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要約 

 

本レポートでは、リオ＋20 プロセスにおけるグリーン経済の議論の発展や、ゼロドラフト

におけるグリーン経済の議題、またリオ＋20 プロセスで示された G20 諸国の見解を基に、

リオ＋20 におけるグリーン経済の論点を、「グリーン経済の原則」、「グリーン経済への移行

を促す政策ツール」、「グリーン経済のための国際協力」と分類して整理し、今後の展望に

ついて考察した。 

 

グリーン経済の原則ではまず、各国それぞれに様々な見解を有するグリーン経済の定義に

ついて、唯一共通の定義を設定することには多くの困難が予想される。しかし厳密な定義

に固執しないならば、グリーン経済は持続可能な開発を達成する手段であり、各国の開発

レベルや優先課題を考慮して、それぞれに発展されるものであるという理解には現段階で

合意が可能であろう。このような各国の開発レベルの相違を反映して、グリーン経済は共

通だが差異ある責任に基づくべきであるという意見がある。その一方で、新興国の役割に

ついて深い議論が必要であるという意見も聞かれる。従来の先進国対開発途上国という二

項対立が交渉を停滞させる可能性もあるため、まずはこれを打破するような議論の枠組を

形成する必要があるのではないか。また、グリーン保護主義の防止が多くの国々から求め

られているところであるが、具体的にどのような政策を以てグリーン保護主義とするかな

どの詳細な議論は未だなされていない。各国間の対立を未然に防ぐためにも、その内容に

関する議論を早い段階から深めるべきだと考える。 

 

グリーン経済への移行を促す政策ツールとしては、主にグッドプラクティスのツールボッ

クスやグリーン経済指標、グリーン経済ロードマップや持続可能な開発目標（SDGs）につ

いて各国意見を整理した。各国における正の期待効果から、グッドプラクティスのツール

ボックスの作成についてはリオ＋20 で合意することが期待される。その一方で、その他に

ついては、各国の主張が多岐に亘り、未だその内容が不透明であると言わざるを得ない。

これらにつき、仮にそれらの作成プロセスの開始に合意することがリオ＋20 において目標

とされるならば、今からその後の議論の枠組を検討しておく必要がある。例えば、グリー

ン経済指標と経済協力開発機構（OECD）の作成したグリーン成長指標との関係の明確化

や、目標と指標を伴うロードマップの作成という議論枠組の設定の可能性、ミレニアム開

発目標（MDGs）を踏まえた上での SDGs の議論など、新たな政策ツールを作成する意義

の共通理解と効率的な作業枠組の検討が求められるであろう。 

 

グリーン経済のための国際協力では、技術移転、資金援助、能力向上に分類して考察を進

めた。現在のところ、それらを促すための具体的な仕組みに関する議論を欠いていると言

える。このような新規のメカニズムをリオ＋20 において創設することは難しいかもしれな



 

いが、リオ＋20 は具体的な仕組みを議論するための舞台を整備する格好の機会となるかも

しれない。各国からの新規提案について課題を挙げるならば、グリーン技術の研究拠点の

創設については、その機能や権限などについて検討が重要であり、革新的資金メカニズム

については、国際的な公平性をどのように担保するかなどの議論が併せて必要である。ま

た、各国別能力向上計画については、内政不干渉の原則や新たな援助条件の防止などとの

整合性について検討すべきであろう。 

 

リオ＋20 においては、貧困から解放された持続可能な社会という世界的な目標を起点とし

て、バックキャスティングで物事を捉え、この機会において合意しておくべき事項を明確

化し、それに集中して議論を進めることが強く望まれる。 

 



はじめに 

 

1992 年の地球サミットから 20 年が経過し、いま新たにリオ＋20 として、持続可能な開発

に関する大きな会議の機会が到来している。その準備プロセスでは、この期間における進

捗の評価や現在急務の課題に加え、「持続可能な開発と貧困根絶の文脈でのグリーン経済」

および「持続可能な開発のための制度的枠組」の 2 つが主要議題として挙げられ、議論さ

れてきた。 

 

本レポートは、この中のグリーン経済に着目し、その論点を整理する。まず第 1 章におい

ては、これらの準備プロセスにおける議論を俯瞰するとともに、本会議事務局より発表さ

れているリオ＋20 の成果文書のゼロドラフトの内容を紹介する。続く第 2 章では、G20 諸

国が本準備プロセスにおいてグリーン経済に対して述べた見解を、時系列順にまとめ、各

国意見の一貫性や変化を捉える。これらを踏まえて第 3 章では、リオ＋20 におけるグリー

ン経済の論点を、「グリーン経済の原則」、「グリーン経済への移行を促す政策ツール」、「グ

リーン経済のための国際協力」と分類して、議論を整理する。終章となる第 4 章では、今

後さらにどのような点についての議論が求められるかを考察する。 
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1. リオ＋20 プロセスにおけるグリーン経済の議論の動向 

 

 

本章では、一連のリオ＋20 プロセスにおけるグリーン経済の議論の発展を把握した上で、

ゼロドラフトに記述されている事項を俯瞰する。 

 

 

1.1.  リオ＋20 プロセスにおけるグリーン経済の議論の発展 

 

リオ＋20 プロセスにおいては、2012 年 2 月現在、2 回の準備委員会会合と 1 回の会期間会

合において、グリーン経済についての活発な議論が行われている1。 

 

まず 2010 年 5 月に開催された第 1 回準備委員会会合では、概して多くの国がグリーン経済

は持続可能な開発を実現するための各国各様の手段であるという認識を表明する一方で、

一部の国はグリーン経済に関する新たな貿易障壁や自然の商品化などの可能性について懐

疑的な見解を示した。また、具体的な政策としてエネルギー効率改善や持続可能な消費と

生産の推進、グリーン税制の導入や外部経済の内部化などが挙げられると同時に、多様な

ステークホルダーの参画や技術移転を含む国際協力の重要性が指摘された。今後の議論の

方向性として、第 2 回準備委員会会合に向けてグリーン経済移行のための選択可能なオプ

ション案を準備すべきとの事務局に対する要望や、グリーン経済ロードマップのような具

体的な成果をリオ＋20 において目指すべきとの意見が聞かれた。 

 

続く第 1 回会期間会合は 2011 年 1 月に開催され、事前に各国や国際機関、関係団体に配信

されたアンケート調査を基にして事務局が取りまとめた統合報告書を基礎資料として議論

が進められた。本会合からは、グリーン経済は持続可能な開発の実現のための手段である

との肯定的な共通認識が醸成されつつあることが伺われるとともに、グリーン経済の具体

的内容についても、開発途上国に対する支援や環境政策による貿易の公平性の阻害（グリ

ーン保護主義）の可能性などの国際的課題と、経済成長と環境負荷のデカップリングや環

境税等のグリーン税制などの国内的課題と、大きく 2 つに分類ができる程度に議論がまと

まり始めていることが聞き取れた。 

 

そして 2011 年 3 月に開催された第 2 回準備委員会会合では、今までで最多となる計 44 カ

国／機関・団体が発言の機会を得た。リオ＋20 プロセスにおけるこれまでの議論を経て、

                                                   
1 2011 年 12 月の第 2 回会期間会合では、成果文書の構成などに焦点が当てられ、後述する

ゼロドラフトに関する議論が行われた。 
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論点は徐々に絞られてきており、グリーン経済の定義よりも、具体的課題について検討す

べきであるとの共通認識が醸成されつつあると言える。またその課題についても、リオ＋

20 プロセスにおいては、国内的事項よりも国際的事項に注目が集まり、とりわけ世界的に

グリーン経済に移行するための技術・資金・能力向上に対する国際協力や、グリーン保護

主義の回避が議論の的となりつつある。さらに、リオ＋20 における合意事項への関心が高

まりを見せ、グリーン経済へのグローバル・コミットメント、国連グリーン経済ロードマ

ップ、およびツールボックスの 3 点について、多くの国が意識し始めていることが観察さ

れた。 

 

 

1.2.  ゼロドラフトにおけるグリーン経済の議題 

 

2011 年 11 月 1 日を期限としてリオ＋20 事務局に集められた各国や国際機関、関係団体の

意見を集約しつつ、第 2 回会期間会合での議論を反映して、2012 年 1 月、リオ＋20 の成果

文書のゼロドラフトが発表された。ここでは、ゼロドラフトに記載されているグリーン経

済に関する文言について俯瞰する。 

 

ゼロドラフトは全体で 5 章から成り、グリーン経済は主にその第 3 章において議論されて

いる。この章は、「A. グリーン経済の文脈・課題・機会の枠組」、「B. ツールキットおよ

び経験共有」、「C. 行動のための枠組」として項目立てられている。 

 

グリーン経済の文脈・課題・機会の枠組では、グリーン経済は共通だが差異ある責任とい

うリオ原則に基づくべきであり、また包含的にしてすべての人々・国家に機会や便益をも

たらすべきであるという原則にまず触れている。そして、上述のようなリオ＋20 プロセス

における議論を踏まえ、グリーン経済は持続可能な開発という優先的な目標のための手段

であるということを再確認している。また、それぞれの開発の現状や特定の状況、優先課

題を考慮し、各国は適切な選択を行うとの認識を示した上で、開発途上国が直面する大き

な課題に照らし、国際社会の支援が必要である旨を記載している。同時に、グリーン経済

に係る懸念事項に触れ、新たな貿易障壁、新たな援助条件、技術ギャップの拡大、政策余

地の制限は予防されなければならないという意見を採用している。 

 

ツールキットおよび経験共有の項では、具体的な提案として、国際的な知識共有プラット

フォームの作成を唱えている。ここでは、政策オプションのメニュー、グッドプラクティ

スのツールボックス、進捗測定のための指標群、技術的・財政的支援のディレクトリがそ

の内容として挙げられている。 
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行動のための枠組においてはまず、上述の各国毎に異なる状況の考慮という原則に基づ 

