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今日のお話



国際関係とは？

国際関係とは「国」と「国 」との「際（きわ）」で生じる関係のこと。

「国の３要素」 ＝ 領土、人、主権
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地球環境問題とは？
汚染物質が国境を越える問題。

人類が守りたい自然資源が一部の国にのみ存在・生息している問題 など。

このような問題は、１つの国だけでは

解決できない。

国と国との間の

協調が不可欠。
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なぜ気候変動問題で国際協調が必要？
原因は、二酸化炭素などの温室効果ガスが大気中に増えていること。

＊温室効果ガスを１国だけで減らしても他国が減らさなければ地球全体で減らない。

＊気候変動の悪影響は、自国が排出したガスの量とは無関係に世界各国で生じる。

・・・しかし・・・
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国際の話：国際合意はいかに達成されるのか
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現在１９０以上ある国が受け入れられる国際合意とは？

「国」といっても、人口、国土面積、気候、経済発展水準、

エネルギー源、産業構造、温暖化によって予想される被害などは、国ごとに大きく異なる。

「先進国」と「途上国」 の対立 「排出大国」と「被害を受ける国」の対立



・温暖化が進めば深刻な被害となる。

・二酸化炭素排出量を減らす活動

が省エネや森林保全など温暖

化以外のメリットにつながる。

・自然エネルギー産業など

新しい産業振興・雇用につながる。

・他の国を説得するため

には、自ら行動をとるべき。

・温暖化が本当に深刻な被害をも

たらすかわからない。

・二酸化炭素排出量を減らす活

動が経済停滞につながる。

・炭素税などの対策が国民の経

済的負担となる。

・他の国が排出し続けていたら

自国だけ対策をとる意味がない。

主要国内の話：国の態度はいかに決まるのか

温暖化対策をとるべき！
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リスク認識

対策の経済
性

対外政策

国民（消費者
）

政策決定者

意思決定手続き

温暖化対策は慎重に！

産業界



2013 2015 2020年

気候変動枠組条約

2008～
2012

第２約束期間（CP2)（2013～2020年）目標提示国減少 継続？

COP19 COP20 COP21

京都議定書

2014

科学的知見の

インプット

国の合意を促進・

阻害する諸要件

国内外のインセン

ティブ

異常気象増加による世論の関心

国内の話

国際の話

リスク認識
対策の経済

性

対外政策

第1約束期間（CP1)
（2008～2012年）

IPCC 第５次評価

報告書

合意？
2015.3各国の

削減目標提示

国際枠組みの

イメージ議論
開始？新しい国際枠組み

政治経済情勢・
エネルギー事情
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気候変動枠組条約

京都議定書
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国際交渉会議の工程表

気候変動枠組条約(UNFCCC)
締約国会議（COP）

京都議定書(KP)
締約国会合（CMP）

2009年12月 コペンハーゲン UNFCCC（COP15)/ KP(CMP5)
コペンハーゲン合意（政治宣言）

2011年12月 ダーバン UNFCCC（COP17)/ KP(CMP7)
ダーバンプラットフォーム（COP/CMP決定）2015年合意目指して交渉開始

新しい国際制度構築を目指
した交渉スタート

2013年11月 ワルシャワ UNFCCC（COP19)/ KP(CMP9)
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2015年12月 パリ UNFCCC（COP21)/ KP(CMP11)
2015年合意？

2014年12月 リマ UNFCCC（COP20)/ KP(CMP10)

ダーバンプラットフォーム

・長期目標である２度あるいは
1.5度に至る排出経路と、現在
の2020年目標合計値との間

のギャップの存在を踏まえ、
・2015年末までに、すべての国

に適用しうる議定書、その他
の法的文書、あるいは法的効
力を有する合意された帰結に
至るためのプロセスを開始。



どのような国際制度が望ましいか？

制度評価のための指標

実現可能性配分の衡平性 費用効果性環境保全性

地球全体で必要な
排出抑制は達成で
きるか？

例：
・主要排出国の参
加

・世界全体での排出

上限設定

・長期目標の設定

どれくらい低いコス
トで、地球全体の排
出削減が実現でき
るか？

例：
・排出量取引制度

・限界削減費用を用
いた排出削減量
（省エネ度）

どれくらい負担を国
家間で公正に配分
できるか？

例：
・一人当たり排出量

・一人当たりGDPに
比例した削減率

合意内容が実際
に実施可能か。

例：
・途上国における
財政的、技術的
支援
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責任（汚染者負担の原則）

・国の排出量

・一人当たり排出量

・製品の生産国ではなく、 終
消費者のいる国に排出量を帰属
させる方法

能力（支払能力者負担の原則）

・ 国の国内総生産（GDP）

・ 一人当たりGDP

・ その他のゆたかさ指標
（平均余命や識字率を統合し

た人間開発指数（HDI）など）
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衡平性：立場が異なる主体間でのバランス

