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【個別特集】地球温暖化 国際会議参加報告 
 

国連気候変動枠組条約第 13回締約国会議（COP13）及び 
京都議定書第 3回締約国会合（COP/MOP3）参加報告(インドネシア) 

 
［内容］ 

 
はじめに 

NEDO 技術開発機構（以下、NEDO）では、昨年度(2006 年度)から日本国政府（経済
産業省・環境省）の委託を受け、京都メカニズムクレジット取得事業を開始したところで

ある。この度インドネシア・バリ島にて開催された「国連気候変動枠組条約（United 
Nations Framework Convention on Climate Change：UNFCCC）第 13回締約国会議
（COP13）・京都議定書第 3回締約国会議（COP /MOP3）」(以下、COP13・COP/MOP3)
では、本事業に関係を有する会議参加者と意見交換を行い、また各種会合・サイドイベン

ト等へ参加した。さらに NEDOとしての展示ブースを出展し、NEDOの紹介および京都
メカニズム関連事業推進に係る宣伝活動を行った。 
以下、本会議参加に係る概要及び所感について述べていく。 

   
NEDO展示ブース         エントランスでの歓迎行事（ケチャックダンス） 

はじめに 
Ⅰ．会合全体について 

京都メカニズム事業推進部 熊手 瑞穂 
Ⅱ．NEDOによる展示その他 

1. アル・ゴア氏特別講演 
エネルギー・環境技術本部調整統括室 矢部 貴大 

2. CDMへの期待 
環境技術開発部 間瀬 智志 

3. 熱心な海外メディア 
省エネルギー技術開発部 大宮 俊孝 
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Ⅰ．会合全体について －京都メカニズム事業推進部 熊手 瑞穂 
 
1. 会合概要 
日程：2007年 12月 3日（月）～12月 15日（土） 
場所：インドネシア共和国バリ島 
参加者：国連発表によると、10,828名。COP3を超え過去最多となった。 

 
 
2. バリ・アクション・プラン 
「ポスト京都」と言われる、2008年～2012年の第一約束期間後の2013年以降の地球温
暖化対策の国際枠組の構築に関する「バリ・アクション・プラン（バリ行動計画）」を採

択し、今次会合は閉幕した。バリ・アクション・プランでは、京都議定書を離脱した米国

や、議定書でCO2をはじめとする温室効果ガスの排出削減義務のない中国、インドも含め

た全ての国が2013年以降の排出削減体制構築作業に参加することに合意し、ポスト京都に
おける新たな対策の枠組を2009年中にまとめることを確認した。本採択に至っては、各国
の思惑が交錯し、予定の協議日程を丸一日延長することとなり、また報道では、調整能力

を批判されたUNFCCC事務局長Yvo de Boer氏が涙する場面もあったと伝えられる。今後
も削減枠組内容をどうするかなど、各国に決断を迫られる課題が山積するが、いずれにせ

よ、主要排出国が今後の枠組作りの議論のテーブルに着くことが確認されたことは、今次

会合の大きな成果であったと考えられる。 
 

3. 先進国対途上国 
 マルチ（多国間）の国際会議ではもはやお馴染みの構図であるが、本会合でも先進国対

途上国による熾烈なせめぎ合いが繰り広げられた。特に、京都議定書においては温室効果

ガス排出削減義務を負っていない発展途上国の削減努力を求める文言については、紆余曲

折を経た後、先進国からの支援を条件とする形で記載することで決着した。そんな中、筆

者の印象に残ったのは、我が国の鴨下一郎環境大臣による声明（national statement）で
ある。鴨下大臣はそのスピーチの中で、地球温暖化に伴う海面上昇の影響に対して特に脆

弱であることで知られる、南太平洋の島国ツバルの名を挙げ、日本としてもその想いを共

有する旨繰り返し述べておられた。難しいことだが、先進国・途上国ともに立場や主張を

 

会議場（Bali International Convention 

Centre）の外観 
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尊重し、互いに互いの架け橋となることが必要だと痛感した。 
一方で、会合最終日の地元紙の一面広告には、沈みゆくタイタニック号とおぼしき船の