 

図 1 ゼロドラフトにおけるグリーン経済ロードマップの目標と時間軸 

 

き、それぞれのグリーン経済戦略の策定を各国に対し推奨し、加えて、開発途上国のグ

リーン経済戦略の策定を支援するよう国連に求めている。また、このようなグリーン経

済を実現するためには、すべての国々で環境整備が必要であるとし、開発途上国に対す

る新規・追加・拡大の資金提供、革新的資金メカニズムの役割を促進するための国際的プ

ロセスの開始、環境に負の影響を与える補助金の段階的撤廃、グリーン技術の研究開発の

ための研究拠点の創設、そして、各国毎の助言を提供するための能力向上計画の策定が必

要であるとしている。さらに、グリーン経済に関するロードマップとして、具体的な目標

や進捗の測定基準を含むものを各産業界それぞれに作成するように強く推奨するとともに、

以下の図 1 のような目標と時間軸を含むロードマップにより、国際的な進捗を測定する可

能性を示している。 

 

以上のグリーン経済の議論に加え、関連する議論が第 5 章の「行動とフォローアップのた

めの枠組」の「B. 進捗の加速と測定」および「C. 実施手段」において見られる。 

 

進捗の加速と測定では主に、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）

と国内総生産（GDP）が議論の対象として挙げられている。ここでは、普遍的ですべての

国に適用でき、その一方で各国毎に異なるアプローチを認めるグローバルな SDGs を、2015

年までに策定するための包含的プロセスを開始することへの期待が述べられている。この

SDGs は、2015 年以降における開発アジェンダにおいて、ミレニアム開発目標（Millennium 

Development Goals: MDGs）を補完し、強化するべきものであると認識される。また、SDGs

が対象とすべき分野として、持続可能な消費と生産、海洋、食糧安全保障と持続可能な農

業、すべての人への持続可能なエネルギー、水アクセスと効率性、持続可能な都市、グリ

ーン雇用と適切な労働および社会参加、そして災害リスク削減とレジリエンスが挙げられ、

併せて、適切な指標や 2030 年までに達成されるべき特定の目標に基づく進捗測定が提案さ

れている。指標についてはさらに、福利の測定指標としての GDP の限界を認識し、GDP

を補完する指標をさらに強化する必要性が指摘されている。 

 

2012 2015 2030

実施評価のための指標と測定基準の策定
技術移転、ノウハウの共有

能力の向上のためのメカニズムの制定
実施と定期的な進捗評価 進捗の包括的評価
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実施手段においては、財政や技術、能力向上や貿易に関する提言がまとめられている。財

政に関しては、2015年までに国民総生産（GNP）の0.7パーセントを政府開発援助（ODA）

に2、またGNPの0.15～0.20パーセントを後発開発途上国向けのODAに拠出するという、多

くの先進国の公約の履行を求めている。技術や能力向上については一般的な記述に終始し、

技術移転を促すための障壁の撤廃の重要性を認識することや、協力や情報交換を目的とし

た地域的な体制を支援することなどが述べられている。貿易関連では、脆弱なグループを

保護するセーフガードとともに、化石燃料や農業、漁業などにおける、市場を歪曲し、環

境に負の影響を与える補助金の段階的撤廃を支持するとの文言とともに、グリーン経済へ

の移行などにより生じる新たな輸出の機会を、開発途上国が模索し特定することを支援す

るような国際的・地域的機関の活動を支持するとしている。また、とりわけ後発開発途上

国が、多国間貿易システムや国際市場への参画から便益を得られることを保障するための

国際的な経済・財政制度が必要である旨を指摘している。 

 

 

                                                   
2 OECD においては国民総所得（GNI）の 0.7 パーセントと合意されているが、両者の相

違または整合性についてはゼロドラフトでは明確にされていない。 
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2. G20 諸国のグリーン経済に対する見解 

 

 

本章では、G20 諸国のグリーン経済に対する見解を整理する。G20 の構成国およびリオ＋

20 プロセスでの発言や文書の提出状況を以下の表 1 にまとめる。 

 

表 1 G20 諸国のリオ＋20 プロセスにおける発言や文書の提出状況 

  国名 A B C D E 

2.1  アルゼンチン ○ ○ ○ － ○ 

2.2  オーストラリア ○ ○ ○ ○ ○ 

2.3  ブラジル ○ ○ ○ ○ ○ 

2.4  カナダ － ○ ○ ○ ○ 

2.5  中国 ○ － ○ ○ ○ 

2.6  欧州連合 ○ ○ ○ ○ ○ 

2.7  フランス － ○ ○ － － 

2.8  ドイツ － ○ ○ ○ － 

2.9  インド ○ ○ ○ ○ ○ 

2.10  インドネシア ○ ○ ○ － ○ 

2.11  イタリア － ○ － ○ － 

2.12  日本 ○ ○ ○ ○ ○ 

2.13  メキシコ ○ ○ ○ ○ ○ 

2.14  韓国 ○ ○ ○ ○ ○ 

2.15  ロシア連邦 ○ － ○ － ○ 

2.16  サウジアラビア － － － ○ － 

2.17  南アフリカ共和国 － ○ － ○ ○ 

2.18  トルコ － － － － ○ 

2.19  英国 － ○ － － ○ 

2.20  米国 ○ ○ ○ ○ ○ 

 

A：第 1 回準備委員会会合（2010 年 5 月） 

B：アンケートに対する回答（2010 年 10 月） 

C：第 1 回会期間会合（2011 年 1 月） 

D：第 2 回準備委員会会合（2011 年 3 月） 

E：統合文書へのインプット（2011 年 11 月） 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Argentina.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Europe.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Italy.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Mexico.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Russia.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Saudi_Arabia.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Turkey.svg
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2.1.  アルゼンチン 

 

アルゼンチンは、開発途上国におけるグリーン経済への移行の条件として、グリーン経済

は貿易障壁や援助条件などのグリーン保護主義に繋がるべきではなく、むしろ先進国から

開発途上国への資金援助や技術移転を促進し、環境に有害な貿易措置を是正するべきであ

るとの主張を展開している。また、持続可能な開発に係る指標についても触れ、単一指標

は好ましくないことや、国家の枠内での策定が望ましいことを意見として述べている。 

 

まず、第 1 回準備委員会会合におけるアルゼンチンの主張は、グリーン経済は開発途上国

の状況を考慮すべきであり、グリーン保護主義を招くようなものではならないということ

である。同時にアルゼンチンは、グリーン経済は科学的根拠に基づき、透明かつ参加的手

法で形成される必要があるとも指摘した。 

 

アンケートに対する回答においては、環境のみを中心に考えるアプローチに反対した上で、

グリーン経済は共通だが差異ある責任に基づく先進国の責務を考慮すべきことを強調して

いる。一方で開発途上国においては、先進国からの十分な技術移転と資金援助に支えられ

た自発的取組という形でのみ、グリーン経済は実現可能であると唱えている。また貿易関

連についても言及し、グリーン経済政策はグリーン保護主義を助長させるべきではなく、

むしろ環境や持続可能な開発に悪影響を与える措置を是正すべきであると主張している。 

 

第 1 回会期間会合では、経済・社会・環境のすべての側面を反映した「国家持続可能な開

発指標」を紹介した。そして、このような取組は国家の枠内においてなされるべきだと主

張すると同時に、カーボンフットプリントのようなひとつの側面のみに焦点を当てる単一

指標の利用は、貿易規制による公平性の損失などの問題を招く恐れがあることから、複雑

な持続可能性を測定する上では好ましくないと強調した。 

 

統合文書へのインプットにおいては、グリーン経済は持続可能な開発に代わるものではな

く、そのためのツールと認識されるべきであり、各国の開発レベルや優先課題に応じて十

分な柔軟性が設けられるべきであると強調している。さらに、グリーン経済への移行は開

発途上国においては財政的に困難なものであり、競争や市場アクセス、貧困削減などの点

において負の影響があり得るとの懸念から、グリーン経済は貿易障壁や援助条件などのグ

リーン保護主義に繋がるべきではなく、むしろ先進国から開発途上国への資金援助や技術

移転を促進し、環境に有害な貿易措置を是正するべきであるとの主張を展開している。こ

の点からアルゼンチンはさらに、2015 年までに GNI の 0.7 パーセントを ODA に拠出する

という先進国のコミットメントの履行の重要性を改めて指摘している。 
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2.2.  オーストラリア 

 

オーストラリアは、統合文書へのインプットの段階において、「ブルー経済」という概念を

強調し始め、そのための行動枠組の設立を提案している。また、一貫して自然資源の価値

や持続可能な開発の進捗測定について言及しており、外部不経済を内部化するような測定

基準の作成に対する意欲が極めて高い。ODA 増額に対するコミットメントが必要であると

いう意見は、自国の ODA 倍増計画に裏打ちされたものであることから傾聴に値するであろ

う。 

 

まず、第 1 回準備委員会会合においてオーストラリアは、グリーン経済において最も重要

なものは行動であるとの見解を示した。加えて、グッドガバナンスや自然資源の価値の認

識、各国の状況を踏まえた柔軟性などの特性を持つグリーン経済の実現のためには、コミ

ュニケーションの向上や社会的側面への配慮、コミュニティレベルでの理解促進や他の活

動との協調が重要な課題となることを強調した。 

 

2010 年 10 月のアンケートに対する回答では、外部不経済を適切に把握できていないこと

や、環境資産の务化を消費選択の減尐という観点から認識していないことを問題視し、グ

リーン経済は環境外部性を成長戦略において内部化するものであるとの理解を示している。

また、グリーン経済は国内的な持続可能性を強化するものであるとともに、資源効率性や

技術移転に係る国際協力を推進するための強力なツールであるとの見解を明らかにし、各

国の状況や優先順位に適用できるように柔軟であるべきであると主張している。 

 

