
環境NGOから見た国際交渉と

世界の企業の取り組み

朝日地球環境フォーラム2010
分科会「環境経営の新しい姿」

2010年9月14日（火）

ＷＷＦジャパン 気候変動プロジェクトリーダー

小西雅子



本日のポイント

1. コペンハーゲンは失敗だったのか？

2. 日本が「化石賞」の常連だったのはなぜ？

3. 企業がＮＧＯとタッグを組むのは？

4. 地球環境の限界を考えると



１．コペンハーゲンは失敗だったのか？

2009年コペンハーゲン会議（COP15・COP/MOP5 ）

© Leila Meid

http://www.iisd.ca/climate/cop15/

http://www.iisd.ca/climate/cop15/pix/15dec/DSC_4857 wales.jpg


南アフリカ、中国、インド、ブラジル首脳が、膝をつき合わせて © Leila Meid

http://www.iisd.ca/climate/cop15/
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インド、アメリカ、デンマーク、イスラエル首脳の話し合い
© Leila Meid

http://www.iisd.ca/climate/cop15/



“かろうじて”政治合意

「コペンハーゲン合意」のポイント

• 2度未満を目指すことが正式に入った

• 初めてアメリカを含む先進国全体の削減目標と、

（主要な）途上国の削減行動が、国際的に表明されることになった

• 途上国が本当に削減しているのか、国際的にチェックされることに
なった

• 途上国への資金援助額が具体的な数字で入った
• 新規で追加的な資金を途上国へ提供。

先進国共同で、2010～2012年に300億ドル
2020年には毎年1000億ドル動員するというゴールを約束する(para 8)



“かろうじて“の意味

今までの交渉官レベルでは

到底望めなかったこと

「米中の参加、途上国への資金援助額」

が入っている



コペンハーゲン合意の現状
（2010年８月１２日現在）

• １３８カ国が賛同（EU加盟国27カ国を含む）

賛同国の合計排出量は、８６．７６％を占める。

• 賛同しないことを表明した国は８カ国
合計排出量は２．０９%

(ボリビア、キューバ、クック諸島、エクアドル、クウェイト、ナウル、ツバル、ベネズエラ)
(source: UＮＦＣＣＣ http://unfccc.int/home/items/5262.php）

↓
コペンハーゲンでは、

「採択」ではなく「留意」にとどまったが、

なんとか「国際合意」として成り立ちそう

http://unfccc.int/home/items/5262.php
http://unfccc.int/home/items/5262.php


しかし、2度未満に抑えるには程遠い目標・・・

（出所）Climate Action Tracker (http://www.climateactiontracker.org/) 

2100年には、2.9度から4.4度

の気温上昇が予測される。

http://www.climateactiontracker.org/
http://www.climateactiontracker.org/


今後のプロセス

2010年11月/12月 メキシコCOP16 / COPMOP6

会議をホストするメキシコはやる気満々

すでにお金は動き出している

森林減少防止や技術移転など、合意が近い論点も。

2011年の南アフリカCOP17に、

次の「枠組み合意」への道を作ることができるか

2011年11月/12月 南アフリカCOP17 /COPMOP7

京都議定書の次の枠組みに合意！？



２．日本が「化石賞」の常連だったのはなぜ？
（日本は世界からどう見られているか？）

環境NGOが国際交渉で果たす役割り



化石賞って？

気候変動に関連する世界の400のＮＧＯの集まり「ＣＡＮ」が選ぶ

「国際交渉を も妨げる国」に贈られる

2009年まで、日本はアメリカ・カナダと並んで、

歴代化石賞3位以内の常連・・・



日本の印象は2009年9月に劇的に変化！

2009年9月から

• 2020年に1990年比で25％削減目標を発表、

世界から歓迎される！

• 途上国への資金援助！（2012年まで150億ドル）

• 環境ＮＧＯ内で、日本のリーダーシップへの期待度
が高まる。



そもそも環境ＮＧＯって？

• 一国の利害を超えて、地球益のために活動する団体

• WWFには、世界に500万人のサポーター

• 科学者、法務・経済専門家などの専門家集団

• インターネットの登場で、情報収集力は飛躍的に向上、
分析・戦略に基づいて、組織的に活動



ＷＷＦ 会場で情報交換＆戦略会議の様子



本会議場で発言するＮＧＯ



日本に向かって、失意の意を表明する世界のＮＧＯの仲間たち（2009年6月）



メディアも注目する



低炭素社会へ動く潮流は力強い

• 米にオバマ政権、日本に鳩山政権（当時）、オーストラリアにケ
ビンラッド政権（当時）など、前向きなリーダーが揃って交渉が進
んだ

• 京都議定書の1990年比5％削減というレベルとは、はるかに違

う大きな削減目標が議論されている。

• 京都議定書下で、排出量取引やＣＤＭなどの温暖化の制度が、
世界の経済を動かすようになった。

• 温暖化の枠組み内で、巨大な資金が動く！



• Ｗｈｙ？

• Ｍａｎｙ Ｒｅａｓｏｎｓ！

• ブランド向上？

• リスク回避？

３. 企業がＮＧＯとタッグを組むのは？



WWFの場合

“クライメート・セイバーズ”

