出典：柳美樹ほか（2013）「インド省エネルギー達成認証制度 PAT（Perform, Achieve and 

Trade）と省エネバリア低減への貢献」等に基づき電力中央研究所作成 
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第 4 章 米国における気候変動関連分野の調査 

 
本章では、(1)電力中央研究所が 2019 年 3 月 15 日（日本時間）までに収集した各種情報、

(2)本調査の下で実施した米国出張（2018 年 2 月 25 日～3 月 1 日）および、(3)本調査の下

で米国 Climate Advisers 社に外注した調査に基づき、米国における気候変動関連の動向等

について分析した結果を取りまとめる。 
 

4-1. CO2排出量等の見通し 
 エネルギー省エネルギー情報局（EIA）は、2019 年 1 月 24 日発表の見通し（Annual 
Energy Outlook 2019, AEO 2019）において、エネルギー関連の CO2排出は、2005 年比で

2020 年に 15%減、2025 年に 17%減、2030 年に 18%減と予測した（図 4-1 左）157。部門

別にみると、当面は運輸部門が最大の排出部門である。電力部門は 2020 年頃までは排出が

減少する一方、産業部門は引き続き排出が増加する見通しである（図 4-1 右）。 
 

 
図 4-2 米国の最近の排出量と今後の見通し 

出典：米国エネルギー省・エネルギー情報局のデータをもとに電力中央研究所作成 
 

EIA が 2017 年 1 月 5 日に発表した Annual Energy Outlook 2017（AEO2017）では、

オバマ政権が定めた火力発電所の CO2排出規制（Clean Power Plan, CPP）が完全に実施

される場合、2025 年の電力部門の CO2 排出量は 2005 年比で 31%減となるが、CPP がな

い場合は 23%減に留まるとの見通し 158となっていた。他方、2018 年 2 月 6 日に発表した

Annual Energy Outlook 2018（AEO2018）では、電力部門の当面の排出水準は、CPP の

                                                   
157 https://www.eia.gov/outlooks/aeo/ 
158 https://www.eia.gov/outlooks/archive/aeo17/ 
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実施の有無に関わらず、AEO2017 よりも低くなった。さらに CPP ありの場合となしの場

合の差が縮小し、2025 年の電力部門の CO2排出量は、CPP が完全に実施される場合は 2005
年比で 33%減、CPP がない場合は 29%減となった。排出水準の見通しが下方に変化した理

由として、EIA は①石炭火力廃止の増加、②天然ガス価格見通しの下方修正、および③電力

需要見通しの下方修正を提示した 159。さらに、前述の AEO2019 における CPP なしのレフ

ァレンスケースの排出量は、AEO2018 の CPP ありの場合と同水準であった。なお、

AEO2019 では、CPP ありの見通しは提示されなかった（図 4-2）。このように、電力部門

の排出量は、トランプ政権の下で CPP が撤回される見通しであるにも関わらず、当面は、

減少し続ける見通しとなっている。 
 

 
図 4-2 電力部門 CO2排出量の実績と見通し 

出典：米国エネルギー省・エネルギー情報局のデータをもとに電力中央研究所作成 
 
米国では、既に運輸部門が最大の CO2 排出部門となっており、当面もその状況が継続す

る見通しであるが、近年、原油価格の低下に伴い、車両走行距離（vehicle miles traveled、
VMT）は増加し続けている（図 4-3）。同時に、軽量自動車（light-duty vehicles）の販売に

占めるライトトラック（light-duty trucks）の割合も急上昇しているが、U.S. EIA（2019）
は、今後、原油価格の上昇と自動乗用車の燃費改善により、再び乗用車比率が増加していく

と見込んでいる（図 4-4）。 
 

                                                   
159 https://www.eia.gov/outlooks/archive/aeo18/ 
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図 4-3 VMT の経年変化（2000～2018 年） 

出典：U.S. Department of Transportation ウェブサイト 160 

 