第 1 回会期間会合では、グリーン経済アプローチは持続可能な開発のための手段であると

いう広い認識を支持するとの発言をし、その実施のためにはより広い進捗測定が必要であ

ると強調した。続く第 2 回準備委員会会合では、第 1 回会期間会合での発言を深化させ、

グリーン経済は持続可能な開発の 3 つの柱の統合を進めるための手段となるとき最も効果

的となるという認識がリオ＋20 での重大な決定であり、より広い進捗測定に関する決議が

その統合の鍵になるとの見解を示した。また、自然資本や生態系サービスの価値評価に関

する取組を進めるための決議が重要であることを指摘した。 

 

統合文書へのインプットにおいてオーストラリアは、ブルー経済という言葉を用いて、持

続可能な海洋保全管理の促進の急務の課題であることを指摘し、フリーサイズの行動はな

いと認識しながらも、係る行動枠組の設立がリオ＋20 において求められるべきであると主

張している。同時に、持続可能な開発の行動促進や進捗測定の重要性を強調し、リオ＋20

の成果には、持続可能な開発目標（SDGs）の策定や環境経済統合勘定（SEEA）への支援

が含まれるべきであると提案する。また資金的課題についても触れ、自国の ODA 倍増計画
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を紹介すると同時に、ODA 増額に対するコミットメントや民間資金の動員についての支持

がリオ＋20 において必要であるとの認識を示している。分野別課題においては、海洋に加

え、食糧安全保障、水利用の効率性、生物多様性保全、砂漠化、持続可能なエネルギー、

持続可能な鉱業、気候変動を優先課題として挙げている。 

 

 

2.3.  ブラジル 

 

ブラジルはグリーン経済の定義について多く言及し、リオ＋20 においてはその共通理解の

促進が重要であることを強調する。そして、社会的側面の重要性に注目し、統合文書への

インプットの段階において、「包含的グリーン経済」という概念を主張し始めている。同時

に、グリーン経済には各国の経済状況に応じた柔軟性が必要であり、その実施のためには

先進国から開発途上国への資金援助・技術移転が不可欠であると唱えている。また、SDGs

については、準備会合での交渉の後にリオ＋20 において達成できるものと野心的な目標を

掲げている。 

 

第 1 回準備委員会会合においてまず、ブラジルは「建設的な疑念」を示した。ここでは、

普遍的に認められたグリーン経済の定義がないことが疑念の元であるとし、またこのよう

な定義についての議論がグリーン経済の共通の理解を促進する上で有用であることから建

設的であるとした。さらに、普遍的に適用できる解決策はないため、グリーン経済の概念

を国家に適した施策に反映させることは困難な課題であるが、そのためには尐なくとも資

金援助と技術移転が必要であり、共通だが差異ある責任に基づいて先進国から開発途上国

に対する支援をさらに推進する必要があると強調した。 

 

アンケートに対する回答においては、グリーン経済の定義がない現状において、リオ＋20

はその共通理解の促進や政策含意等の議論を進める良い機会となると述べている。また、

グリーン経済には各国の社会経済状況に対する柔軟性が必要であり、経済のグリーン化に

関する一意的な指標は非効果的であると強調している。第 1 回準備委員会会合と同様、各

国におけるグリーン経済施策の実践には追加的な資金が必要であるとし、技術移転と併せ

て資金動員に関する議論の必要性についても触れている。 

 

第 1 回会期間会合では、グリーン経済というテーマ自体に言及し、持続可能な開発や貧困

根絶という文脈が重要であることを改めて指摘するとともに、政策コストの評価や各国に

おける政策の柔軟性などについて検討する必要性を述べた。続く第 2 回準備委員会会合で

は、リオ＋20 における決定は、グリーン経済の柔軟性、先進国の主導による持続可能な消

費と生産の促進という考えに沿うものであるべきと指摘し、グリーン経済アプローチを国
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際的な不平等を是正するためのツールと認識して、リオ＋20 においては補助金の濫用や貿

易規制措置について取り組むべきとの姿勢を示した。 

 

統合文書へのインプットにおいては、グリーン経済が先進技術の商業化による開発途上国

の課題解決を促進するものと解釈されないように、持続可能な開発のためのプログラムと

してグリーン経済を定義付けることを唱えている。同時に、リオ＋20 での議論に社会的側

面を反映させるため、低所得層を参画させるような包含的グリーン経済という概念を強調

し、概念的な移行を促している。また、SDGs について、準備会合での交渉の後にリオ＋20

において達成できるものと野心的な目標を掲げている。そして、その原則として、SDGs

は MDGs に置き換わるものであるべきではなく、むしろ補完し拡充すべきものであること、

各国の現状や優先順位に一定の配慮を与えつつ、特定の期限と伴に定量可能で実証可能な

具体的な目的を含む必要があること、普遍的な性質から先進国と開発途上国を同等に対象

とすべきであることを唱えている。 

 

 

2.4.  カナダ 

 

カナダは一貫して、グリーン経済においては成功事例やベストプラクティスの共有が重要

であると主張し、自国の事例を紹介するとともに、リオ＋20 の成果としてグリーン経済ツ

ールキットの作成を提案している。また経済協力開発機構（OECD）での議論を受けて、

グリーン経済指標について言及し、リオ＋20 においては各国毎に自発的な指標群の策定を

求めている。 

 

カナダの最初の意見表明はアンケートに対する回答である。ここでは、自国の国内政策や

国際協調政策を紹介しながら、リオ＋20 では各国の成功事例を共有することが望ましいと

述べている。第 1 回会期間会合でも同様に、ベストプラクティスの共有を歓迎すると発言

し、自国の経験として戦略的環境影響評価の導入や自然資源管理に関する国際協力などを

紹介した。さらに第 2 回準備委員会会合においても、リオ＋20 の会議成果として、規制的

アプローチを含むツールキットに注目すべきであることをカナダは強調した。 

 

統合文書へのインプットにおいても、グリーン経済ツールキットの作成はリオ＋20 におけ

る有用な成果であるとの認識を示し、グリーンアカウンティングや戦略的環境影響評価な

どをベストプラクティスとして挙げている。これに加えカナダは、OECD のグリーン成長

指標に言及しながら、自国における関連取組を紹介し、自発的なグリーン経済指標群の作

成に対する支持を表明している。 
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2.5.  中国 

 

中国は、先進国からの技術移転・資金援助・市場アクセス拡大の促進が、開発途上国にお

けるグリーン経済のために必要であると唱えつつ、グリーン保護主義や援助条件の設定に

対する明確な反対の姿勢を一貫して表明している。同時に、グリーン経済への移行の重要

性に対する認識を示し、国際社会におけるベストプラクティスの共有を進めるべきと提案

している。 

 

まず、第 1 回準備委員会会合において、グリーン経済の重要性に対する認識やグリーン保

護主義に対する明確な反対を示し、さらに先進国から開発途上国に対する技術移転・資金

援助・市場アクセスの提供の重要性を指摘して、その後の主張の根幹を形成した。これを

踏襲しつつ、第 1 回会期間会合においては新たに、グリーン経済には画一の定義がなく持

続可能な開発の代替にはならないこと、グリーン経済は持続可能な開発のための手段であ

ること、そしてグリーン経済にフリーサイズのモデルはないという理解を示した。 

 

第 2 回準備委員会会合では、グリーン経済に関する自国の取組および今後のさらなるコミ

ットメントを示すとともに、ベストプラクティスを国際社会と共有する準備があると述べ

た。また、同様に先進国に対しても成功事例を共有するように求め、開発途上国における

グリーン経済への移行のための支援をすべきことを強調した。 

 

統合文書へのインプットではまず、グリーン経済を発展させる主目標は貧困根絶であり、

それはグリーン経済に関する政策形成・実施の基準となるべきであるとの見解を示してい

る。同時に従来の主張を総合し、グリーン保護主義や援助条件の設定に反対との立場を貫

きつつ、先進国には非持続的な消費と生産の変革やベストプラクティスの提供、および開

発途上国に対する資金提供や技術移転、能力向上や市場アクセスの拡大を求め、一方で開

発途上国には自国の状況に応じた持続可能な開発戦略の策定・実施を促している。国際社

会に対してはさらに、グリーン経済の移行に伴う開発途上国の社会的費用を削減するため、

教育や職業訓練の機会を提供すべきと主張している。 

 

 

2.6.  EU 

 

欧州連合（EU）はその発言や文書において、各国の状況におけるグリーン経済政策の柔軟

性を強調するとともに、外部不経済の内部化を通じた自然資本管理の重要性を多く指摘し

ている。またリオ＋20 に期待する主要成果として、初期の段階ではグリーン経済に対する
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グローバル・コミットメント、国連グリーン経済ロードマップ、ツールボックスもしくは

ベストプラクティス・ガイドの 3 つを挙げてきたが、現在はその議論を収斂させ、統合文

書へのインプットにおいては、国際的な目標・目的・行動などに対する期限を含むグリー

ン経済ロードマップの作成を提案し、この中における GDP 補完指標の開発や、政策ツール

ボックスもしくはベストプラクティス・ガイドの作成を掲げている。 

 

まず第 1 回準備委員会会合において EU は、開発途上国、新興国、先進国のそれぞれの状

況を考慮しながら、持続可能な開発と整合的なグリーン経済への移行のための手段と行動

に焦点を当てることが重要であると指摘した。とりわけ、価格の適正化を強調し、生態系

サービスの価値評価や外部不経済に対する補償の重要性を明らかにした。また、ベストプ

ラクティスの共有はグリーン経済戦略の実施に有用であるとの見解を示した。 

 