舳先を背景に、ブッシュ大統領（米国）、ハーパー首相（カナダ）と共に、我が国の福田首

相の顔写真が大々的に掲載され、あたかも地球温暖化防止に消極的な象徴のような扱いを

されてしまった。NGO のプロパガンダとはいえ、最近の日本国内における地球環境問題
に対する意識の高まりを考えると、如何ともしがたい気分である。 

   
  

 
 

4. 京都メカニズム関連サイドイベント 
京都メカニズム事業推進部では、本会合に併せて催された各種サイドイベントの中から、

事業推進の観点から興味深いと思われる内容を扱うものに出席・傍聴した。筆者の印象に

残ったのは、グリーン投資スキーム（GIS：余剰排出枠（AAU）の売却から得られる資金
を使途指定し、温室効果ガスの排出削減または環境改善に活用する制度）に関し、ウクラ

イナ、ルーマニア、チェコ、ハンガリーの 4 ヵ国の担当者により行われた、その名も
「Dispelling the myths about AAU trading（AAU取引に関する神話の一掃）」と題した
プレゼンテーションである。AAU の売却は、京都メカニズムとして認められているにも

かかわらず、このようなスキームを活用しなければ、削減義務の伴わない安易なホット・

エアー（旧ソ連や東欧諸国など、削減目標に対し余裕をもって目標が達成されると見込ま

れる国々の持つ、余剰排出枠）の売買だという誤解を受ける。本イベントは当初の予定に

は載っていなかったが、昨今の GISの注目度の高さからか急遽開催されたようであり、各
国とも自国の売り込みに余念がない様子であった。 
しかしながら、実際にこの制度の活用した排出権取引をなし得る環境が整っているかど

うかは各国まちまちであり、引き続き注視が必要であると思われる。 
 
5. その他雑感 
 筆者は会合全期間を通して 2週間をバリ島で過ごしたが、最初から最後まで、とにかく
「暑い！」の一言に尽きた。そのせいなのか、ホテル等の敷地の入り口に配備されていた

警備犬はすべからく寝ている様子であった。国を挙げての一大イベントのため急遽借り出

会場を一歩出れば、猛暑の中であった。会場

付近では、ヤシの実が近くの人間を掠めて落

下する瞬間を目撃。

本会議（プレナリーセッション）が行われ

たメイン会議場内 
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されたのだろうか（なお、メイン会場付近に配備されていた警察犬とおぼしき類は真面目

に仕事をこなしているようで、セキュリティーに問題はなかった）。一方、会場内について

は場所によっては冷房が効き過ぎているとも感じ、いみじくも地球環境を憂う会議である

ことを鑑みると、設定温度の再考も期待したいところであった。 
 メイン会場とサブ会場とが離れていたため、レンタル自転車（無料）なるものが出現し

ていた。環境問題を扱う国際会議に相応しい乗り物とも見受けられ、我が国環境省の谷津

大臣官房審議官も華麗に乗りこなしている姿が印象的であった。 
ガイドブック等にも書かれているが、インドネシアの人々は総じて親日的であると感じ

た。例えば、会場近くのショッピングセンター前の警備員は、明らかに日本人ではない人

（白人）にまで、何故か「コンニチハ」と挨拶していた。また、ある日本人参加者がタク

シーの中に財布を忘れたところ、無事に戻って来るという奇跡的な場面に居合わせること

ができた。このような出来事に出くわすと、インドネシア全体に対するイメージもより一

層アップするというものである。もっとも、何もせず自動的に戻ってきたわけではなく、

同じくその場に居合わせた NEDO の小林ジャカルタ事務所長（今回の会議参加は、日本
からの出張者に加えて、所轄のジャカルタ事務所がバックアップする体制を組んだ。また、

バンコク事務所にも応援をお願いした。）がインドネシア語でタクシー会社に連絡・交渉す

るなど、関係者による迅速な対応の賜であった。 

   
レンタル自転車スタンド       実際に乗ってみると、筆者にはサドルが高すぎた 

 
Ⅱ．NEDOによる展示その他 

 
本稿冒頭でも述べたとおり、今回は京都メカニズム関連事業などを広く紹介すべく、

NEDO の展示ブースを設営した。運営スタッフについては、NEDO の複数のセクション
から成る作業チームを編成して臨んだ。詳細については以下に述べるが、事前準備に始ま

