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【地球温暖化特集】 途上国向け国際資金援助   

 
気候変動対策費の途上国向け国際支援計画案に対する Q&A(EU) 

 
欧州委員会提案の目的は何か？ 

 提案は、途上国が気候変動と闘うのを支援するために国際的な資金援助枠を拡大する計

画案（ブループリント）を示したものである。 
 
 提案は、地球温暖化が危険なレベルに達するのを防止するための道筋をつけるために、

2009年 12月にコペンハーゲンで開催される気候変動枠組み条約締約国会議（以下、国連
気候変動会議）で公正かつ効果的な合意に達するのを促進することを目指したものである。

この会議では、2012年に終了する京都議定書の第一約束期間に続くものとして、国際社会
がさらなる気候変動対策をとるための国際的な枠組みを構築することになっている。 
 
 コペンハーゲンの会議で 2013 年以降の野心的な合意に達するためには、財政問題が中
心になるとみられる。途上国は、交渉進展の条件として、財政問題に関する先進国の明確

な立場の表明を求めている。 
 
 欧州委員会の提案は、この膠着状態の打破を模索するものである。特に途上国の気候変

動対策費を支援するための資金援助の問題に焦点を当て、そのために必要な資金援助の種

類と規模に関する計画案を提示している。これは、欧州委員会の前回の提案「コペンハー

ゲンでの気候変動に対する包括的合意に向けて」（2009 年 1 月）を補完するものである。
この 2009 年 1 月の提案は、コペンハーゲンの会議で議論されるべきあらゆる種類の基本
的要素（温室効果ガス排出削減目標とそのための行動、気候変動への適応、資金提供およ

び技術援助を含む）に関する具体的な提案を示している。 
 
 それ以降、国際レベルで進展が見られた。特に、7月のラクイラ・サミット（イタリア）
で主要経済国フォーラム(Major Economies Forum: MEF)に属する先進国および途上国の
指導者たちが、産業革命前の全球平均温度から 2℃以上上昇させるべきではないという科
学的見解を支持したことは注目に値する。コペンハーゲン会議での課題は、温室効果ガス

排出削減目標と目標達成のために共同で取り組む対策について合意することである。 
 
提案中の主要な項目は何か？ 

 主要な点は以下のように要約できる。 
 
・コペンハーゲン会議で 2013 年以降の野心的合意に達すると仮定した場合、途上国が温
室効果ガス排出を削減し気候変動に適応するのに必要な資金援助の規模は 2020 年まで
に年間およそ 1,000億ユーロに達すると推定されている。 
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・この資金援助は主として 3つの財源からの拠出が必要になろう：①途上国の国内資金調
達（公的および民間）、②国際炭素市場（国際排出量取引市場）、③国際公的資金提供。

温室効果ガス排出削減という点で全体として合意内容が野心的であればあるほど、先進

国から途上国への資金援助の額が増加する。同時に、より野心的で広範に普及したキャ

ップ・アンド・トレードシステム(cap and trade system)注1も民間部門の資金の流れを産

み出し、途上国での温室効果ガス排出削減に寄与すると考えられる。 
 
・もし適切に設計されれば、国際炭素市場（国際排出量取引市場）は途上国への資金の流

れを増加させ、2020 年には年間約 380 億ユーロに達するとみられる。資金の流れがこ
の規模になるよう、後発開発途上国(Least Developed Countries: LDC)に対するクリー
ン開発メカニズム注2に焦点を当てつつも、コペンハーゲン会議では部門別クレジット注3

割り当てメカニズムを新設する必要がある。欧州連合（European Union: EU）は EU
排出量取引制度（Emission Trading System: ETS）のもとで、新たなメカニズムへ移行
するインセンティブを創設すべきである。 

 
・ 2020年までに必要とされる約 1,000億ユーロの資金の流れに貢献するものとして、2020
年には年間 220億～500億ユーロの国際的な公的資金援助が準備できていなければなら
ない。先進国のみならず、経済的により発展した途上国（新興国）も拠出を求められる。

2013 年から、公的資金援助は支払い能力と排出責任（排出量）に基づき分担されなけ
ればならない。この条件を当てはめると、国際公的資金援助に対するEUの拠出額は 10%
～30%程度になるとみられる。 