アンケートに対する回答での EU の主張は、グリーン経済は社会的な好影響をもたらすた

め、社会的な側面と整合的に進められる必要があり、この観点から、グリーン経済は持続

可能な開発と整合的な経済への移行を促進するためのツールやロードマップのセットと理

解されるべきということである。併せて EU は、グリーン経済へのアプローチは各国の異

なる状況を考慮し、柔軟性を担保すべきであることを強調している。EU は会議成果につい

てもこの段階で触れており、グリーン経済に対するグローバル・コミットメントと共通理

解、時間軸や主要アクター、自発的な目標やモニタリング・メカニズムを含む国連グリー

ン経済ロードマップ、そして必要な行動や手段、政策のツールボックスもしくはベストプ

ラクティス・ガイドの 3 つを、期待する成果として挙げている。加えて、グリーン経済指

標や、福利の測定など、特定の課題に対する合意の可能性についても触れている。また、

アンケートに対する追加的なインプットとして、効果的なグリーン経済政策に言及してお

り、環境財政改革や持続的な公的調達、エコラベルを含む環境規制やエコイノベーション

などをその一例として挙げている。 

 

2011 年 1 月の第 1 回会期間会合においては、リオ＋20 においてグリーン経済に関する議論

を行うことの利点を述べた上で、アンケートに対する回答と同様に、グリーン経済に対す

るグローバル・コミットメント、国連グリーン経済ロードマップ、ツールボックスもしく

はベストプラクティス・ガイドの 3 つを期待する会議成果として挙げた。また、持続可能

な開発の測定について言及し、信頼できる社会的・環境的な統計や指標の必要性を指摘し

た。 

 

続く第 2 回準備委員会会合では、リオ＋20 において期待する 3 つの成果について同様に言

及するとともに、グリーン経済の重要な特徴として、外部経済の内部化を通じて自然資本

の管理を中心とする必要があること、フリーサイズのモデルは存在しないが、ベスト・プ
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ラクティスの共有や国際協力は必要であることを述べた。 

 

統合文書へのインプットにおいては、グリーン経済における自由市場や外部不経済の内部

化の重要性などについて触れた上で、リオ＋20 の実行的な成果として、国際的な目標・目

的・行動などに対する期限を含むグリーン経済ロードマップの作成を提案している。そし

て、これに反映されるべき要素として、以下のような分野横断的行動を挙げている。 

 

 既存の取組と整合的な、ヘッドライン指標を含む GDP 補完指標の開発 

 持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組の設立 

 国別アドバイスの提供や資金へのアクセス支援のための能力開発計画の策定と、ツー

ルボックスもしくはベストプラクティス・ガイドの作成 

 革新的かつ私的な資金メカニズムの役割増大のための国際的プロセスの始動 

 環境に負の影響を与える補助金の段階的撤廃に対するコミットメント 

 

また、行動を求める特定分野として、水資源、食糧と農業、持続可能なエネルギー、林業、

土壌および持続可能な土地管理、海洋、漁業、生物多様性保全、化学物質、持続可能な資

源および廃棄物管理、持続可能な都市開発に言及している。 

 

 

2.7.  フランス 

 

フランスは基本的にその立場を EU と同じとするために意見表明の機会は多くないが、主

たる意見として、社会的側面の重要性、およびグリーン経済に関する指標開発について言

及している。 

 

フランスの最初の意見表明はアンケートに対する回答であり、ここではグリーン経済にお

ける社会的側面、とりわけ雇用を重視し、グリーン雇用に関する行動計画を紹介するとと

もに、持続可能な消費と生産のための社会的連携の必要性を強調している。第 1 回会期間

会合でも同様に、社会的側面のグリーン経済への統合がリオ＋20 におけるひとつの課題で

あると指摘した。同時にフランスは、グリーン経済を実行可能なものとするための指標開

発や国際的なロードマップ作成の重要性を述べた。 
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2.8.  ドイツ 

 

ドイツは当初、ほとんどの国において現段階ではグリーン経済の概念は確立されていない

ため、その実践のための効率的な手順を示すことは時期尚早であると主張していたが、EU

と整合性を採るように、その主眼をグリーン経済ロードマップの作成へと移行させ、さら

に一歩進んだ提案として、2020 年までの国連による各国毎のアドバイスの策定と、2030

年までの主要な実行手順の達成を掲げている。 

 

フランス同様にドイツの最初の意見表明はアンケートに対する回答である。ここでは自国

におけるグリーン技術の潜在能力を示す一方で、ほとんどの国において現段階ではグリー

ン経済の概念は確立されていないため、その実践のための効率的な手順を示すことは時期

尚早であり、まずはグッドプラクティスを積み重ね、適切なコミュニケーションを図るこ

とが重要であると述べている。 

 

第 1 回会期間会合では EU と同様に、グリーン経済に対するグローバル・コミットメント、

国連グリーン経済ロードマップ、ツールボックスもしくはベストプラクティス・ガイドを

リオ＋20 において期待する成果として挙げた。ロードマップについてはさらに踏み込み、

国連による各国毎のアドバイスが 2020 年までに策定され、主要な実行手順が 2030 年まで

に踏まれるべきであると提案した。続く第 2 回準備委員会会合でも、グリーン経済の達成

のためには時間軸や基準、指標、法的・経済的手法や自発的目標を含む国連グリーン経済

ロードマップが必要であると主張し、前回会合と同様に、2020 年までの国連による各国毎

のアドバイスの策定と、2030 年までの主要な実行手順の達成を提案した。 

 

 

2.9.  インド 

 

インドは先進国と開発途上国の二元論および共通だが差異ある責任に基づき、先進国の責

務や開発途上国に対する優遇措置を、技術移転や資金援助などの点から主張する。また、

各国におけるグリーン経済の政策余地を強調し、各国戦略や経験共有については好意的な

態度を示す一方、真の福利の向上を図る代替指標の必要性を認識しながらも、自国の政策

を束縛するような定量的目標の設定については明確な反対の意を表わしている。 

 

まず第 1 回準備委員会会合において、グリーン経済は規範的であるべきではないとの見解

を示すとともに、その移行のための重要事項として、個人およびコミュニティレベルにお

ける持続可能な暮らしの実現、各国の状況に応じた適正な機会の拡大、開発途上国と先進
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国の間の衡平性の確保を挙げた。 

 

アンケートに対する回答では、グリーン経済は共通だが差異ある責任に基づいて進められ

るべきであり、国家の状況や優先事項に応じて相応の柔軟性や政策余地が認められるべき

であると述べている。また、開発途上国がグリーン経済へと移行するためには、技術や資

金へのアクセスが重要であり、貿易や資金援助におけるグリーン保護主義の助長を促して

はならないと主張している。そして自国の経験を引き合いに出しながら、GDP が持続可能

な成長を測定するために適した指標ではないとの見解を示し、真の福利の向上を図る代替

指標の必要性を指摘している。 

 

インドは上記回答同様の見解を、第 1 回会期間会合においても示している。ここではさら

に、グリーン経済の定義の必要性やグリーン保護主義の防止策に対する質問も述べた。第 2

回準備委員会会合においても上記同様の点に再度触れ、グリーン経済の概念が明確になり

つつあるとの理解の下、グリーン経済は持続可能性への方向性やガイドラインであり、自

発的な行動計画であるべきであると主張した。 

 

統合文書へのインプットにおいては、貧困根絶がグリーン経済の優先的な目標となるべき

であり、共通だが差異ある責任に基づいて、開発途上国には特別かつ異なる扱いが必要で

あると主張している。同時に先進国側に対して、グリーン保護主義の予防や農業補助金の

削減とともに、技術移転や資金援助の促進を求め、「持続可能な開発基金」の創設を提案し

ている。さらに、各国の状況や優先順位に基づく国別戦略や、多様な選択肢（メニュー）

の中から選択する柔軟性や政策余地について好意的な態度を示す一方、定量的な目標の設

定に明確に反対し、SDGs についてはまず先進国が範を示すべきとの意見を表明している。 

 

 

2.10.  インドネシア 

 

インドネシアは資源生産性や持続可能な消費と生産に触れながら、主たる意見として、グ

リーン保護主義や援助条件への反対、そして開発途上国に対する技術移転や資金援助の重

要性を掲げている。 

 

まず第 1 回準備委員会会合では、グリーン保護主義に言及するとともに、各国における政

策余地やグリーン経済への移行のための金融・貿易分野などにおける国際的支援の重要性

を指摘し、開発途上国に対する資金援助や技術移転の必要性を強調した。 

 

第 1 回会期間会合においてはいくつかの提案を掲げ、各国の状況や優先順位に鑑み、ひと
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つの定義に固執すべきではないこと、グリーン経済の費用便益をさらに分析すべきこと、

そして共通だが差異ある責任に基づき、先進国は開発途上国に対する低炭素技術へのアク

セス改善や資金の提供を推進すべきことを述べた。 

 

そして統合文書へのインプットにおいては、グリーン経済は持続可能な消費と生産に繋が

る資源効率性を要とする開発パラダイムであるとの認識を示し、グリーン経済を国家開発

計画において主流化することでその実施を促すべきであるとの見解を表明している。また、

グリーン保護主義や新たな援助条件の設定に対する反対の意を示すとともに、資金援助や

技術移転の重要性を再度指摘している。 

 

 

2.11.  イタリア 

 

イタリアからの発信は限られているが、基本的には EU と同様の意見である。 

 

事実、アンケートに対する回答では、イタリアからの回答は特段なく、EU と同じ意見であ

る旨を示している。また、第 2 回準備委員会会合においても EU と同様の意見を述べてお

り、グリーン経済は持続可能な開発を達成するための駆動力として捉えられるべきことや、

リオ＋20 ではグリーン経済ロードマップのような具体的かつ運用可能な手段に合意すべき

であることなどを強調している。 

 

 

2.12.  日本 

 

日本は指標に係る議論に積極的であり、経済社会状況、肉体的・精神的健康、および人間

社会の関係性に基づく幸福度や福利という指標の検討を提案している。また同様に、リオ

＋20 における成果として、21 世紀の新たな国際開発戦略の策定や、ポスト MDGs の制定

に向けた正式なプロセスの開始、政策ツールボックスを活用した各国グリーン経済戦略の

作成を求めている。 

 

