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③ コンピレーション

3

 

が出されました。 

①はブラケット（括弧）

4

のない、いわゆるクリーンテキストの状態で書かれており、11

月11日付のバージョンよりも全体のパラグラフ数は43から36と若干少なくなりましたが、

INDC（事前協議型国別目標案）の内容についてのオプション数が３つだったものが６つへ

と膨らんでいます。②は 11 月 11 日付のバージョンよりも全体のパラグラフ数は 84 から 94

へと膨らみ、ページ数も 23 ページから 33 ページへと増加しています。③のコンピレーシ

ョンは ADP 共同議長による COP 決定案（12 ページ）の前文部分（プレアンブル）に関して、

６日午後６時までに締約国から提出された意見（インプット）を提出されたそのままの状

態でまとめたもので、195 ページにも及びます。 

８日は朝 10 時から、12 月８日付の文書に対する各国の意見の聞き取りが行われました

が、各国から①の法的位置づけ（legal status）を問う意見が多く出されました。という

のも、①は COP20 での決定文書案であり、②は 2015 年５月までに合意する交渉テキスト案

なのですが、①のなかに［附属書Ⅰ．交渉テキストの要素案］として②全体が含まれてい

ることから、①が COP 決定として採択されることにより②の内容が拘束力をもつことを懸

念しているためです。ADP 共同議長は、これらの質問に「①には法的位置づけはない。それ

は締約国の皆さんが交渉のなかで決めていくことであり、ADP 共同議長が決めることではな

い。②についてはいまだ交渉が進んでいる最中であり、2015 年２月の ADP 会合も控えてい

る。①も②もプレ決定ではない。」と答えています。 

午後は③をベースに、COP 決定文書案の前文部分（プレアンブル）の交渉が行われ、締

約国が発言するときはその国が提出した意見（インプット）を会議場内のスクリーンに映

し出し項目ごとに検討するという形式で議論が進められました。 

②の要素に関する交渉テキスト案は、11 月 11 日付バージョンでまだ議論が済んでいな

かった［Ｋ．約束／貢献の時間軸（目標期間を 2020 年から 2025 年までの５年とするか、

2030 年までの 10 年とするか等）とプロセス（レビューや次期目標の検討プロセスなど）］、

［Ｌ．キャパシティ・ビルディング］、［Ｍ．手続き的・制度的規定］、［Ｎ．附属書］、［Ａ．

前文］、［Ｂ．定義］、［Ｃ．一般］の７つの章も、議論を終え一巡しました。このあと、も

う一度、改訂された文書が出ることになっています。 

 

①ADP 共同議長による COP 決定案の注目点 

INDC の提出時期について、「2015 年３月末までに用意が整わない国は 2015 年５月末まで

に（あるいはそれ以降できるだけ早く）提出するよう要請する」という期限が示されてい
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 各国の意見が対立している場合、それらの意見をブラケット（括弧）に入れて並列的に表
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ます。これは、10 月の ADP でも議論になったところで、たとえばアメリカは５月中には INDC

が提出されていることを想定した内容の発言をしており、その流れを汲んでいるものと思

われます。日本は COP19 決定で示された「準備が整う国は 2015 年３月末までに提出する」

という期限以外の期限は不要との意見でしたが、今回の COP20 で新しい期限が設定される

可能性が出てきています。 

INDC に含めるものは何かについては、「適応を含むことを検討する」と書かれ、更に「野

心的な排出削減および適応行動を支援するため、先進国は 2019 年以降１年毎の実施手段に

関する定量的な貢献を検討する」とされ、11 月 11 日付の文書よりも適応や実施手段に関す

る扱いが引き上げられています。 

INDC と一緒に提出される「情報」は「すべての国が情報を提出する」とされ、「明確さ・

透明性を高め、理解を深めるために、参照基準（それが適当とされる場合は基準年）、時間

枠、実施の期間、対象範囲、想定される努力水準に関する情報、INDC がどのように公平で

衡平か、野心的で条約の目的と合致しているかに関する情報を提供する」とされています。

更に「『情報』は条約の目的に照らして各国から提出される INDC に示される努力を積み上

げたときの影響がどうなのか、自国の INDC がどのように公平で衡平な貢献であると言える

か、その理解を促すものであるということに留意する」とされており、11 月 11 日付の文書

では落とされた衡平性や貢献の積み上げ（aggregate）に関して言及があることは評価でき

る点です。 

INDC の事前協議を行うと想定される場は「ダイアローグ」とされ、開催時期として「2015

年６月から COP21 までの期間」とされていますが、事前協議を行うことに否定的な国もあ

ることから、交渉全体のタイムラインからみて事前協議を行うとしたらどのタイミングか、

どのような方法で行うか（今のところインターネット経由で締約国からの質問を受け付け、

提出した締約国はそれに回答すると想定）、そもそも事前協議を行うのかなどについてはこ

れからの議論次第です。また、この事前協議については、これまでの議長テキストでは NGO

などのオブザーバーなども締約国と同様に質問を出せるとされていましたが、今回の決定

案では、NGO などのオブザーバーは「分析（analyses）を出せる」と後退しています。 

差異化を表す新しい言い回しとして、従来の「Developed country Parties」「Developing 

country Parties」や「AnnexⅠ」「non-AnnexⅠ」という表現とは違う、「Parties with greatest 

responsibility and those with sufficient capability」（大きな責任があり、十分な能

力がある締約国）という表現が用いられていることは注目ポイントです。 

 

②ADP 共同議長による要素に関する交渉テキスト案の注目点 

こちらは、11 月 11 日付のバージョンからオプションがさらに細かくなり全体で 10 ペー

ジ増となっています。たとえば［Ｋ．約束／貢献の時間軸（目標期間を 2020 年から 2025

年までの 5年とするか、2030 年までの 10 年とするか等）とプロセス（レビューや次期目標

の検討プロセスなど）］の章で目標期間（サイクル）を何年とするかについてのパラグラフ

では、11 月 11 日付のバージョンではオプションは４つでしたが、12 月８日付のバージョ

ンではオプションが７つになっています。 
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