  
図 4-4 軽量自動車の販売に占める乗用車（car） 

とライトトラック（truck）のシェアの実績と見通し 

出典：U.S. EIA (2019) 

 
また、カリフォルニア州等では連邦政府とは別に、ゼロ排出車規制などの対策を進めて

おり、その効果によって、今後、電気自動車やブラグインハイブリッド自動車、ハイブリ

ッド自動車の普及が加速すると見込まれている（図 4-5）。 
 

                                                   
160 http://www.transtats.bts.gov/OSEA/SeasonalAdjustment/ 
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図 4-5 米国における、電気自動車、ブラグインハイブリッド自動車、 

ハイブリッド自動車の普及の見通し 

出典：U.S. EIA (2019) 

 
4-2. 気候変動に関する世論調査 
(1)Gallup 社による世論調査結果 
 Gallup 社は米国民の環境問題や気候変動に対する意識について、ほぼ毎年、世論調査を

行っている。設問の 1 つに「地球温暖化または気候変動をどの程度、心配しているか」があ

り、回答の選択肢として、非常に心配（great deal）、かなり心配（fair amount）、少しだけ

心配（only a little）、全くしていない（not at all）、意見なし（no opinion）がある。図 4-
6 は各選択肢の回答率の時系列変化を示したものである。「非常に心配（great deal）」の回

答率は1990年代以降、何度か上下に変動しているが、過去数年は高い水準で推移している。 
 また、「過去 1 世紀の地球の温度上昇は、人間活動に起因するものか、自然原因によるも

のか」という設問については、回答が図 4-7 のように変化している。2016 年以降、人間活

動によるものとの回答が比較的高い水準で推移していることが分かる。 
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図 4-6 米国民の地球温暖化・気候変動への心配度の時系列変化 
出典：Gallup 社による世論調査結果をもとに電力中央研究所作成 

 

 

図 4-7 米国民の地球温暖化の原因に関する認識の時系列変化 
出典：Gallup 社による世論調査結果をもとに電力中央研究所作成 

 
(2)Quinnipiac 大学による世論調査結果 
 Quinnipiac 大学は米国の世論調査を行っていることで有名であるが、近年、気候変動に

関する質問項目を含めることが多くなっている。また、同大学の調査では、世代別や支持政
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党別の回答の傾向も公表されている。 
 図 4-8 は「気候変動をどの程度、心配しているか」という設問に対し、大変心配（very 
concerned）、ある程度心配（somewhat concerned）、それほど心配ではない（not so 
concerned）、全く心配ではない（not concerned at all）という選択肢の中から、「大変心配」

と回答した割合を世代別に見たものである。2017 年 1 月から 9 月まで高い頻度で調査が行

われているのは、トランプ政権の発足直後で、パリ協定からの脱退などが国民的な関心事に

なっていたためと思われる。全般的な傾向として、18 歳から 34 歳までの若年層が大変心配

と回答する割合が高いが、他の世代と大差ない時期もある。 
 同じ設問に対して、支持政党別に回答の傾向を見たものが、図 4-9 である。2016 年から

2017 年にかけて、民主党支持者が「大変心配」と回答する割合が高まったが、共和党支持

者については 10%近辺でほぼ変化がない。回答者の 4 割弱を占める無党派（independent）
については、2016 年に「大変心配」と回答する割合が増えたが、その後は漸減している。 
 

 
図 4-8 米国民の気候変動への心配度の時系列変化（世代別） 

出典：Quinnipiac 大学による世論調査結果をもとに電力中央研究所作成 
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図 4-9 米国民の気候変動への心配度の時系列変化（支持政党別） 
出典：Quinnipiac 大学による世論調査結果をもとに電力中央研究所作成 