まず第 1 回準備委員会会合では、グリーン経済の正確な定義についての議論よりは既存の

枠組を活用した成果重視の議論が望ましいと述べ、低炭素に係る資金援助や技術移転に関

する自国の実績を紹介した。アンケートに対する回答においても同様に、その質問に沿う

ように自国の経験や政策を紹介する一方、ここではさらに一歩踏み込んで、リオ＋20 にお

いて期待する成果を挙げ、グリーン経済の重要性に対する合意を強調している。 
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第 1 回会期間会合では、グリーン経済の定義についての議論にあまり時間を割くべきでは

ないことを再度強調するとともに、GDP は常に生活の質（QOL）を効果的に示すものでは

ないとして、グリーン経済のための適切な指標を検討する重要性について指摘した。続く

第 2 回準備委員会会合においても、自国の経験や政策の紹介とともに、グリーン経済を実

現するための適切な指標の重要性を指摘し、4 つの主要な指標として、QOL、温室効果ガ

ス（GHG）強度、資源強度、そして生物多様性保全を提案した。 

 

日本は、統合文書へのインプットにおいてその提言をまとめている。まず、グリーン経済

というものの理解を述べた上で、それは持続可能な開発を達成するために最も重要なツー

ルであると唱え、このグリーン経済を達成するために国際社会は、グリーン・イノベーシ

ョンを含む政策ツールボックスを活用し、各国の発展段階に応じたグリーン経済戦略の策

定に合意するべきであると提案している。また、共通だが差異ある責任という原則は、国

際社会を先進国と開発途上国とに二分することを意図したものではなく、現在の国際環境

に照らし、新興国や民間セクターの役割や責任にさらに焦点を当てる必要があると強調し

ている。 

 

日本はまた、リオ＋20 で合意され得る成果として以下の 3 点を提案している。 

 

 人間の安全保障を指針として、21 世紀の新たな国際開発戦略を作成するべきである。

これはポスト MDGs という具体的な目標を策定するためにも必要である。 

 ポスト MDGs の策定に向けた正式なプロセスを開始すべきである。SDGs は様々に解

釈されるが、いずれはポスト MDGs に統合される必要があるため、日本政府は SDGs

という言葉を使用しない。 

 GDP 以外の指標の検討作業を推進すべきである。これはポスト MDGs の基礎となるも

のであり、たとえば経済社会状況、身体的・精神的健康、および人間社会の関係性に

基づく幸福度や福利は意義のある指標となるであろう。 

 

これらに加えて日本は、災害リスク削減、エネルギー、食糧安全保障、水資源、未来都市、

持続可能な開発のための教育、グローバル地球観測システム、技術革新、そして生物多様

性という 9 つの分野においてそれぞれの提案を示している。 

 

 

2.13.  メキシコ 

 

メキシコは各国の状況や能力に応じた政策余地を強調し、指標や目標についてもこの文脈
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で捉えられるべきであることを主張している。また、技術移転の重要性を強く主張し、地

域における研究拠点の創設を提案している。 

 

第 1 回準備委員会会合においてメキシコは、グリーン経済は国際社会により定義付けられ

るべきであり、各国は自国の開発計画においてどのような政策や手段を導入できるかを決

定すべきであるという見解を示した。また、グリーン経済の達成のためには、技術協力や

各国の経験共有、そして先進国から開発途上国への技術移転が必要であると指摘した。 

 

アンケートに対する回答では、グリーン認証や持続可能な消費と生産などに関する自国の

政策の紹介に留めているが、2011 年 1 月の第 1 回会期間会合では、グリーン経済は行動原

則であるために定義や分野毎の細かい議論に固執する必要はないが、一方で真にグリーン

でない経済活動に流用されないよう注意が必要であるとの主張を繰り広げている。また、

第 2 回準備委員会会合では、グリーン経済のための基礎ツールは技術やインフラであり、

その開発のためのインセンティブや、開発途上国における利用を促進するためのメカニズ

ムが必要であると述べている。 

 

統合文書へのインプットにおいては、環境サービスの経済価値評価の重要性を指摘し、リ

オ＋20 においてはこのような評価の能力を向上させるような枠組に合意できることが望ま

しいと強調する。また、グリーン保護主義への反対を示すとともに、知的財産権を尊重し

つつ技術移転を促すための、地域における研究拠点の創設を提案している。メキシコはさ

らに指標や目標の議論についても触れ、これらは各国の状況や能力に応じた選択肢として

考慮されるべきであると主張している。 

 

 

2.14.  韓国 

 

韓国は一貫してグリーン経済の推進に積極的であり、自国の取組を国際的にアピールする

とともに、グローバル・ロードマップの作成やグローバルグリーン成長パートナーシップ

の設立など、リオ＋20 における野心的な目標を掲げている。また、この文脈において、各

国におけるグリーン経済国家戦略の策定を促し、開発途上国に対する支援の準備があるこ

とを対外的に強調している。 

 

まず第 1 回準備委員会会合において韓国は、世界的なグリーン経済への移行を可能にする

ためには、グローバル・ロードマップを策定し、これに向けて各国が協力して取組む必要

があると主張した。またロシアからの発言を受けて、グリーン経済による雇用創出効果に

触れ、グリーン経済は社会的発展にも資するものであると強調した。 
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アンケートに対する回答では、グリーン成長五ヶ年行動計画の策定やグリーン技術に対す

る大規模投資など、グリーン経済に関する自国の積極的な取組を強調している。併せて、

グリーン経済の定義やパラダイムシフトを実現するための目標を明記した政治的文書の作

成が、リオ＋20 においては必要であると述べている。 

 

第 1 回会期間会合における韓国の主張は、グリーン経済は広く柔軟で、各国の状況を反映

できる政策余地を保持すべきであり、その実施にはベストプラクティスや経験の共有が重

要となるということである。同時に、各国にグリーン経済モデルを普及させるためにグロ

ーバル・グリーン成長研究所（Global Green Growth Institute: GGGI）を設立したことを

紹介した。続く第 2 回準備委員会会合では、グリーン経済における環境税や民間資金の重

要性を主張するとともに、開発途上国における能力不足について触れ、資金や設備の提供

を通じた支援を公約すると述べた。 

 

統合文書へのインプットにおいて韓国は、抽象的な意味でのグリーン経済の概念よりも実

行的な具現化を強調すべきであると述べた上で、グリーン経済においては各国が独自に具

体的な国家戦略を立案できると主張している。その一方で、グリーン経済における重要な

要素として、グリーン市場、グリーン安全保障、グリーン公平性、グリーンライフスタイ

ルの 4 つを明示している。 

 

韓国はまた、リオ＋20 における成果文書に言及し、加盟国がグリーン経済の要素を発展で

きるような支援基盤を形成する特定の条項や、国際社会と各国が共同または個別に採り得

る、グリーン経済へのグローバル・ロードマップや具体的かつ行動志向のプログラムや行

動計画を示すべきであると主張している。さらにグリーン経済へのロードマップについて、

以下のような提案をしている。 

 

 グローバルな環境問題を反映し、成長のための特定の目標を含む持続可能な開発目標

（SDGs）を作成すべきである。 

 グリーン経済の進捗度を測定するためのグリーン指標を特定し、比較や評価、フィー

ドバックのための基盤を整備すべきである。 

 経済発展や国家の特定の状況を反映し、グリーン投資や技術革新のための手段や主要

な分野を含むグリーン経済国家戦略を作成し、提出すべきである。 

 国際的・地域的な知識共有のプラットフォームとして、グリーン経済に関する情報を

統合・分析するためのセンターを創設すべきである。 

 能力向上のためのグリーンネットワークを確立すべきである。 

 2022 年のリオ＋30 に向け、リオ＋20 後 10 年間の時間軸を提示する。 
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 2012.2014：データプラットフォームや情報発信手続き、革新や技術共有のための

基盤を含む、グリーン経済の実施を評価するためのグリーン指標の確立 

 2013－2015：国家グリーン経済戦略の策定 

 2016－2020：ポスト京都枠組と炭素削減手段と関連する実行戦略の実施と評価 

 2021－2022：グリーン経済の目標に向けた進捗の包括的評価 

 2022.：リオ＋30 に向けた新たな戦略 

 

これらに加え、開発途上国におけるグリーン経済戦略の確立、およびパイロットプロジェ

クトの実施支援を目的としたグローバル・グリーン成長パートナーシップの確立を提案し、

このためには ODA のグリーン化や民間投資を促進するためのインセンティブが求められ

ると述べている。 

 

 

2.15.  ロシア連邦 

 

グリーン経済には共通理解や定義がないとの認識の下、ロシアは各国におけるそれぞれの

グリーン経済の発展を主張している。また、グリーン経済の負の側面についても触れ、リ

スク評価が必要であることを指摘している。持続可能な開発という文脈においては、長期

的な開発目標や新たな指標に関する提案をリオ＋20 の成果として期待するなど、積極的な

姿勢を見せている。 

 

第 1 回準備委員会会合においてロシアは、現時点ではグリーン経済についての明確な理解

がないと公言した上で、社会的側面や雇用創出効果、資金調達や保護貿易主義など、グリ

ーン経済における課題への関心は尽きないとの発言をした。続く第 1 回会期間会合におい

ても、グリーン経済に対する共通理解や係る負の側面の検討が必要であると指摘し、リオ

＋20 において実質的な成果を出すための作業部会の設立を提案している。 

 

