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Yasuni ITT信託基金に関する委託事項(部分訳・下訳）

1.エクアドルは世界でも最も生物多様性に富んだ国であり、同時に、先住民族文化の豊かさとその多様性でも知られている。

1972 年にエクアドルは石油輸出国となったが、それ以降、国家経済の中心を担ってきた。石油産業による社会的、環境的な影

響は計り知れないものであったが、 2007年以来の政府の政策によってこの状況は変わりつつある。

2.近年イスピンゴ、タンボコチャ、ティプティニ鉱区に、（ Ishpingo Tambococha Tiputini ： ITT ）大規模な埋蔵量の重油が確認さ

れたが、ここはヤスニ国立公園内に位置しており、世界でも有数の生物多様性を保持しており、また自発的孤立を選んで生活して

いるタガエリ－タロメナネ民族の居住地域でもある。そこでラファエル・コレア大統領は国連において、エクアドルがヤスニ保護区に

位置する ITT 鉱区における石油資源を地中に永続的に原油のまま保持することを宣言した。環境や社会的な価値を優先し、国

の経済的な利益は別の方法で探求しようというものである。石油資源開発によってエクアドルが得られる収入の少なくとも半分を国

際社会がカバーするために拠出してくれれば、エクアドル政府は石油を地下に保持することによる機会費用の半分を負担し、このイ

ニシアティブの最初の貢献者となろうというのである。

3.エクアドルのイニシアティブは、ヤスニ国立公園内に位置する国内でも有数の Yasuni ITT鉱区の開発を放棄するという提案で

ある。これによってエクアドルは 10 億バレル近い石油開発を放棄するとともに、開発途上国の中で、有効的かつ計量・検証可能

な二酸化炭素削減のためのモデルを提案する、世界で最初の国となるのである。

4.ラファエル・コレア大統領による、この野心的な提案が持つビジョンは、石油に依存した国の歴史において初めてのものであり、ま

た世界の様々な政府や諸機関からも好意的に受け止められている。またこのイニシアティブは先進諸国と開発途上国の新しい協

力のモデルを提起するものである。これは世界が、持続的開発のためのより公正で平等なパラダイムを検討する上での重要な機

会であり、それはエクアドルが「善く生きる権利」＝ sumak kawasay として考えているものでもある。

5.ヤスニ国立公園内の ITT 鉱区に存在する 8 億 4600 万バレルの埋蔵重油の開発を永遠に放棄することは、 72 億ドルの収入

を放棄することであり、同時のこれだけの化石燃料の燃焼によって引き起こされるであろう 4 億 700 万トンの二酸化炭素の排出も

避けることができる。そこでエクアドルとしては Yasuni ITT信託基金（以下、ヤスニ基金）を設置し、国際社会からの拠出金を二酸

化炭素の削減、生物的文化的多様性の保持、そして国際的にも承認されているミレニアム開発目標の実現のために、利用して

いきたいと考えている。ヤスニ基金を再生可能なエネルギープロジェクトへの投資することを通じて、国内のエネルギー利用のあり

方を変換することで、エクアドル政府は気候変動や持続的開発へも取り組んでいくものである。再生可能なエネルギープロジェクト

には、環境に優しい、水力発電や地熱発電、太陽光、風力、バイオマス、波力などが含まれている。

以下 抄訳

6. ヤスニ基金は国連開発計画によって管理される

ヤスニ基金は執行委員会によって運営される。執行委員会は拠出者の代表、エクアドル市民社会の代表、開発パートナーの参

加を受け、エクアドル政府の指導的役割のもと運営・監理される。

ヤスニ基金への拠出者は、諸政府、公的機関、民間機関、政府間組織、非政府組織、及び個人によって構成される。

7..エクアドル政府はヤスニ基金の統合的な運営機構を定めるためのイニシアティブを取った。

a)国連開発計画のMDTF(多国籍ドナー信託基金オフィス）による管理

b)エクアドル社会及び国際社会に対するヤスニ－ ITT における石油開発放棄の保証

c)監理、会計処理、資金的透明性のための国際基準の利用

d)ヤスニ基金の運営体制

e)運営プロセスへの拠出者の参加

f)ヤスニ基金への提案の評価（独立・中立・技術的メリット）
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g)ヤスニ基金の利用に関するすべての政府機関の調整と参加