り、2 週間という長丁場を乗り切れたのは、ひとえに関係者による多大な支援と細やかな
配慮に負うものである。 
ブースでは、存在をアピールすべく、NEDOのロゴ入りフラッグの掲出及び大型テレビ

モニターでの広報DVDの放映などを行ったほか、NEDOの概要・京都メカニズム関連事
業・モデル事業（コークス乾式消火設備技術（CDQ）及びセメント廃熱回収システム）を
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紹介するパネルを展示した。また、来訪者に関連パンフレット等の資料の配付も行った。

特に会合後半にかけて、マスメディア関係者を含む各国から多数の来訪者を得た。 
以下、チーム・メンバー3名により、概要及び所感について紹介する。 

 
 1. アル・ゴア氏特別講演 － エネルギー・環境技術本部調整統括室 矢部 貴大 
インドネシア・バリ島で開催された COP13・COP/MOP3 で NEDO の展示ブースを出
すことなり、筆者は説明員の 1人として参加した。筆者は、NEDOブースで NEDOのエ
ネルギー・環境関連事業を積極的に紹介し、我が国の当該分野における取り組みが認知・

評価されることが、今後のポスト都議定書等を巡る国際交渉に向けて重要であると考えて

いる。 
 NEDOブースでは、前述のとおり京都メカニズム推進事業、国際モデル事業等のパネル
展示を行った。筆者が参加した時期は閣僚会議が本格化した 12月 12日以降ということも
あり、政府関係者、NGO 関係者、報道関係者等の多数の来場者が見受けられたが、その
中にあって、他のブースと比較して NEDO ブースに対する注目度は非常に高かったよう
に思える。来場者の、我が国のアジア諸国における京都メカニズム関連事業、モデル事業

に対する関心は非常に高く、今後の展開や具体的な技術内容等について多数の質問を受け、

その対応を行った。また、エネルギー分野からやや話はそれるものの、ブースで上映した

NEDO広報 DVDの一部に産業技術事業（ロボット技術、ナノ材料技術等）を紹介するシ
ーンがあるが、それらテーマについても大きな関心・コメントが寄せられ、結果的に NEDO
事業全般についての効果的なプロモーションができたと感じた。 
 そして、特に印象に残ったのは、12月 13日（木）の午後 7時過ぎから 2007年のノー
ベル平和賞を受賞したアル・ゴア前米副大統領の特別講演であった。このイベントはあま

りにも人気が高く、多くの参加者が締め出されて、テレビモニターに群がる光景が見受け

られた。筆者はあいにくブースで忙しく（大型ディスプレイの搬出作業等々）、直接聴講は

できなかったが、米国抜きでの気候変動対策強化を訴えるといった非常に印象深い内容で

あり、会場の雰囲気・人の流れが一変したのも納得できる。また、NEDOの森谷参事が「ワ
ールドビジネスサテライト(WBS)」テレビの取材を受け、筆者も補足説明を行ったが、結
果的に放映には至らなかったようである。ただ、このような機会を活かし、今後もマスコ

ミへのアピールを図っていければ良いと考える次第である。 
 
2. CDMへの期待 － 環境技術開発部 間瀬 智志 
筆者は会合前半の 12月 3日～5日にかけて、NEDO展示ブースの対応業務を行った。

展示ブース周辺に関しては、おおらかな南国の空気そのままに、緊迫感の少ない、ゆった

りとした時間が流れていたように思う。うっかり「こんにちは」などと話しかけても、に

こやかに「Hello」と応対してもらえた。 
重要な会議は後半に多い中、会合前半の参加ということもあり、来訪者の賑わいは程々

であったが、多種多様なバックグラウンドの方々にお立ち寄りいただいた。その多くの人々

は、自分たちの事業が CDM（クリーン開発メカニズム：京都議定書で規定された柔軟性
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措置で、京都メカニズムの一つ）事業とできないのかということに特に関心を持っていた。

実際、NEDOブースに置いた 3種類のパンフレット（京都メカニズム関連事業、エネ環事
業全体のパンフレット、及びインドネシアにおける CDM事業に関する本）の中で、CDM
事業について書かれた本は突出して人気があり、配布に規制をかけなければならなくなる