 
・気候変動適応策への支援は、最も脆弱で貧困な途上国に優先順位を与えなければならな

い。 
 
・国際航空部門および海上輸送部門は、世界規模の市場ベースの手段を導入してこれらの

部門からの排出に対処した場合、革新的な資金援助制度の重要な一翼を担う可能性があ

る。この問題については後述する。 
 

                                                 
注1 温室効果ガスの排出削減義務が課された施設に排出量の上限(Cap)を設定するシステムのこと。 
注2 Clean Development Mechanism：CDM。温室効果ガス排出を削減するための京都メカニズム（クリーン
開発、共同実施、および排出量取引）の一手法で、先進国が資金的技術的支援を行って、途上国で温室効

果ガス削減事業または二酸化炭素吸収促進事業を実施した場合に、排出削減量の一部をその先進国の排出

削減量としてカウントできる制度。CDMを通じて発行されるクレジット（排出枠）を Certified Emission 
Reduction(CER)といい、クレジット 1単位は CO2削減量 1トンに相当し、1トン単位で取引される。 

注3 京都メカニズムに基づいて発生した排出権をクレジットといい、以下の 4種類がある－①各国に割り当て
られる排出量（Assigned Amount Unit：AAU）、②吸収源活動による吸収量（Removal Unit：RMU）、
③共同実施で発行されるクレジット（Emission Reduction Unit：ERU）、④クリーン開発メカニズム（Clean 
Development Mechanism: CDM）で発行されるクレジット（Certified Emission Reduction：CER）。 
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・将来の国際資金援助体制の管理は、分権的かつボトムアップ型であるべきである。また、

透明で、効果的なモニタリングが保証され、効果的な支援を確保するための合意に基づ

く基準を尊重するものでなければならない。新設される国際気候変動資金援助支援に関

するハイレベル・フォーラムが、定期的に温室効果ガス排出削減対策や適応対策におけ

るずれやバランスの崩れを監視し、見直すべきである。 
 
・LDCを除き、全ての国が 2011年までに低炭素型成長計画（実効性のある中長期の目標
を含む）と、温室効果ガス排出・削減の実績に関する年次報告を準備しなければならな

い。EUは 2011年までに、EU自身の 2050年までの低炭素型成長計画を提示しなけれ
ばならない。 

 
・コペンハーゲン会議で合意に達すると仮定した場合、途上国の気候変動への適応、温室

効果ガス排出削減、研究および能力開発に必要な早期開始（2010年～2012年）分の資
金援助は、年間 50億～70億ユーロ程度になる可能性がある。EUは、2010年から、年
間最低 5億～21億ユーロを早急に支援する方向で検討しなければならない。 

 
・2013 年以降の期間について、欧州委員会は単一の、全 EU 規模の資金提供を提案する
予定である。これには、EU の予算から資金を拠出すべきか、独立の気候変動基金を創
設すべきか、あるいはこれらを組み合わせるか、といった問題が含まれる。加盟国から

の個別の直接援助も、EU全体の取り組みの一環として重要な財源になると考えられる。 
 

気温の上昇を 2℃以内に抑えるために、途上国への資金の流れをどのように増加させるの
か？ 
コペンハーゲン会議の合意で EUの提案が支持されると仮定とした場合、欧州委員会は、
途上国の温室効果ガス排出削減および温暖化への適応に必要な資金の純追加分が 2020 年
までに年間 1,040億～1,180億ユーロ（2005年基準価格）になると推定している。 

 
温室効果ガス排出削減のための追加費用は、940 億ユーロになるとみられる。エネルギ

ー業界および産業界が 710億ユーロと、最大の比率を占める。林業および農業部門の追加
費用は 230億ユーロになるとみられる。 
 
 気候変動への適応対策費は 2020年までに 100億~240億ユーロになると見積もられてい
る。 
 
この資金は誰が負担するのか？ 

 欧州委員会は以下の三つの財源を想定している。 
① 途上国自身の国内資金（公的および民間） 
②拡大した国際炭素市場（排出量取引市場） 
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③公的部門による国際資金援助 
 
 調達しなければならない資金の総額に占める各財源の内訳は、国内資金が 20～40％、国
際炭素市場が 40％、残りが国際的公的資金援助になるとみられる。炭素市場が活況を呈す
れば呈するほど公的部門による国際資金援助が減少する。 
 