「国」の違いを反映した排出削減量の設定はどのようにすれば
よいだろう？今までにさまざまな提案が出されている。

これらの指標を、現在だけで比べるのか、過去から将来にわたって累積で比べるのか？



・温暖化が進めば深刻な被害となる。

・二酸化炭素排出量を減らす活動

が省エネや森林保全など温暖

化以外のメリットにつながる。

・自然エネルギー産業など

新しい産業振興・雇用につながる。

・他の国を説得するため

には、自ら行動をとるべき。

・温暖化が本当に深刻な被害をも

たらすかわからない。

・二酸化炭素排出量を減らす活

動が経済停滞につながる。

・炭素税などの対策が国民の経

済的負担となる。

・他の国が排出し続けていたら

自国だけ対策をとる意味がない。

主要国内の話：国の決定（再掲）

温暖化対策をとるべき！
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リスク認識

対策の経済
性

対外政策

国民（消費者
）

政策決定者

意思決定手続き

温暖化対策は慎重に！

産業界



アメリカ合衆国の2015年を予測する

リスク認識 異常気象は増えているが、一般市民の間では気候変動問題
と結び付けられていない。政府では認識向上。

対策の経済性 エネルギー価格が低いため、省エネ意識が高まらない。しか
し、 近はシェールガスが石炭に代替され始め、負担をかけ
ずに二酸化炭素排出量が減っている。

対外政策 国際社会におけるナンバー１の座が揺らぎ始めている。中国
を対等な交渉相手として、気候変動を二国間協力の柱の一つ
に据える。

意思決定手続き 「条約」「議定書」となると、連邦議会の３分の２の支持が必要。
同じ内容でも「締約国会議決定（COP決定）」であれば行政手

続きだけで済む。

今までと比べると2015年合意に積極的だが、新議定書ではなく締約国会議決
定（COP決定）で決める方が国内に受け入れられやすい。



欧州の2015年を予測する

リスク認識 全般的に環境問題への関心は高いが、加盟国が28カ国に増

え、国ごとに意識の差がある。

対策の経済性 再生可能エネルギーを新しい産業として見い出している国も
あるが、全般的には景気回復が 大の課題。

対外政策 かつては環境問題で国際社会のリーダーシップを取る意欲を
持っていたが、近年その意識は減退。ただしCOP２１はパリで

開催されるため会議を成功させたいと考える。

意思決定手続き 以前よりも欧州連合の加盟国が増え、欧州として意見を取り
まとめるのに時間がかかるようになった。

今までと比べると、2015年合意に消極的。COP21はパリで開催されるため、議定

書の締結に至ることが至上命題となり、内容は二の次になりかねない。



中国の2015年を予測する

リスク認識 国内でさまざまな環境問題が深刻化し、国民への健康被害が
懸念されている。気候変動は環境問題の中では相対的な優
先順位は低いが、他の政治経済問題と比べた環境問題の優
先順位は上がっている。

対策の経済性 急速な経済発展を経て、経済発展以外の課題に目を向ける
余裕が出てきた。気候変動対策に費用はかかるが、省エネや
大気汚染改善など、副次的なメリットがある。

対外政策 今までは途上国の代表の役割を果たしてきたが、米国に並ぶ
経済大国となり、国際社会への協調に配慮する機会が増えた。

意思決定手続き 排出削減目標や再生可能エネルギー導入目標が国の５ヵ年
計画に位置づけられるなど、中央集権的な意思決定。

今までと比べると、2015年合意に積極的。今まで排出削減義務は課せられてこな

かったが、自主的に対策を取り続けていると主張。先進国の過去の責任を追及。



どのような国際制度が合意されそうか？
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• 2015年末のCOP21での新議定書合意の可能性は高

まっている。 ←日本は京都議定書に替わるすべての国が
参加する国際枠組みを主張している。

・すべての国が合意できる「新議定書」（国際法）と、より
具体的な義務が規定される「締約国会議決定（COP決
定）」（手続き規則）の組み合わせが想定されうる。

• ただし、このままだと、気候変動抑制効果が低い形式
的な「新議定書」となりかねない。



時代が変われば、前提条件が変わる
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→ それで良いのか？確かに我々の生活は国が
定める法律によって規定されているので、国と
いう単位は重要だが、自由貿易やインターネ
ットの普及で「国」を超えた活動が急増。

国際社会は「国」との「国」との関係で構築されている。
行動の単位は「国」

気候変動対策は「コストがかかる」ことで、国にとって 「負担」。
国際交渉は負担を押し付け合う交渉

→ それで良いのか？新しい技術を先に獲得
したほうが、将来、得するのではないか？



条約を超えて…
「国際合意がないからやらなくていい」ではない
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「国」という枠を超えて、さまざまな活動が見られるようになってきた。企業、自治体、市民が、
自分たちにとってメリットとなることを自発的に実施している。「条約」は、法律のように行動を
縛ることはできないが、国際社会が進む方向性を示す羅針盤としての役割を果たす。

企業間での
連携

企業の商品
開発

低炭素
まちづくり

「クールビズ」などの
ファッション

自治体の

連合体



ま と め

25

• 気候変動問題への対応には、国際社会全体での対応が不可欠。

• 「国際」の場面では、今までに気候変動枠組条約と京都議定書を

策定してきた。 効果はあったが限定的。追加的な合意が必要。

• 「主要国内」の場面では、2015年合意に前向きな国が多いといえ

るが、合意内容は気候変動抑制に不十分となる可能性が高い。

• 今までどおり条約を踏まえた対応が中心であり続けるだろうが、今

後は、「国際」を超えた人々の活動の役割がより重要になる。



ありがとうございました。

ご質問は、⻲⼭（ykame@ nies.go.jp) へ。