ほどであった。そのことからも、世界全体に広がる CDM事業への高い関心を実感した。 
今回 NEDOブースで出展したパネルは、NEDOが省エネモデル事業として実施してき

た内容を中心としたものであった。しかし来訪者の関心は、NEDOがこれまで行ってきた
ことよりも、今後 NEDO を利用して（日本との間で）どのような活動が可能かというこ
とに向いているようであり、パネルの内容についてもそれを全面に押し出した方が、来訪

者のニーズに合ったのではと感じた。 
その他出展ブースに係る反省点として、DVDで NEDO概要の映像（20分）を流し続け
たが、内容を最初から最後まで見ていく人はおらず、座席を設けるなど、居心地よく見ら

れる環境作りが必要と感じたことが挙げられる。あるいは、通りかかった人々にも効果的

に NEDO のアピールが出来るように、1～2 分でループする NEDO 事業の紹介ビデオが
あれば、更に使い勝手が良いのではと思われた。ただ、DVD 放映中は、それだけでブー
ス全体が賑わった雰囲気になり、ブースの活性化に一役買ったと言える。 
また蛇足であるが、ブースを飾るために作った折り紙の置物に、多くの人が興味を示し、

持ち去ろうとした人も多く見受けられ、折り紙が、海外展示会などで有効な装飾品の一つ

であることが確認された。 
 
3. 熱心な海外メディア － 省エネルギー技術開発部 大宮 俊孝 
筆者は会合中盤の 12月 9日～11日にかけて、NEDO展示ブースの対応業務を行った。
会場には NEDO 以外にも、各国から様々な団体のブースが出展していたが、どのブース
を見ても、やや下を向いてノート PCの画面を見ている人達が目につき、余り積極的に PR
をする姿勢が感じられなかったので、せめて自分が NEDO ブースにいる時にはなるべく
前を見据え、行き交う人が少しでも興味を示した時は、会釈をするように心がけた。その

結果、NEDOが国際事業を展開していない地域（主にアフリカ等）の方からも声をかけて
いただき、日本への「様々な期待」を実感した次第である。 
ブースにいると一般客に加え、メディア関係者も時折訪れる。ある時、スイスの新聞

Tages-Anzeiger の記者が突然訪れ、「日本はなぜ削減目標の設定に関して消極的なのかが
分からないので、日本の一般的な状況について教えてほしい」と単刀直入に聞かれた。筆

者は政府団の交渉に直接携わっているわけではないので回答に苦慮したが、手元にあった

筆者が製作に携わった「NEDO エネルギー・環境技術パンフレット」（英訳版）の資料ペ
ージのグラフを使い、日本のエネルギー消費の現状を簡単に紹介した。パンフレットは数

ヵ月前、筆者が日本で研究開発事業の公募作業の合間を縫い、必死で作ったものだが、ま

さかバリ島の、このような場面で助けられるとは思いもよらず、制作時の苦労が報われた

瞬間であった。 
その後、オーストラリアのテレビ局 ABC（Australian Broadcasting Corporation）の



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1016,  2008.2.6 

 63

クルーも取材にブースを訪れた。ややハイテンションな記者に話をふられて一瞬たじろい

だものの、さきほどスイス記者に説明した経験がさっそく活かされ（？）、再びつたない英

語で説明した。未確認ながら、おそらく放送はされていないと思うものの、日本の省エネ

技術の先進性が記者に少しでも伝えられたのではないかと思う。 
このように、筆者も、省エネの技術開発及び導入普及に係るプロジェクトマネージメン

トに携わることにより、我が国の温室効果ガス排出削減目標達成に向け、努力を続ける所

存である。 

   
 

 

 

＜参考＞ 
文中に登場する NEDOの英文パンフレット： 
 
NEDO Environment & Energy Booklet 2007 
（エネルギー・環境技術事業全体の紹介） 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/bunya/08ene.html 
 
Kyoto Mechanisms Credit Acquisition Program  
（京都メカニズムクレジット取得事業の紹介） 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/bunya/08_6ene.html  
 

NGO によって毎日発表される「本日の化

石賞」。不本意ながら日本は常連国の一つ。

会場近くで行なわれていた、日本のエコカー

（写真は電気自動車）の展示会 