 
4-3. パリ協定を巡る動向 
(1)トランプ政権における動向 
トランプ大統領は、2017 年 6 月 1 日に、パリ協定から脱退し、「米国にとって公平な条

件で、パリ協定または全く新しい取り決めに再加入（reenter）するための交渉」を開始す

ると表明した。また、この日をもって（as of today）、自国決定貢献（NDC）の実施終了と

緑の気候基金（GCF）への拠出停止を含め、協定の全ての実施を停止すると宣言した。トラ

ンプ大統領は、脱退の理由として、①目標が中国・インド等に比べて不公平であること、②

GCF に拠出していない国が多いこと、③憲法上の問題と法的責任の問題を提示した 161。ま

た、環境保護庁（EPA）のプルイット長官（当時）は 2017 年 6 月 2 日の会見で、司法省が

パリ協定からの脱退方法を検討中と指摘しつつ、「我々は UNFCCC の一員であり（中略）

今後も関与を続け、合意に取り組み、米国の利益を第一とする成果を達成するように努める」

とも発言し、UNFCCC 脱退は選択肢には含まれていないことを示唆した 162。 
ヘイリー国連大使（当時）は 2017 年 8 月 4 日に、パリ協定の寄託者である国連事務総長

に協定脱退の意思を通告し、「米国にはパリ協定脱退の権利を行使する意図があり、再関与

の適切な条件を特定できない限り、パリ協定 28 条 1 に沿って、脱退通告が可能になり次第、

                                                   
161 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-
climate-accord/ 
162 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/daily-press-briefing-press-
secretary-sean-spicer-epa-administrator-scott-pruitt-060217/ 
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正式な書面で通告する」と表明した 163。 
 国務省は、COP24 開始時点である 2018 年 11 月 29 日の声明で、可能になり次第、速や

かにパリ協定から脱退する意向であることに言及しつつ、米国の利害に資する level playing 
field を確保するために、パリ協定関連のものを含む交渉に参加すると表明した。また、

COP24 終了直後の 2018 年 12 月 15 日の国務省の声明では、パリ協定に関する政権の立場

は変わらないとしつつ、合意内容について「米国は交渉成果を留意（take note）し、交渉

官の激務を高く評価する。その成果は、経済的な競争相手に対し、米国が 1992 年以降に満

たしてきた水準と一貫した方法で、排出量報告の説明責任を課す重要な一歩である」と指摘

し、一定の評価を示した。他方で、「米国はパリ協定を支えるためのいかなる負担や資金面

の誓約を負わない。気候に関する合意を富の再分配装置として用いることを認めない」とも

述べ、パリ協定の下での途上国支援に対して、強い反対意見も述べた。 
 このように、現時点において、トランプ政権はパリ協定から脱退するという姿勢を変えて

いない。2019 年 2 月に行った米国でのインタビュー調査においても、トランプ政権に翻意

の兆しはないとの指摘が多かった。他方で、トランプ大統領が正式に脱退を通告するかどう

かはもう少し状況を見てみるべきとの意見もあった。 
 
(2)2020 年大統領選挙の民主党予備選挙への出馬を表明した候補者の意見 
 現時点において候補者数は 10 名を大幅に超えているが、ほぼ全ての候補者が、トランプ

大統領が 2017 年 6 月 1 日に脱退意向を表明した時期に、パリ協定を支持する姿勢を示して

いる。トランプ大統領がパリ協定から正式に脱退し、2021 年に政権交代する場合には、新

大統領は政権発足直後にもパリ協定に復帰する可能性が高い。 
 パリ協定の 4 条 2 は NDC の維持（maintain）を締約国に義務付けており、米国は協定

に復帰する際に NDC を提出しなければならない。協定締約国は 2020 年に 2030 年の NDC
を提出することになっているが、米国が新政権の発足直後に復帰する場合、2030 年目標を