国内資金（公的および民間）の役割は何か？ 

 必要な投資の最大の部分は、途上国自身の国内の民間資金調達で賄われる必要があろう。

必要な投資（特にエネルギー効率の向上への投資）の主要な部分は、投資額はエネルギー

費用の低減を通じて回収できるため、既に商業的に実現可能である。 
 
 たとえば、エネルギー部門による排出削減の 2/3 は低費用のエネルギー効率措置で達成
できる可能性がある。エネルギー部門の民間投資は、適切な政策枠組みの構築を通じて刺

激することができる。これには、主要な排出部門を対象に含む排出量取引システム、国レ

ベルの規制、経済的なインセンティブなどが考えられる。多くの途上国ですでに導入して

いるエネルギー効率基準は、旧式の炭素集約型（二酸化炭素大量発生型）技術を越えてい

る。他にも革新的な措置が途上国の民間投資を促進させる可能性がある。たとえば、再生

可能エネルギーに関する EU指令により、北アフリカにおける再生可能エネルギー用の新
インフラへの新たな投資が可能になる。 
 
 さらに発展段階に応じて、多くの途上国、特に新興国は必要な国内投資を実施するため

の十分な財源を保有している。たとえばブラジルは、森林伐採からの排出量を削減するた

めの費用の相当部分を負担すると表明した。 
 
 気候変動への適応対策向けの資金援助の大部分は、民間の家計部門や民間企業自身の経

済的利益に合致することから、彼ら自身が負担する。危険にさらされる可能性を最小限に

することにより、建物などの個人資産が次第に「気候変動に強い（climate proof）」もの
になることを、彼らは納得する。 
 
 しかし、最貧国（特に LDC）および途上国の最貧困層に属する人々は、気候変動の悪影
響に適応するための気候変動対策に投資する十分な手段を持たないとみられる。こうした

国や人々は、主として国内外の公的資金援助に依存することになろう。 
 
必要な資金の流れを産み出すための国際炭素市場の有望な役割は何か？ 

 国際炭素市場は、途上国で民間部門の投資を促進する一方で、先進国がより費用効果的

に（低コストで）自己の排出量削減目標を達成するのに効果的なツールであることを証明

した。しかし、現在の市場メカニズムは純粋なオフセット（相殺）に基づくものであるた

め、たとえば、途上国で 1トン温室効果ガス排出が削減される裏で、新たに 1トンが途上
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国で排出される可能性がある。従って、現行の様式のメカニズムは世界規模の排出削減努

力に寄与するものになっていない。巧みに設計された、拡大した国際炭素市場は、炭素ク

レジットの販売を通じて途上国への資金の流れを増加させる一方で、途上国に世界規模で

の削減努力に自ら貢献するインセンティブを与える可能性がある。 
 
 欧州委員会は、国際炭素市場からの途上国への潜在的な資金の流れは 2020年に年間 380
億ユーロに上る可能性があると推定している。実際の資金流入の規模は、コペンハーゲン

会議で合意される主要な項目の数によるとみられる。市場がその能力を全面的に発揮する

ためには、先進国は排出削減目標を高い野心的なレベルに設定する必要がある。また、京

都議定書第一約束期間の国別削減目標以上に削減できた場合（いわゆる hot air 注4）に、

その余剰分を炭素市場で売買してはならない。EUは、2015年までに EU ETSと米国、
オーストラリア等の先進諸国で計画されている EU ETS に匹敵する国内のキャップ・ア
ンド・トレードシステムをリンクさせることにより、OECD全域を対象とする活気のある
炭素市場の構築を模索している。 
 
 必要な規模の資金の流れを産み出すために、コペンハーゲン会議では、新興国が自国の

国際的競争力のある部門を対象とした部門別のクレジット割り当てメカニズムを新設する

ことに合意する必要がある。CDMは改革が必要であり、LDCに焦点を当てるべきである。
EUは、EU ETSの下でこのシステムへの移行を促進するインセンティブを創出しなけれ
ばならない。 
 
公的部門からの国際資金援助はいくら必要か？ 

 野心的なコペンハーゲン合意が成立した場合には、国内の財源や国際炭素市場からの資

金調達を補完するものとして、途上国は公的部門からの多額の国際資金援助が必要になる

とみられる。 
 
 炭素市場での資金調達額が大きければ大きいほど、公的部門からの国際資金援助の額は

少なくなる。EU の立場に沿った世界的規模での野心的な合意が達成された場合、欧州委
員会は、途上国が 2013年に 90億～130億ユーロ、2020年までに年間 220億～500億ユ
ーロの国際公的資金援助を必要とすると推定している。 
 