• WWFと企業との間で温室効果ガス削減に関す

る協定を作るプログラム。

• 企業が排出削減目標を掲げ、WWFと第3者機関

がそれを検証する。

2つの基本的な条件
1. 当該企業のおかれている状況から見て、最大限野心

的な目標を掲げること
2. 目標値は絶対量目標（原単位でない）



クライメートセイバーズ 現在23企業



ＮＧＯとパートナーを組んで
温暖化対策に先進的に取り組む企業のメリット

• 規制の先取り

• 社会で認められる

• 企業内部の説得に使える



日本国内第1号：佐川急便
2003年5月

• 運輸部門では、初めて。

• 2002年度のCO2排出量を基準として、
2012年までに6％を削減。

• 天然ガス車を約7000台導入

• 地球環境大賞など数多く受賞

環境担当者のお話

「ガソリンが高騰した2007年、

影響が少なくてすんだ。
天然ガス車に切り替えを進めて、
燃料の多様性を確保していたから。
早めの温暖化対策は、リスク回避になった



多国籍企業ソニーの参加
2006年7月

• 第1次目標は達成（全世界のソ
ニー施設において､2010年まで
に､2000年レベルからGHG排出
量を7％削減）

• 第2次目標、2015年30％

• 「2℃未満」目標を支持

• 製品の省エネ化を通じ､消費サ
イドのCO2削減

• 資源エネルギー庁長官賞など
多数受賞＆FTSEなどの常連

2006年7月25日記者発表

ハワード・ストリンガー会長（東京宣言2007年）

「悪化した環境下では、ビジネスの繁栄は不可能」



「企業が、温室効果ガス大幅削減を実現しながら
発展していく 」ロールモデル

国際交渉の一進一退にかかわらず、先進的取り組み
→ 先行は、ブランド力向上＆競争力アップに

「企業対ＮＧＯ」ではなく、パートナーシップ

WWFクライメート・セイバーズの特徴



４．地球環境の「限界」を考えると

悪化した環境では、ビジネスの繁栄は不可能



ＷＷＦ
エコロジカル・フットプリント・レポート日本２００９

http://www.wwf.or.jp/activities/2010/08/884825.html

地球が本来もっている生産力を超え、

原資を食いつぶす形で、

人類が消費を拡大し続けている ・・・

世界が日本並みの消費をしたら、

２．３個分の地球が必要



ＣＯ２規制が広がっていく社会

資源価格は現状のようなレベル？

水資源は？

食料供給は？

今後



人類の消費が、
地球の持続可能な生産レベルを超えている現在、

企業経営は今後どうあるべきでしょうか？



参考資料



これからの環境経営とは？

• 規制の強化が必ず来る社会へ向けて
• 規制を先取りして、準備していくこと
• 国際交渉は温暖化規制＆ビジネスチャンスの行方を決める。日本の動きだけに

気をとられることなく、世界の動向を注視して、方向性を定めていくこと

• 国際交渉において、削減目標設定や資金援助の形に、絶対的な衡平性とい
うのはありえない。それを口実に自国の温暖化対策を遅らせることは避ける
べき。Learn by doingの精神
• 日本の温暖化対策基本法や国内排出量取引制度へのサポート
• 中国の例：エネルギー効率目標（2010年に2005年比で20％）達成のために強制

的に18業種2000以上の非効率的な製作所閉鎖命令（2010年8月）

• 真の国際競争力とは？
• 制度設計そのものに反対するよりも、国際競争力にさらされる当該業種ごとに対

策をとりながら、温暖化対策を進めるべき（排出枠配分方法の選択や国境調整な
ど）

• 温暖化の次期枠組みには、巨大な資金が動くスキームが組み込まれる。低
炭素＆適応ビジネスにとっては巨大なチャンス

• もはや温暖化対策を考慮しないでいいビジネスは21世紀には存在しない。
積極的な対応を！



「地球温暖化の 前線」

小西雅子著
岩波ジュニア新書

http://www.iwanami.co.jp/hensyu/jr/toku/0911/500640.html

WWFジャパン URL ：http://www.wwf.or.jp/ 

温暖化の国際交渉の現状を
分かりやすく解説！
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