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〔気候変動枠組条約関連事業化調査分科会報告書（Ⅰ）〕

序
近年、環境問題は「国境を越えた」地球的規模の課題として、その取り組みの重要
性がますます高まっております。
特に地球温暖化問題については、１９９７年１２月に京都で開催された気候変動枠
組条約・第３回締約国会議（ＣＯＰ３）においてＣＯ２排出総量の削減目標値が設定さ
れ、
政府・産業界としてもエネルギーの利用効率向上など、削減目標達成に向け積極的な
取り組みを行っているところであります。
このＣＯＰ３で採択された京都議定書の中で、いわゆる京都メカニズムといわれる
排出権取引、共同実施、クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）については、２００１年
のマラケシュ会議（ＣＯＰ７）で、その運用細目が決定され、わが国でも議定書の批
准とともに、地球温暖化対策推進改正法、地球温暖化対策推進大綱の制定など、国内
制度への移行が本格化しました。また、一方では排出権取引やＣＤＭに関連したビジ
ネスの動きも活発化しております。
このような背景の中で、わが国機械産業としても地球温暖化防止に向けて積極的な
貢献と具体的対策を講じていくため、環境委員会・海外環境動向調査分科会において
継続的な調査活動を行って参りましたが、各国における具体的なビジネス化の動きを
踏まえ、平成１５年度に「気候変動枠組条約関連事業化調査分科会」を設置して、京
都メカニズムに関連する新たな事業化に焦点を当てた調査研究を実施することになり
ました。
本報告書は、同分科会の初年度目の調査の成果を取りまとめたもので、関係各位の
ご参考に供するとともに、今後の企業活動にお役立て頂ければ幸甚です。
なお、本調査研究の実施にあたって、貴重なお話しをいただいた講師の皆様ならび
にご指導、ご協力頂きました関係各位に厚く御礼申し上げます。
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日本機械工業連合会
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（株式会社 荏原製作所 顧問）
本年 3 月に 21 日で,気候変動枠組条約の発効から十年の歳月が経ちました.
残念ながら、この条約が生まれた経緯を仄聞することはできませんでしたが、1997 年の
COP3 の熱気と延長会議で京都議定書が策定された前後からは、地球温暖化対策の企業活
動に関して身を投じてきたことから、長いようで短い 10 年でありました。その間にこの
条約が達成してきたことは、本委員会の年度報告書に詳しく記載されておりますが、改め
てみてみると、本条約の果たした大きな成果が目の前にあるのに気がつきます。
全世界の国々を一つの目的に立ち向け、議論を進め、ルールを決めて行くということに
は、計りしれない努力が必要であったと関係各位の努力に改めて敬意を表するものであり
ます。
今もし気候変動による災害が発生したとすると、経済的損失は 650 億㌦になろうと推計
した保険会社もあると聞きます。
「京都議定書は経済成長の抑制制度だ」と決め付ける前に
条約の効果を再考したいものであります。現在進められている技術開発の多くは、この条
約の効果によるものであります。技術や社会の進歩には常に前提となるインパクトが必要
であります。京都議定書はこの役割でも重要な位置を占めていると思います。
ただ、このような意義があるにも拘わらず、米国は同議定書からの離脱を表明しており、
中国やインドのように大量の温室効果ガスを排出し続けている国も存在します。京都議定
書を批准した国にも公平性で疑問を呈する国のあるのも事実です。今後の我々の努力はこ
のような国にも参加を促し、気候変動に効果のあるスキームの再構築も検討しなければな
りません。
京都議定書の発効、第一約束期間の開始を前にして、第２約束期間への対応が既に始ま
っている時、長期的視野に立った全世界が賛同し、参加できる新条約の検討が望まれます。
日本機械工業連合会・環境委員会の究極の目的は、本委員会によるビジネスチャンスの
発掘であり、提供であると考えておりますが、その中で京都議定書に則った事業化が展開
されだしたのはささやかな喜びであります。設備改善・省エネ化、植林事業の他、金融部
門や商社活動による排出権の扱いなどに加えて、CDM プロジェクトの発掘から国連機関
の事業承認まで一貫して展開し、
公開するなどビジネスモデルも多様化の傾向が見られます。
分科会活動は、次年度以降は京都メカニズムの対象プロジェクトの調査に向かいますが、
短期的視野とともに長期的な世界の動向にも目を配りたいと考えております。
会員各位の甚大なるご声援をお願いする次第であります。
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平成 15 年度の活動概況
日 時
15.7.24