これらの見解は、統合文書へのインプットにも反映されている。ロシアは、グリーン経済

には共通の定義が存在しないとの認識の下、各国の状況に応じてグリーン経済は発展され

るべきとの理解を示し、先進国、新興国、開発途上国における、それぞれのグリーン経済

のあり方の一例を提示している。また、グリーン経済のリスクの評価や、保護主義ではな

く市場開放の推進、開発途上国に対する資金援助や投資の促進、ベストプラクティスの研

究プラットフォームの作成などの必要性を指摘している。リオ＋20 の成果についても言及

し、2030 年／2050 年へ向けた長期的な開発目標や、持続可能な開発を統合的に測定する新

たな指標に関する提案が含まれるべきであると主張している。 
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2.16.  サウジアラビア 

 

サウジアラビアからの意見表明は極めて尐ないが、グリーン経済に対する疑念を示してい

る点から、興味深いものである。 

 

サウジアラビアの発言は第 2 回準備委員会会合のみである。ここでは、グリーン経済とい

う概念を導入する意図や、持続可能な開発へのツールとしての機能などに対する疑問から、

グリーン経済アプローチを是認することはできないとの意見を表明した。 

 

 

2.17.  南アフリカ共和国 

 

南アフリカの主張は、各国の状況に応じたグリーン経済の促進、保護貿易主義に対する反

対、開発途上国への技術的・資金的支援である。また、グリーン経済の誤用を避けるため

に明確な定義が必要であると強調し、ひとつの案を提示している。 

 

初の意見表明となるアンケートに対する回答においては、各国の状況に応じてグリーン経

済は発展されるべきこと、保護貿易主義は支援しないこと、共通だが差異ある責任に基づ

き先進国が持続可能な消費と生産への移行を率先すべきこと、資金や貿易、技術や投資を

考慮した議論をすべきことを指摘している。2011 年 3 月の第 2 回準備委員会会合において

も同様に、リオ第 2 原則に基づき各国はそれぞれの成長経路を決定できること、保護主義

や援助条件、環境基準の設定に反対であること、科学技術や制度的能力の向上、パートナ

ーシップの促進が開発途上国において必要であることを述べた。 

 

統合文書へのインプットにおいて南アフリカは、国際的なレベルでグリーン経済の概念を

運用するためには、その主要な要素や特徴を特定し、以て第一の目的を明確にし、誤用を

避けるべきであるとの認識を示し、グリーン経済の定義や全体的な目的、ビジョンを提案

している。また、リオ第 7 原則の共通だが差異ある責任に基づき、すべての国々に対し、

それぞれの優先順位や発展段階に応じ、グリーン経済への移行のための独自の戦略を策定

する政策余地が与えられるべきであると主張している。さらに南アフリカは、開発途上国

への支援が必要であること、また貧困根絶と自然資源基盤の確保のバランスのためには包

含的グリーン経済が求められることを強調する。 

 

 



21 

2.18.  トルコ 

 

統合文書へのインプットにおいてトルコは沈黙を破り、グリーン経済ロードマップの作成

について好意的な見解を示すとともに、開発途上国に対する資金援助・技術移転を促すた

めのメカニズムについて提案している。また、持続可能な開発目標や測定のための指標の

作成をリオ＋20 における重要事項として主張している。 

 

その統合文書へのインプットでは、グリーン経済の共通理解が必要であることを述べた上

で、リオ＋20 における共通だが差異ある責任を考慮したグリーン経済ロードマップの作成

の可能性について言及している。また、開発途上国における技術や資金へのアクセスや能

力向上を促進するためのメカニズムが必要であることを主張し、グローバルグリーン開発

基金やグリーン技術革新メカニズムの設立を提案している。持続可能な開発の文脈におい

ては、すべての国に応用できる特定の目的や具体的な行動を決定する SDGs が成果文書に

反映されることが重要であるとし、この目標と併せて持続可能な開発を測定するための指

標が発展され得ると述べている。 

 

 

2.19.  英国 

 

英国は、リオ＋20 プロセスにおける会議においてはグリーン経済について一切発言せず、

関連文書の提出のみの関与である。これらの文書においては、リオ＋20 に対して特別な提

案を行うわけではなく、グリーン経済ロードマップや持続可能な開発指標などの関連する

取組を紹介するに留めている。 

 

アンケートに対する回答においては、グリーン経済ロードマップの作成や「今までに最も

環境に配慮した政府」の達成という政治的公約などの自国の取組を紹介している。同様に、

2011 年 11 月の統合文書へのインプットでは、本インプットは EU 加盟国による提言を補

足するものであり、EU 提言を全面的に支持するものであると述べた上で、持続可能な開発

指標の改正や国家福利測定プログラムの開始など、再度自国の取組を紹介している。 

 

 

2.20.  アメリカ合衆国 

 

米国は、自国のグリーン経済関連政策を紹介し、グリーン経済は各国の優先事項や状況を

反映したものであるため、国際的にグリーン経済を推進するための最も効果的な方法は、
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ツールキットや政策オプションを提示することであると主張している。また、SDGs につい

ても一定の理解を示している。 

 

まず第 1 回準備委員会会合では、各国毎に異なるグリーン経済の実施手段があるとの認識

を述べた上で、ベストプラクティスとして自国のグリーン経済関連施策を紹介し、その基

本姿勢を示した。続くアンケートに対する回答でも、グリーン経済に係る政策事例を紹介

し、国家的なグリーン経済戦略は有用であるが、同様に独立的なイニシアティブも包括的

な目標達成のために重要であるとの見解を示している。また、ここではリオ＋20 における

成果についても触れ、ベストプラクティスの移転、グリーン経済イニシアティブの実践手

引きの作成、国際協調分野の特定を期待するものとして挙げている。 

 

2011 年 1 月の第 1 回会期間会合においては、自国のグリーン・ニューディール政策につい

て触れ、グリーン経済は短期的・長期的視点の双方を考慮して取り組まれる必要があると

の見解を示した。また、第 2 回準備委員会会合では、グリーン経済における社会的側面の

重要性を強調し、女性や若年層の役割や教育システムについての意見を述べた。さらに米

国の主張によれば、グリーン経済は各国の優先事項や状況を反映したものであり、国際的

にグリーン経済を推進するための最も効果的な方法は、ツールキットや政策オプションを

提示することであるとされる。 

 

統合文書へのインプットでは各論的に、エネルギーや都市化、水システム、製造、食糧安

全保障、海洋、生態系サービスなどに関する意見を述べている。また SDGs について触れ、

正しく構成されるならば、進捗を評価し、行動を触発するための有用な手段となるとの見

解を示している。 
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3. リオ＋20 におけるグリーン経済の論点 

 

 

本章では、第 1 章、第 2 章の論点を踏まえ、リオ＋20 におけるグリーン経済の議論で主要

な討議課題となるであろう事項について、各国の意見や見解を基に、それらの議論の方向

性を考察する。ここでは、「グリーン経済の原則」、「グリーン経済への移行を促す政策ツー

ル」、「グリーン経済のための国際協力」と分類して考察を進める。 

 

 

3.1.  グリーン経済の原則 

 

グリーン経済の原則を議論する前に、グリーン経済とは何であろうか。グリーン経済の定

義については、リオ＋20 プロセスの会議において頻繁に言及されてきたが、ゼロドラフト

では触れられていない。日本やメキシコ、韓国などは、このような定義の議論に時間を割

くよりは、具体的な内容について話し合うべきであるとの見解を持つ一方、ブラジルや南

アフリカ共和国などは、その主要な要素や特徴に対する共通理解が必要であるとの認識を

示している。また一方で中国やロシアは、共通の定義は存在しないという立場を採る。グ

リーン経済に対し、オーストラリアや島嶼国はブルー経済という概念を主張し、海洋生態

系の重要性を強調している。とりわけオーストラリアは、リオ＋20 においてはそのための

行動枠組みの設立が求められるとして、ブルー経済に関する成果への期待を述べている。

また、ブラジルやフランス、南アフリカ共和国はグリーン経済の社会的側面を強調し、ブ

ラジルは包含的グリーン経済という概念を打ち出して、貧困層などの社会的弱者の参画を

促すグリーン経済体制への移行を求めている。このようにグリーン経済の定義については、

各国それぞれに様々な見解を有している。加えて、国連環境計画（UNEP）や経済協力開

発機構（OECD）などは、それぞれの報告書においてグリーン経済またはグリーン成長の

定義を示しているが（UNEP, 2011; OECD, 2011）、これらも多尐の相違を含むものである。

これらに鑑みると、唯一共通の定義を設定することには多くの困難が予想される。 

 

その一方で、グリーン経済は持続可能な開発を達成する手段であるという理解は、アルゼ

ンチンやオーストラリア、中国や日本など、多くの国々が共有しているところであり、そ

れゆえにゼロドラフトでも明確に言及されている。また、グリーン経済は各国の開発レベ

ルや優先課題を考慮して、それぞれに発展されるものであるという意見は、アルゼンチン

やオーストラリア、ブラジル、中国、EU、インド、インドネシア、メキシコ、ロシア、南

アフリカ共和国など、幅広い支持を得ており、ほぼ間違いなく成果文書にも反映される文

言であろう。これらを踏まえて再度、定義の議論に戻るならば、グリーン経済の定義とい
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うものは特に設定されないであろうということが予想される。それは、グリーン経済が手

段であるとの一定の共通理解があるからであり、また各国毎にグリーン経済は異なるもの

であるとの認識が醸成されているからである。なお、多くの国々がグリーン経済に対する

好意的な見解を示す中で、懐疑的な意見を示す国も見られることには注意が必要であり、

サウジアラビアからは、グリーン経済を導入する意図など不明な点が多く、これを是認す

ることはできないとの言葉が発せられている。 

 