 これらの推定額は、以下の仮定に基づいている―①先進国全体で排出削減目標を 30％に
設定する、②途上国が 2020 年までに、何も対策を講じなかった場合と比較して排出の伸

                                                 
注4 京都議定書で定められた温室効果ガスの削減目標に対し、経済活動の低迷などにより二酸化炭素（CO2）の

排出量が大幅に減少していて、相当の余裕をもって目標が達成されることが見込まれる国々（旧ソ連や東

欧諸国）の達成余剰分のこと。 
この余剰分の排出枠が先進国に「排出権取引」を通じて売却され、先進国の実質的な排出削減を阻害す

ることが懸念されている。（出典：ホットエア、EICネット 
(http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2451)） 
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びを約 15～30％抑制する。しかし、これまでの先進国の削減目標が消極的であることを考
慮すると、国際公的資金援助は 2020年に年間 1,200億ユーロに増加する可能性がある。 
 
国際公的資金援助の拠出額は世界でどのように分担されるのか？ 
今日の世界規模での温室効果ガス排出の責任が先進国にも途上国にもあることを考慮

すれば、LDCを除く全ての国による国際公的資金援助への拠出が必要である。 
 
 2013年からの各国の拠出額を決定する「規模」あるいは主要項目が、現在国際的なレベ
ルで議論されている。欧州理事会は、二つの基準、すなわち「排出責任(排出量) 」および
「支払い能力」に基づく拠出への支持を表明した。 
 
EUの拠出額はどのくらいか？ 
 上記の二つの基準に基づけば、それぞれの基準に対する相対的なウェート付けにもよる

が、EUの 2013年からの国際公的資金援助への拠出は 10％（世界規模での排出量に対す
る EUの排出量シェア）と 30％（全世界の GDPに対する EUの GDPシェア）の間にな
るとみられる。 
 
 この推定値から計算すると、EUの拠出額は 2013年に 9億～39億ユーロ（全世界で拠
出する 90 億～130 億ユーロの 10～30％）、2020 年までに年間 20 億～150 億ユーロ（全
世界で拠出する 220億～500億ユーロの 10～30％）に達することが示唆される。 
 
 EUの拠出額の相当部分は、EU ETSのアローワンス注5のオークションによる収入から

賄われるとみられる。なぜなら、同システムの第三期間[2013～2020年]ではオークション
で得られた収入の少なくとも 50％を、気候変動との闘いのための域内外の活動に充てるこ
とが合意されているからである。 
 
EUの国際公的資金援助は EUの予算から拠出されるのか？ 
 2013年以降の EUの財政枠組みのための提案パッケージの一環として、2013年以降の
期間について、欧州委員会は国際公的資金援助に関する単一の、EU 規模の資金提供を提
案する予定である。この提案は、2013 年からの資金提供が EU の予算内で執行されるべ
きか、あるいは EUの予算とは別に独立した気候変動基金を設けるべきか、あるいはこの
二者の組み合わせにするか、といった問題に取り組むことになろう。 
 
 欧州委員会は、欧州議会が全面的に関与できる EUの予算内での執行を強く望んでいる。
EU の予算を使用する場合には、現行の財政枠組みの対象期間になっている 2013 年のた

                                                 
注5 EU ETSの下で登録された対象施設に交付される「キャップ・アンド・トレード」型の排出枠をアローワ
ンスという。現在はこのアローワンスは全て対象施設に無償で割り当てられているが、2013年からはオー
クション（入札）により対象施設が各国政府から買い上げる部分が順次増やされていくことになっている。 
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めに暫定予算が必要とされる。加盟国による個別の貢献も、EU 全体の取り組みの一環と
して EUの資金提供の財源として重要な一翼を担うものである。 
 
 もし EUの予算を使用しない場合には、加盟国の特殊な事情を考慮しつつ、国際レベル
の拠出に適用される基準に従って EU域内からのメンバーによる組織が拠出を準備する。 
 