会合 名
第１回分科会

実 施 事 項
地球 環境 セン タ ー、 Ｎ ＥＤ Ｏ等 の クリー ン 開発メ カニズ ム
（Ｃ ＤＭ ）に 係わ る 調 査 採択 案件を 参 考に今 後 の事 業 化の 可
能性 、具 体的 調査 を 進 め る上 でのテ ー マの絞 り 込み 等 につ い
て検討を行った。

15.9.25

第２回分科会

環境 省地 球環 境 局地 球 温暖 化対 策 課課長 補 佐・小 笠原靖 氏
から「京都メカ ニズ ム ＣＤ Ｍ／ＪＩの実施に伴う課題と対応 」
と題 し、 ＣＤ Ｍ／ Ｊ Ｉ の 実施 手続き 、 プロジ ェ クト 事 例、 環
境省による支援策等について話を聞き、質疑応答を行った。

15.10.3

第３回分科会

経済 産業 省産 業 技術 環 境局 環境 政 策課地 球 環境対 策室制 度
調整 係長 ・菊 池望 氏 か ら 「地 球温暖 化 問題へ の 対応 〜 京都 メ
カニ ズム の活 用等 〜 」 と 題し 、京都 メ カニズ ム の活 用 に向 け
た経 済産 業省 の取 り 組 み 、政 府の対 策 等につ い て話 を 聞き 、
質疑応答を 行った。次い で、 ナ ット ソース ・ジャパン(株 )マ ネ
ージ ャー ・津 金泰 正 氏 か ら「 現状に お ける排 出 量取 引 」と 題
して 、米 国、 ＥＵ の 状 況 をは じめ、 最 新の排 出 権取 引 の動 向
について話を聞き、質疑応答を行った。

15.10.15

第４回分科会

15.10.28

第５回分科会

ＣＤＭ ／ＪＩ の事 業調 査 事例 とし て、 (社)海外 環境協 力セ ン
ター 技術 主幹 ・渡 辺 康 隆 氏か ら「エ ス トニア に おけ る 風力 発
電利 用エ ネル ギー 転 換 パ イロ ット事 業 調査及 び ブル ガ リア に
おけ るバ イオ マス 利 用 、 高効 率ボイ ラ の採用 に よる 地 域暖 房
シス テム の実 証調 査 」 に つい て、引 き 続き㈱ エ ック ス 都市 研
究所 第二 研究 本部 循 環 資 源計 画室研 究 員・河 村 愛氏 か ら「 マ
レー シア にお ける パ ー ム オイ ル工場 の メタン 排 出削 減 対策 技
術と 固形 廃棄 物利 用 に 関 する 調査」 の それぞ れ のプ ロ ジェ ク
トの 概要 と事 業化 に 向 け た課 題等に つ いて話 を 聞き 、 質疑 応
答を行った。
ＣＤＭ ／ＪＩ の事 業調 査 事例 とし て、 三 菱証 券(株)ク リー ン
エネ ルギ ー・ ファ イ ナ ン ス委 員会主 任 研究員 ・ 吉高 ま り氏 か
ら同 社で 実施 した タ イ の 籾殻 発電、 マ レーシ ア の椰 子 殻発 電
につ いて 「ア ジア の Ｃ Ｄ Ｍ事 業化」 と 題して 話 をき き 、質 疑
応答を行っ た。次いで、 (株)日商岩井 総合研 究所 事 業グ ルー プ
主任 アナ リス ト・ 中 島 英 信氏 から「 ベ トナム に おけ る 環境 植
林の ため のフ ァン ド Green Fund」 につ いて話をきき 、質 疑応
答を行った。