グリーン経済は各国の状況や優先課題を反映したものであることに留まらず、リオ第 7 原

則である共通だが差異ある責任に基づくべきであるという意見がある。例えば、アルゼン

チンやブラジル、インドネシアや南アフリカ共和国などは、この原則に基づき、先進国が

率先して持続可能な消費や生産に取り組むべきことや、先進国から開発途上国に対する技

術移転や資金援助を行うべきことを主張している。またインドは、開発途上国には特別か

つ異なる扱いが必要であること、トルコは、後述するグリーン経済ロードマップにおいて

この原則が反映されるべきことを強調している。一方で日本からは、共通だが差異ある責

任という原則は、国際社会を先進国と開発途上国とに二分することを意図したものではな

く、現在の国際環境に照らし、新興国や民間セクターの役割や責任にさらに焦点を当てる

必要があるとの意見が示されている。ここで、ゼロドラフトにおける文言を見ると、「グリ

ーン経済は共通だが差異ある責任というリオ原則に基づくべきである」ということのみで

あり、この文脈において特に先進国の行動を示しているわけではない。また、上記のよう

に、共通だが差異ある責任原則に強く言及している国々は主に新興国と開発途上国であり、

日本を除いて先進国からこれに対する意見は未だあまり聞かれていない。ゼロドラフトに

対する各国の反応が興味深いところである。 

 

この共通だが差異ある責任とは別にして、ゼロドラフトにおいては開発途上国に対する国

際社会の支援の必要性が言及されている。現在までのリオ＋20 プロセスにおいて、この点

を強く主張してきた国々は、アルゼンチンやブラジル、中国、インド、インドネシア、ロ

シア、南アフリカ共和国、トルコなどの新興国および開発途上国であるが、オーストラリ

アや韓国、メキシコなど一部の OECD 諸国もこの点に言及している。とりわけ、韓国は資

金や設備の提供を通じた開発途上国に対する支援を公約するなど、積極的な姿勢を見せて

いる。アルゼンチンや中国、インド、インドネシア、ロシア、南アフリカ共和国などの国々

はまた、グリーン保護主義と称される貿易障壁や新たな援助条件の設定に強い警戒感を示

しており、具体的な予防策等の提案はないものの、その防止を訴えている。グリーン保護

主義の内容についての議論が不十分であるため、必ずしも各国が同様に理解しているとは

限らないが、保護主義を助長しないという原則論は、現在の自由貿易体制に照らし受け入

れられるのではないか。 
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3.2.  グリーン経済への移行を促す政策ツール 

 

グリーン経済への移行を促す政策ツールとして、ゼロドラフトでは国際的な知識共有プラ

ットフォームが提示されている3。このプラットフォームの下にはまた、政策オプションの

メニュー、グッドプラクティスのツールボックス4、進捗測定のための指標群、技術的・財

政的支援のディレクトリが位置付けられて整理されている。政策オプションのメニューは、

インドや米国が触れているものであるが、その文脈から、おそらくグッドプラクティスの

ツールボックスと類似の性質を持つものであると想像される。このツールボックスおよび

進捗測定のための指標群については、多くの国々が言及しており、その意図するところは

明らかであるが、一方で、本レポートで分析対象とした国々の中に、技術的・財政的支援

のディレクトリを明確に提示した国は見られないため、その内容は定かではない。以上よ

り、ここではグッドプラクティスのツールボックスおよび進捗測定に関する考察を行う。 

 

まずグッドプラクティスのツールボックスについて、その目的はグッドプラクティスを蓄

積することであり、またその経験を各国が自国に応用することを支援することであると考

えられる。グッドプラクティスの共有の重要性は、カナダや EU、米国に加えて、中国やド

イツ、日本、韓国、ロシアなど多くの国々が指摘しているところであり、その作成ニーズ

は国際的に極めて高いと言える。自国の経験や技術を他国にアピールでき、また情報を共

有するだけという各国の負担が比較的小さいことから、グリーン経済への移行を促す政策

ツールとして、最も合意可能性の高いもののひとつであろう。多尐文脈は異なるが、合意

可能性という視点からは、日本や韓国が提案する、各国それぞれのグリーン経済戦略の策

定も重要な政策ツールであろう。これは、グリーン経済は各国の状況や優先課題を反映し

たものであるとの原則に合致するからであり、また各国の政策余地を制限するものではな

いからである。事実、中国やインドもこのような各国における戦略策定に好意的な姿勢を

示している。 

 

これに対し、自国の政策が国際的な価値観で評価される進捗測定のための指標群について

は、活発な議論が予想される。事実として、2011 年 5 月に発表された OECD の「グリーン

成長指標」においては、当初予定されたヘッドライン指標が削除されるなど、議論は大き

く紛糾したようである。リオ＋20 プロセスにおける各国の意見を俯瞰しても、その見解は

                                                   
3 この知識共有プラットフォームは韓国が提唱するものと同様の名称であり、韓国の意図と

しては、これに基づいてグリーン経済に関する情報を統合・分析するためのセンターを設

立することが目標のようである。 
4 この文言の出所は明確ではないが、カナダや米国が提案するツールキットや、EU が発案

する政策ツールボックスもしくはベストプラクティス・ガイドなどを統合させたものであ

ると考えられる。 
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多岐に亘る。グリーン経済指標について明確に言及している国はカナダおよび韓国であり、

カナダは各国毎に自発的な指標群を作成することを提案、韓国はこれをグリーン経済への

ロードマップの中に位置付けて、各国の進捗度に対し、比較や評価、フィードバックのた

めの基盤とすることを提案している。グリーン経済よりも広い枠組で、オーストラリアや

ロシア、トルコなど、持続可能な開発の進捗測定を唱える国々もある。より具体的な提案

として、EU によるヘッドライン指標を含む GDP 補完指標の開発、日本による経済社会状

況、身体的・精神的健康、および人間社会の関係性に基づく幸福度や福利という指標の検

討がある。これらに対し、懸念を表明するのはアルゼンチンやブラジルであり、前者は持

続可能な開発の進捗測定において単一指標は好ましくないとの見解を、後者は経済のグリ

ーン化に関する一意的な指標は効果的ではないとの意見を明らかにしている。グリーン経

済指標を作成するか否か、また作成するならば、どのような項目を立てるかについては、

今後さらなる議論が必要である。 

 

この指標開発という目標は、ゼロドラフトにおいて提唱されるグリーン経済ロードマップ

において、2015 年までに達成するものと位置付けられ、その後 2030 年までの進捗評価に

用いられることが想定されている。ただし、このグリーン経済ロードマップに言及してい

る国々は主として先進各国であり、その中でも多尐異なる主張が展開されている（図 2）。

EU は、国際的な目標・目的・行動などに対する期限を含むべきという原則的な主張をし、

これを補完するようにドイツは、国連による各国毎のアドバイスが2020年までに策定され、

主要な実行手順が 2030 年までに踏まれるべきと、その目標や時間軸を明確にしている。韓 

 

 

図 2 各国提案によるグリーン経済ロードマップの目標と時間軸 

2012 2015 2030

実施評価のための指標と測定基準の策定
技術移転、ノウハウの共有

能力の向上のためのメカニズムの制定
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国はさらに具体的に、リオ＋20 後 10 年の時間軸として、2014 年までのグリーン指標の確

立、2015 年までの国家グリーン経済戦略の策定、2020 年までのポスト京都枠組の実施、

2022 年までの進捗評価を提案している。このように提案する国々でも内容が異なり、また

新興国や開発途上国からの意見が聞かれないグリーン経済ロードマップが、果たして具体

的な形で国際的に合意され得るであろうか。リオ＋20 におけるグリーン経済の成果として

注目が集まるだけに、今後の議論の動向が重要となるであろう。 

 

ところで、これらのグリーン経済指標やグリーン経済ロードマップを用いて、どのような

目標を目指すのであろうか。この点、ゼロドラフトは明確なグリーン経済目標というよう

なものを示してはいない。一方で、SDGs に対する関心が、2011 年夏頃より俄かに高まり

つつあり、ゼロドラフトにおいても、2015 年までの策定を目指すプロセスを開始すること

が提示されている。この SDGs は中南米諸国による比較的新しい提案であるものの、これ

に言及している国は多く、韓国は、グリーン経済ロードマップの文脈において SDGs の作

成を支持している。ブラジルは、準備会合での交渉の後にリオ＋20 において達成できるも

のと野心的な目標を掲げており、その主張によれば、SDGs は MDGs に置き換わるもので

あるべきではなく、むしろ補完し拡充すべきものであること、各国の現状や優先順位に一

定の配慮を与えつつ、特定の期限と伴に定量可能で実証可能な具体的な目的を含む必要が

あること、普遍的な性質を持ち先進国と開発途上国を同等に対象とすべきであることなど

の原則に従うべきだとされる。オーストラリアやトルコも、SDGs が成果文書に反映される

ことが重要であるとして、その文脈で持続可能な開発を測定するための指標の必要性を指

摘し、米国も SDGs は正しく構成されるならば有用な手段となるとの見解を示している。

またロシアは、SDGs という文言を用いないものの、2030 年および 2050 年に向けた長期

的な開発目標をリオ＋20 の成果として挙げ、一方で日本は、敢えて SDGs という文言を使

用せずに、人間の安全保障を指針とした 21 世紀の新たな国際開発戦略や、ポスト MDGs

の策定に向けた正式なプロセスを開始すべきと主張している。これに対し、インドは定量

的な目標の設定に明確な反対を示し、SDGs についてはまず先進国が範を示すべきとの意見

を表明している。総じて、具体的な内容が議論されていない現状においては、ゼロドラフ

トに記されているように、2015 年に向けたプロセスの開始に合意することがまずひとつの

目標となるであろう。 

 

議論を戻し、それでは、この SDGs がグリーン経済目標と解釈され得るであろうか。上述

のように、グリーン経済は持続可能な開発を達成するための手段であるが、それを代替す

るものではないと認識される。このように考えるならば、SDGs はグリーン経済の目標とし

ては過大であり、仮にグリーン経済指標やグリーン経済ロードマップを作成するのであれ

ば、これに対応するグリーン経済目標を策定する必要があるのではないか。むしろ、包括

的な議論として、目標と指標を伴うロードマップの作成に議論を収斂させることもひとつ
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の方策であると考える5。 