途上国はいつから国際公的資金援助を受け取るのか？ 
 コペンハーゲン会議で野心的な合意に達すると仮定した場合、途上国を支援するための

国際公的資金援助は 2010 年に早期開始分を拠出しなければならない。途上国の気候変動
への適応、温室効果ガス排出削減、研究、能力形成に必要な国際公的資金援助の額は、2010
年～2012年に 50億～70億ユーロになると推定されている。 
 
 前述のように EUの拠出割り当てが 10～30％になった場合、EUは 2010年から年間 5
億～21億ユーロを早急に支出する方向で検討に入らなければならない。さらに、途上国に
よる早急な能力形成および気候変動への適応の重要性を考慮すれば、EU は「早期開始」
分の割り当て(10～30％)以上に支援することを検討しなければならない。この資金拠出の
ために、EUも加盟国も予算を準備しておくべきである。 
 
こうした資金の流れは、現在および未来の実施を約束している ODA（政府開発援助）な
どとは別枠で行われるのか？ 
途上国の気候変動への適応や温室効果ガス排出削減対策への過去の国際公的無償援助

の大半は、ODA の定義（合意済み）に合致するものであった。従って、2015 年までに
ODAを対 GNP比 0.7％に増加するという OECD（経済協力開発機構）諸国の目標に、実
施分としてカウントされてきた。 
 
 短期的には、特に LDC や小島嶼開発途上国の気候変動への適応対策に対する公的資金
援助の中で、ODA として含めることがふさわしい無償援助と超優遇金利融資が引き続き
中心的な役割を果たすと考えられる。同様に、EU の予算内で実施される、あるいは加盟
国による現在進行中あるいは計画中の多数のイニシアティブは、今回提案した 2010 年～
2012年の早期開始基金と類似した目的を持っている。従って、このような活動は早期開始
基金への拠出と捉えるべきである。 
 
 気候変動問題に取り組むためにすでに供与されている相当額の EU開発援助への資金提
供に加え、コペンハーゲン会議での交渉の土台となっているバリ行動計画注6に沿って、EU
は気候変動との闘いのために 2013年以降に追加支援を行う必要に迫られるとみられる。 

                                                 
注6 バリ行動計画は、2013 年以降の温室効果ガス排出削減の枠組み設定を協議するための行程表のことで、

2007年 12月にバリ（インドネシア）で開催された「国連気候変動枠組条約第 13回締約国会議及び京都議
定書第 3回締約国会合（COP13／MOP3）」で採択された。 
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 ODA の GNP 比 0.7%という目標を達成するということは、世界の開発援助を現行の 2
倍以上にすることである。というのは、OECD/DAC 諸国注7の現在の平均値は 0.3%（EU
の OECD/DAC 諸国は 0.42％）だからである。実質の絶対額でいうと、2008 年の 1,200
億ドルから 2015 年までに約 2,800 億ドルにするということである。この期間に、EU の
ODAも約 500億ドル増加するとみられる。 
 
 引き続きミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDG) 注8を達成するこ

とに全体的な焦点を当てつつも、この増加分の範囲内で、気候変動に対応するのに必要な

追加的公的資金援助の一部を流用することも可能になると考えられる。気候変動は途上国

に更なる負荷をかけることになるため、気候変動への適応と温室効果ガス排出削減のため

に提供される資金は、従来の開発援助の枠内で行われるべきではない。 
 
 2013年以降の中長期については、気候変動との闘いに対する資金提供はODAと非ODA
を組み合わせた形態になることもあり得る。この状況の下では、ODA と対気候変動追加
支援は補完的な関係にあると考えられる。両者の資金提供の流れは、気候への弾力（適応）

性と低炭素型の開発への道を統合する国別の持続可能な発展戦略の策定、実施を支援する

ものでなければならない。 
 
なぜ欧州委員会は、国際航空と海運からの排出をコペンハーゲン会議での合意に含めるこ

とを提案しているのか 

 国際航空と海上輸送は、京都議定書の対象になっていない温室効果ガスの排出という点

で、排出規模が大きく急速に排出量を増加させている部門である。従って、コペンハーゲ

ン会議でこれらの部門からの排出に対する全体的な削減目標を課すべきである。この目標

は、両部門からの温室効果ガス排出量を 2020年までに 2005年の排出レベル以下に、2050
年までに 1990 年の排出レベルよりかなり低いレベルに抑えることにより、こうした部門
からの排出による気候変動の影響を軽減することにある。 
                                                 