h)ヤスニ基金による活動のモニタリング・評価

8. ヤスニ基金の目的・原則・機構

ヤスニ基金は二つの窓口を有する

・資本窓口

・収入窓口

国家開発計画に基づき、次のような持続的開発戦略プログラムに資金を投入する

a) 森林破壊の防止、生態系特に自然保護区国家システムの保全

b) 植林、森林回復、自然更新、森林の適正管理

c)再生可能エネルギー、エネルギー利用の効率化

d)このイニシアティブの影響地域における社会開発の促進

e)関連分野における調査研究、技術革新

9.次の組織がヤスニ基金に含まれる

a)国家資産調整大臣：ヤスニ－ ITT調整事務所を通じて、政府機関の調整を担う

ヤスニ基金による活動実施の調整、政府機関の参加促進

b)受託機関：資本窓口からの資金でのプロジェクトを実施する国内機関

c)実施機関：収入窓口からの資金でのプロジェクトを実施する国内機関

d)管理機関：ヤスニ基金の管理責任者

10. .資本窓口：ヤスニ基金への拠出金及びヤスニ保証書（ CGY)の発行・売却の収入によるものであり、受託機関から提案さ

れた更新可能エネルギープロジェクトに利用される。

11..収入窓口：資本窓口の資金を利用してのプロジェクト受託機関から受け取る毎年の支払いによる収入による。この窓口の資

金は 8項に定められた持続的開発戦略プログラムの枠組みにおけるプロジェクトに投資される。

12. ヤスニ基金が特に定める点

a)投資されるプロジェクトは国家開発計画に従って政府によって承認され、ヤスニ－ ITT イニシアティブの優先的プログラムを構成

するもの

b)地域の持続的な能力を確実なものにするため、政府の指導のもと国内機関によって実施される。

c)資金供与と実施は透明性、会計報告、適切な支払い、有効な資金利用に基づいて行われる。

13.略

ヤスニ基金の管理と法制

14. ヤスニ基金はMDTF オフィスを通じて国連開発計画によって管理される。

15. ヤスニ基金は次の文書の調印を待って・・・(略）

16. 管理機関である国連開発計画のMDTF オフィス

a) MDTF オフィスが拠出金及び CGYの発行による収入を受け取り、ヤスニ基金の口座に保管し、資本窓口に移転する.

b)入金後政府に対して 30日以内の CGY発行を要請する。



- 3 -

c-e 略

f) 受託機関からの支払いを受け取る。初年度は相当額を支払金額より減額し、同等額を収入窓口に保管する。

g-j 略

17. ヤスニ基金への拠出がなくなるまで、国連開発計画が基金の管理を担う。

執行委員会の見直しによって、国連開発計画から他の機関への管理の変更が決定された場合、拠出機関や政府と協議

を行い、合意を形成する。

ヤスニ基金への拠出

18. 4億 700万トンの二酸化炭素排出削減に伴う拠出金は次の三つから行われる。

a)諸政府、政府間組織、非政府組織、民間財団、民間組織及び個人

b)執行委員会によって事前に承認された一般向けの資金拠出呼びかけのイベント

c)CGYの売却収入

19. ヤスニ基金に対する拠出金は、使途を指定されないものとする。

使途は、透明性を持った基準に従って執行委員会によって決定される。

20. 略

21 略

22 ヤスニ基金への拠出金は発行・売却された CGYsの総額が 4億 700万トンに達するまで受け取られるものである。

23 ヤスニ基金による資金は、受託機関、実施機関によって管理されるプロジェクトの直接費を充足するために利用される。

24 （国連開発計画に対する管理費について）

25 略

ヤスニ保証書

26 拠出金と引き替えに、政府は ITT 鉱区の石油を永続的に地中に留め置く保証書発行する。しかしその金額が執行委員会

の定める最低金額を下回る場合には、 CGY は発行せず、ヤスニ基金への寄付とみなすものである。 CGY には二酸化炭素排

出削減量に応じて、ライプチヒの炭素市場における EUAの価格に相応する金額が記載される。

CGY は利子を生まず、また政府がヤスニ－ ITT の石油を開発しないという約束を保持し続ける限り、失効の日付も記載されな

い。

27 将来的に世界の炭素市場が CGYs を排出許可と同等と見なした場合には、エクアドル政府は、社会的・環境的にセンシテ

ィブな生物多様性に富んだ地域の原油やガス開発を避けることを通じて、温室効果ガスの排出を緩和するために、公的機関、民

間機関へ CGYs を売却する。

28 CGY上限
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29 エクアドル政府が約束を遂行せず、ヤスニ－ ITT 鉱区における探査を開始することを決定した際には、 CGYs の名目価値

と同等額を政府は支払うものである。この場合、資本窓口の使途の定められていない残金はこの支払いに利用される。また残金

は拠出額に応じて返還される。政府がヤスニ－ ITT鉱区の探査を開始した際には、ヤスニ基金の口座は清算される。

30 ヤスニ基金への拠出金は 2011年までに当初額として 1億ドルに達しなければならない。ヤスニ基金は二年ごとに評価され、

13年間に想定する最低額である 36億ドルに達するか検討される。 2011年までに 1億ドルの拠出を受けられない場合には、エク

アドル政府は資金を返還する。但し、拠出者がこの資金を寄付する意向を示した場合には 8 項に定めた使途に利用するものであ

る。

31 図２で示された機構図

ヤスニ基金執行委員会

32 ヤスニ基金は政府代表者が議長を務める執行委員会によって運営される。

執行委員会は 6 名の同等の権利を有する委員によって構成される、それぞれが一票の投票権を有する。執行委員会は次のもの

で構成される。

i) 投票権を有する議長を含め、 3名のエクアドル政府代表者

ii) 拠出政府の代表 2名

iii)エクアドル市民社会の代表 1名

33 国連開発計画の現地代表の役割

34 執行委員会は上記以外に意見を聞くために次の機関のものを招くことができる。

a) ヤスニ基金の資金をうけて活動している機関の一つ

b) ヤスニ基金の事業によって影響を受けている機関の一つ

c) ヤスニ基金に直接関連している活動を行っている国内機関もしくは国際機関の一つ

35 技術事務局長は意思決定には参加しない。

36 執行委員会は多数決にて裁決するが、コンセンサスを目指すものである。合意がない場合には、議長の票による。

37 執行委員会の職責

38 執行委員会は基本的に 3 ヶ月に一回招集される。

ヤスニ基金 技術事務局

39－ 41 略

政府調整機関

42 政府調整機関の役割

43 ヤスニ－ ITT調整事務所

44 受託機関及び実施機関

45 政府の調整機関
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プロジェクトの決定、見直し

46 ヤスニ基金によるプロジェクトの承認プロセス

報告・透明性・会計報告

47－ 49 略

広報

50-51 略

52 資機材の所有権

53 監査

評価及び教訓

54-56 略

ヤスニ基金の終了

57-59 略

13.

14.

15.

2010.8.31 青西