復帰までに準備できるかどうかは微妙なところがある。2019 年 2 月に行った米国でのイン

タビュー調査においては、複数の訪問先で、とりあえずはオバマ政権時代の 2025 年目標を

提出しつつ、1 年程度の時間をかけて 2030 年目標を検討するのではないかとの指摘があっ

た。 
なお、オバマ政権は 2016 年 11 月に長期戦略を提出し、2050 年に 2005 年比で 80%以上

削減との目安を掲げつつ、2025 年目標（2005 年比 26～28%減）と 2050 年の 80%減を直

線で結んだグラフを提示した（図 4-10）。このグラフでは、2030 年時点の削減水準は 2005
年比で 40%弱となっている。 
 

                                                   
163 https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2017/CN.464.2017-Eng.pdf 
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図 4-10 オバマ政権の 2050 年長期戦略（2016 年 11 月提出） 
出典：“United States Mid-Century Strategy for Deep Decarbonization”164 

 
(3)緑の気候基金（Green Climate Fund, GCF）への拠出 
 米国は GCF に対して、30 億ドルの拠出を誓約（pledge）しているが、現時点における拠

出額は 10 億ドルに留まっている。オバマ政権はパリ協定採択直後の 2016 年 3 月と政権交

代直前の 2017 年 1 月 17 日に 5 億ドルずつを拠出したが 165、トランプ政権は一切の拠出を

行っていない。 
オバマ政権は、国務省が所管する Economic Support Fund に割り当てられた予算を GCF

への拠出に充当したが、当時の歳出法（Consolidated Appropriations Act, 2016 及び

Further Continuing and Security Assistance Appropriations Act, 2017）には GCF への

拠出を認めるとも禁じるとも書かれていなかった 166。ただし、もともとオバマ政権が GCF
への拠出を歳出法に盛り込むように連邦議会に要求し、それを議会が意図的に削除したこ

とから、上院共和党は Economic Support Fund への予算を GCF 拠出に流用したことに反

発した 167。 
他方、トランプ政権期に成立した歳出法（Consolidated Appropriations Act, 2017 及び

Consolidated Appropriations Act, 2018）には、“No funds are appropriated or otherwise 

                                                   
164 https://unfccc.int/files/focus/long-
term_strategies/application/pdf/mid_century_strategy_report-final_red.pdf 
165 https://www.reuters.com/article/us-climatechange-un-usa-idUSKCN0WA090 
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/01/267067.htm 
166 https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2029/text 
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2028/text 
167 https://www.rpc.senate.gov/policy-papers/state-depts-500-million-transfer-to-the-un 
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made available by this Act for a contribution, grant, or other payment to the Green 
Climate Fund”との文言が盛り込まれ、GCF への拠出が明示的に禁じられた。2018 年の中

間選挙では民主党が連邦議会下院の多数派を奪取したが、2018 年 12 月から 2019 年 1 月の

政府閉鎖を経て新議会の下で成立した歳出法（Consolidated Appropriations Act, 2019）に

おいても同じ文言が維持された 168。 
 
(4)パリ協定を支持する州の連合体 
トランプ大統領の協定脱退表明直後に、協定を支持する州知事による連合体である US 

Climate Alliance が発足し、カリフォルニア州、コロラド州、コネチカット州、デラウェア

州、ハワイ州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ミネソタ州、ニュージャージー州、

ニューヨーク州、ノースカロライナ州、オレゴン州、ロードアイランド州、バーモント州、

バージニア州、ワシントン州、プエルトリコが参加した。また、2018 年の選挙で共和党か

ら民主党に州知事が交代したイリノイ州とニューメキシコ州が 2019 年 1 月に追加参加し

た 169。 
当初から参加している州と追加参加州のエネルギー起源 CO2排出量（2016 年）は、米国

全体の 31%強を占める。参加州は電力部門についても、運輸部門についても、基準年（2005
年）比でみて、不参加州よりも排出が低い水準にある（図 4-11）。 
 

 
図 4-11 US Climate Alliance 参加州と不参加州の電力・運輸部門排出量の推移 
出典：米国エネルギー省・エネルギー情報局の統計に基づき電力中央研究所作成 