 

 

3.3.  グリーン経済のための国際協力 

 

「1.1.」で述べたように、世界的にグリーン経済に移行するための技術移転、資金援助、能

力向上に対する国際協力は、ひとつの重要な課題である。 

 

新興国や開発途上国を中心として、先進国からのグリーン経済に係る技術移転を望む声は

大きく、ゼロドラフトにおいてもこの点は挙げられている。しかし、その技術移転を促す

方法については、グリーン技術の研究開発のための研究拠点の創設が提案されるのみであ

り、さらにこの中でどのような仕組みを用いるかという具体案も欠いている。各国からの

意見を見ても、メキシコは地域における研究拠点の創設に、トルコはグリーン技術革新メ

カニズムに言及しているものの、その具体的な内容については触れていない。このような

研究拠点が各国からのグリーン技術を集約し、知的財産権の使用料を負担して開発途上国

に技術を普及するのか、または、この研究拠点自体がグリーン技術を開発して知的財産権

を設定せずに、各国に技術を提供するのか、その機能や権限などについては疑問が残ると

ころである。そもそも、技術開発は企業活動との関わりが強く、国家間の競争や紛争が激

しい分野である。そのために、世界貿易機関（WTO）において知的財産権を扱う協定が合

意され、議論が重ねられているのであり、リオ＋20 で本議題について本格的な議論を行う

ことは困難であると考えられる。その意味で、同様に、アルゼンチンやブラジル、EU が強

く主張する環境に負の影響を与える補助金の段階的撤廃についても、リオ＋20 において総

論として合意することは可能かもしれないが、具体的にどのような時間軸でどの水準まで

削減していくかということについては、WTO 等における議論に委ねられるのではないか。 

 

開発途上国においてグリーン経済を推進するためには、先進国からのさらなる資金提供が

必要という指摘も多い。この点 EU は、革新的かつ私的な資金メカニズムの役割増大のた

めの国際的プロセスの始動を主張しており、これを受けて新たな財源の創設や民間資金の

動員に関する議論を進めるというその意図がゼロドラフトに反映されている。一方で、イ

ンドやトルコが主張する、持続可能な開発基金やグローバルグリーン開発基金という新た

な国際的基金の設立という提案は、資金源の不明確性からか特段に言及されず、開発途上

国に対する新規・追加・拡大の資金提供という曖昧な文言に集約されている。この開発途

上国に対する資金提供が ODA を意味するのならば、この議論は GNI の 0.7 パーセントを

                                                   
5 気候変動の文脈で例えるならば、CO2 の排出量につき、どのような指標（例えば、排出

総量や原単位あたり排出量）を用いて、どのような削減目標をいつまでに達成するのかと

いうことである。 
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ODA に充当するという先進国の公約の再確認へと収斂されるのではないか。ODA の増額

については、オーストラリアが積極的な姿勢を見せており、韓国も資金や設備の提供を通

じた支援を公約すると発言している6。リオ＋20 プロセスにおいては触れていないものの、

EU や英国など当該目標を確約している先進国も多く7、この公約を再確認するという合意

はリオ＋20 において実現可能であると考えられる。さらに後発開発途上国をより重視した

文言もゼロドラフトには散見され、このような点が再確認されることは望ましいことであ

ろう。 

 

グリーン経済へ移行するためには、技術革新や産業構造変革、税制改革などの点から各国

における能力向上が必要とされる。そのため、ゼロドラフトにおいては、各国毎の助言を

提供するための能力向上計画の策定が必要であるとされている。これは、EU の国別アドバ

イスの提供や資金へのアクセス支援のための能力開発計画の策定、韓国の能力向上のため

のグリーンネットワークの確立などの提案を受けてのものであると想定される。開発途上

国はとりわけ能力向上が必要であり、この点からゼロドラフトは、開発途上国のグリーン

経済戦略策定を支援するように国連に求めるとともに、開発途上国がグリーン経済への移

行などにより生じる新たな輸出の機会を模索することを支援するような国際的・地域的機

関の活動を支持するとしている。韓国は、グローバル・グリーン成長パートナーシップと

いう新たな枠組を提示し、開発途上国におけるグリーン経済戦略の確立やパイロットプロ

ジェクトの実施支援を行うことを提案している。これは、開発途上国におけるグリーン経

済への移行を支援するための組織として、自国において GGGI を設立したという背景に支

えられた提案であると考えられ、このような活動において主体的な役割を果たす意欲が伺

える。リオ＋20 においては、このようなパートナーシップを国際的に確立できるかという

ことが焦点になるであろう。 

 

                                                   
6 PCGG（2009）において、グリーン比率の向上を伴う ODA の増額を紹介している。 
7 EC ホームページ「ヨーロッパ援助開発協力」：

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/monterrey_en.htm 

および DFID（2010）参照。 



30 

4. リオ＋20 に向けて 

 

 

現在の議論では、成果文書は合意できる簡潔な政治宣言と、各国などからの提案を含む付

録という構成になると予想されている。この成果文書を念頭に置きつつ、またこれまでの

議論を踏まえ、最後に、リオ＋20 に向けてどのような点についてさらなる議論が求められ

るか考察する。 

 

まず、グリーン経済の原則について、グリーン経済の定義に触れないならば、グリーン経

済は持続可能な開発を達成する手段であり、各国の開発レベルや優先課題を考慮して、そ

れぞれに発展されるものであるという理解には現段階で合意が可能であると考えられる。

また、共通だが差異ある責任の原則に基づき、開発途上国に対する国際社会の支援の必要

性も再確認されるであろう。しかし、新興国の役割をどのように認識するかについては議

論が成熟しておらず、従来の先進国対開発途上国という二項対立が交渉を停滞させる可能

性もあるため、まずはこれを打破するような議論の枠組を形成する必要があるのではない

か。同様に、グリーン保護主義や新たな援助条件の防止については、原則論として各国賛

成するかもしれないが、具体的にどのような政策を以てグリーン保護主義とするかなどの

詳細な議論を欠いているため、各国間の対立を未然に防ぐためにも、国連貿易開発会議

（UNCTAD）等が中心となり、その内容に関する議論を早い段階から深めるべきである。

総じて、従来からの議論の枠組の再検討と新しい概念の整理が必要である。 

 

グリーン経済への移行を促す政策ツールには、さらなる議論が必要な点が多い。グッドプ

ラクティスのツールボックスの作成、および各国それぞれのグリーン経済戦略の策定につ

いては、前述のようにリオ＋20 で合意することが期待される。グッドプラクティスのツー

ルボックスの内容については、付録で紹介されるであろう。しかしその一方で、グリーン

経済指標やグリーン経済ロードマップ、SDGs などについては未だその内容が不透明と言わ

ざるを得ない。ゼロドラフトで度々言及されているところの、作成プロセスの開始に合意

することが目標とされるならば、その後の議論の枠組を検討しておく必要があるであろう。

例えば、グリーン経済指標は OECD の作成したグリーン成長指標との関係性を明確にする

必要がある。新しくグリーン経済指標を作成することには多大な時間を要することが予期

されるため、まずはこのグリーン成長指標を土台とし、そこに新興国や開発途上国の意見

を反映させていくことで、効率的に作業を進めていくべきであろう。このグリーン経済指

標とグリーン経済ロードマップに関連し、「3.2.」で述べたように、目標と指標を伴うロー

ドマップの作成という議論枠組の設定、また SDGs との関係性などについて議論が必要で

はないか。グリーン経済指標と同様に、この SDGs についても MDGs との関係を明らかに
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することが求められるであろう。仮に将来的な統合を検討するならば、そもそも MDGs を

拡大させるという選択肢は取り得ないか、また、MDGs が未達の中で新たな目標を設ける

ことによる不利益はないかなど、現在の状況を踏まえた上での議論が必要であろう。総じ

て、新たな政策ツールを作成する意義の共通理解と効率的な作業枠組の検討が求められる。 

 

グリーン経済のための国際協力においては、具体的な仕組みの検討が必要である。技術移

転や ODA に関する先進国の公約の重要性は従来から指摘されているところであり、現在求

められていることは、これを実行に移すための仕組みを構築することである。具体的な仕

組みをリオ＋20 において創設することは難しいかもしれないが、どのような場においてど

のような方向性で議論を進めるべきか、尐なくともこの点を明確にする必要があるのでは

ないだろうか。仮に現在の進捗状況が芳しくないようであれば、管轄機関を変更するとい

う選択肢も検討するべきであろう。グリーン技術の研究拠点、革新的資金メカニズムや各

国別能力向上計画など、新しい提案についても議論の枠組形成の重要性は同様である。グ

リーン技術の研究拠点についてはさらに、その機能や権限などについて検討が必要であり、

革新的資金メカニズムについては、国際的な公平性をどのように担保するかなどの議論が

併せて必要である。また、各国別能力向上計画については、内政不干渉の原則や新たな援

助条件の防止などとの整合性についての検討が必要であろう。総じて、具体的な仕組みを

議論するための舞台設営が早急の課題であると考えられる。 

 

グリーン経済は持続可能な開発という長期的な目標のための足掛かりであり、リオ＋20 は

そのグリーン経済への移行のための重要な第一歩である。そのリオ＋20 において、上記の

ようなグリーン経済に係る課題のすべてに対して具体的な解決策を提示することは難しい

かもしれないが、将来の議論の方向性を示し、重要なプロセスの開始に合意できたならば、

それは貴重な前進と言えるのではないだろうか。貧困から解放された持続可能な社会とい

う世界的な目標を起点として、バックキャスティングで物事を捉え、リオ＋20 という機会

にいて合意しておくべき事項を明確化して、それに集中して議論を進めるべきである。こ

れにより、20 年前の地球サミットで醸成された持続可能な開発への国際的連帯の精神を再

び蘇らせ、大きな成果を生みだすことを心より切に願う。 
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