注7 OECD/DAC：Organisation for Economic Co-operation and Development /Development Assistance 

Committee（経済協力開発機構開発援助委員会）。DAC は OECD の下部機関で、先進国の ODA 政策を
とりまとめる。DACへの参加国は以下の通り：オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デン
マーク、欧州委員会、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、ル

クセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイ

ス、英国、米国。（参照：DAC、all about用語集 
 (http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_politics/w008002.htm)；および Development Co-operation  
Directorate (DCD-DAC) 

 (http://www.oecd.org/linklist/0,3435,en_2649_33721_1797105_1_1_1_1,00.html)） 
注8 2000年 9月の国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言と 1990年代に開催された主要
な国際会議やサミットで採択された国際開発目標を統合し、一つの共通の枠組みとしてまとめたもの。ミ

レニアム宣言は、平和と安全、開発と貧困、環境、人権とグッドガバナンス（良い統治）、アフリカの特

別なニーズなどを課題として掲げ、21世紀の国連の役割に関する明確な方向性を提示した。（参照：ミレ
ニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）、外務省 

 (http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html)） 
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 両部門は国際的な活動を展開することから、こうした部門の温室効果ガス排出問題に取

り組むためには世界規模での対策が講じられなければならない。市場ベースの措置を利用

することで、途上国の温室効果ガス排出削減対策および気候変動への適応対策を支援する

に当たり、重要な追加財源になる可能性がある。こうしたアプローチの一つがキャップ・

アンド・トレード制度である。もう一つは課税であるが、そうした世界規模の枠組み作り

は困難であると認識されている。 
 
分権的かつボトムアップ型の資金援助体制は、途上国支援のための充分かつ予測可能な資

金の流れをどのように保証するのか？ 
 あらゆる資金援助管理制度は透明で、効果的なモニタリングができ、効果的な援助を確

保するための合意に基づく基準を尊重することが重要である。分権的かつボトムアップ型

の体制においては、途上国への財政的支援が充分かつ予測可能なものであることを保証す

るために、モニタリングおよび透明性という要素はこれまで以上に重要になる。したがっ

て、欧州委員会は国際気候変動資金援助のためのハイレベル・フォーラムの新設を提案す

る。このフォーラムがモニタリングし、定期的に温室効果ガス排出削減対策や適応対策へ

の資金援助にずれやバランスの崩れがないかどうかを見直す。 
 
温室効果ガス排出削減への支援として、欧州の計画案は重要なツールとして国家主導の

低炭素型成長計画の策定を提案する。この計画では、たとえば国家レベルのすべての適切

な温室効果ガス排出削減行動を、全ての行動と財政支援を一括管理する中央レジストリに

登録し、毎年排出量・排出削減の実績を公表し、定期的にピアレビュー（専門家による評

価プロセス）を行うことで計画の進捗具合を確認する。排出削減対策に対して適切な財政

支援を行うためのプロセスは、独立した調整メカニズムにより促進される。 
 
 気候変動適応対策支援については、簡素型ボトムアップ・アプローチが考えられる。こ

れには、たとえば、気候変動適応対策を国別発展戦略あるいは貧困撲滅計画に徐々に統合

する、定期的に報告書を作成する、あるいは優良事例（グッド・プラクティス）を交換す

ることが含まれる。 
 
 この分権的かつボトムアップ型アプローチの主な利点は、現存の機関と途上国自身の構

造を活かすことができることである（必要に応じて改革、強化する）。そうすれば、同様の

構造を重複して創設することを避けられるのである。 
 
もし LDCが低炭素型成長計画を策定しなかった場合、どのように支援されるのか？ 
 欧州委員会は、低炭素型成長計画の策定を推し進めるためのいかなる約束からも LDC
を免除することを提案している。しかし、LDCが国別の適切な温暖化ガス排出削減対策の
設計と実施を望む場合には、それは（無条件に）支持されねばならない。これらの国々は
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とりわけ気候変動の影響に対して脆弱であることから、温暖化適用対策への支援は LDC
に焦点を当てる必要があろう。 

 
 
詳細はどこで得られるのか？ 
欧州委員会環境総局の気候変動に関するホームページ 
→http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm  

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 吉野晴美） 
 
 
出典：Questions and Answers on the Communication Stepping up international 

climate finance: A European blueprint for the Copenhagen deal 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/384&forma
t=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) 

 
 