 
4-4. 国内政策を巡る動向 
 トランプ政権の動向、連邦議会の動向、州政府の動向については、3 章で詳しく述べた。

以下では、今後の展開を考える上で注視すべきポイントを解説する。 
 
(1)CPP 撤回と代替規制に対する訴訟 
 トランプ政権はまもなく CPP の撤回と代替規制を最終決定する見込みであるが、一部の

                                                   
168 https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-joint-resolution/31/text 
169 https://www.usclimatealliance.org/ 
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州政府や環境団体等がほぼ確実に提訴すると見られている。訴訟終結までには、1 年半から

2 年程度を要するものと見込まれ、トランプ政権第 1 期のうちに終結しない可能性がある。

CPP 撤廃と代替規制の最終決定時期が 2019 年 6 月頃とすれば、トランプ政権第 1 期の終

了まで残り 1 年半程度であるが、コロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所における 1 審と、

最高裁判所における 2 審を終えるのに、1 年半と言う期間は十分とは言えない。 
仮に訴訟が終結せず、2021 年 1 月 20 日に政権交代することがあれば、次期政権の EPA

は、トランプ政権による代替規制の見直しを理由に、訴訟の中断を求める可能性がある。な

お、CPP に対しては、一部州や産業団体が EPA を訴え、コロンビア特別区巡回区連邦控訴

裁判所における 1 審の審理が行われていたが、トランプ政権の EPA は CPP 見直しを理由

に訴訟の中断を求め、コロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所は一定の条件の下にその要

求を認めた。 
 なお、同様の点は、トランプ政権下で撤回・見直しが進む他の温室効果ガス排出規制（メ

タン排出規制など）についても概ね当てはまる。 
 
(2)自動車 CO2排出基準の California Waiver 
 カリフォルニア州は大気浄化法の下で、独自の自動車排ガス基準を定める権利を有して

いる。本来は連邦政府が基準設定を専占（preemption）しているが、大気浄化法 209 条の

規定上、自動車については、カリフォルニア州は連邦 EPA に対して専占の放棄（waiver）
を要求することが可能であり、EPA 長官は法律で定められた条件が満たされない限り、そ

の要求を認めなければならず、この仕組みは California waiver と呼ばれている。他の州に

は独自基準の設定が認められていないが、大気浄化法 177 条により、EPA の承認なしで、

カリフォルニア州の基準を採用できる。 
 オバマ政権が定めた CO2排出基準・燃費基準は、CO2排出基準を管轄する EPA、燃費基

準を管轄する National Highway Traffic Safety Administration（NHTSA）、およびカリフ

ォルニア州大気資源局（CARB）の 3 者の合意によって定められたものであるが、カリフォ

ルニア州は形式上、3 者合意とほぼ内容の基準を独自基準と位置付けて waiver を要求し、

当時の EPA に認められていた 170。他方、トランプ政権下の NHTSA と EPA は、2018 年

8 月 2 日に、CO2 排出基準・燃費基準の見直し案を発表した 171。いくつかのオプションを

示しつつ、好ましいオプションとして、2020 年時点の基準値を 2026 年まで据え置くこと

を提示し、同時に California waiver についてのパブリックコメントも実施した。 
 トランプ政権はまもなく燃費・CO2 排出基準の見直しを最終決定する見込みであるが、

CPP と同様に、一部の州政府や環境団体等がほぼ確実に提訴すると見られている。また、

カリフォルニア州の waiver が取り消された場合、同州はその決定を違法として訴訟を提起

                                                   
170 https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100FGS0.pdf 
171 https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/safer-affordable-
fuel-efficient-safe-vehicles-proposed 
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し、訴訟継続中はオバマ政権時代の基準を独自基準として継続する可能性が高い。また、パ

リ協定を支持する州などが大気浄化法 117 条に基づいてカリフォルニア州に同調する可能

性もある。そうなると、米国全体がトランプ政権の基準を採用する州とカリフォルニア州基

準を採用する州に割れることになり、自動車メーカーは 2 つの基準に同時に対応しなけれ

ばならなくなる。 
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