15.11.19

第６回分科会

パシフ ィック コン サル タ ンツ (株 )環境事業本部 地球環 境部 部
長代 理・ 山田 和人 氏 か ら 「Ｃ ＤＭ理 事 会の動 向 と技 術 的課 題
につ いて」、ま た新 日 鉱テクノ リ サーチ (株)コン サルティン グ
１部海外担当技 師 長・ 下山
修氏から「エタノ ール燃 料の 製
造について（イ ンド の 現状 ）」と題 してそ れぞれ 説明を 聞き 、

16.3.5

第７回分科会

懇談した。
平成 １５ 年度 報 告書 の 概要 及び 目 次構成 に ついて 検討を 行
った 。次 いで 、気 候 変 動 枠組 条約関 連 の事業 化 の事 例 につ い
て、 収集 した 資料 を も と に調 査委託 先 のエネ ル ギー 環 境技 研
（有 ）よ り説 明を き い た 。ま た中東 欧 視察調 査 の中 止 と現 地
情報の継続的収集について確認した。
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資料５は米国が環境政策からエネルギー政策、特に水素社会構築に向けられていること
から、参考に添付した。

１ ． はじめに
１ ．１

調査研究の経緯

日 本機械工業連合会・ 環境委員会で は 、平成 11 年度より 下部組織と して『 海外環境動
向調査分科会』を 設け、京都議定書の 提案する京都メカ ニズムを 活用するビ ジネス チャ ン
スの発掘を調査してきた。
こ の活動は 、COP６ の足踏みや米国の 京都議定書から の離脱、ロシア・ オースト ラリ ア
などの同議定書批准の遅延などで紆余曲折があり 、順調に推進されてきた訳ではなかった。
しかし、2001 年 10 月 29 日から 2 週間にわたるモロッコ国・マラケシュで開催された COP
７ で 京都議定書の 内容がほぼ固まり 、2002 年の同議定書発効に 向け 、各国と も国内制度整
備の取り 組みを開始し 、産業界にも 京都メ カニズムの 運用への 検討が 高まっ てき た。2002
年の COP８ では 議定書の 構成内容も詳細に わたり 明確になり 、気候変動枠組条約事務局に
CDM 理事会が発足し上記分化会の本来の活動の条件が整備されてきた。
COP７ の 結論、所謂「 マラ ケシュ合意」に は京都メ カ ニズムの 他、遵守制度、吸収源、
途上国問題などが 含まれ 、その 法的文書の採択は 過去４ 年間に わたる 議定書関連の 交渉に
兎に 角合意を 見た 点で は、大変意義深いも のがある 。そし て 、
「 マラ ケシュ 合意」の なか
で 一番時間を かけた 議論が「 京都メカ ニズム 」であり 、そのルー ルの 策定にあっ たとい わ
れている。
「 海外環境動向調査分科会」で は、以上の 経緯を 踏まえ て世界の気候変動対策と 産業の
係わり につい て、特に機械産業につい てのビ ジネス チャ ン スに 視点を 置いて 調査研究し て
き た。その間、個々の環境技術に 関し て は種々の 分野で 対応し たもの が 開発、実現されて
き たが 、それらも 温室効果ガスの 削減と いう 視点から 見ると「 マラケシュ合意」によっ て
始まるといってよいものが多い。
こ れを 受けて 京都議定書の 国内制度への移転と「 京都メ カニズム」の 運用制度等の整備
が各国で始まり 、その対応が少しずつ発表され出してきた。
諸外国の中には 、既に、京都メカ ニズムの制度を『 CERUPT,

ERUPT』のシス テムを

構築し て 運用しているオラ ンダ や、独特の制度内容をも つ『 気候変動税制度』を 採用し た
英国も あり 、具体的な運用体制が 整い 展開さ れ出し てき た 。し かし当面は運用を 開始し た
ばかり でそれらの成果の評価には未だ時間を必要と する状況にある。
日 本の国内制度につい ても 、
「 地球温暖化対策推進大綱」が 制定さ れ 、各省庁に「 京都
メ カニズムヘルプ デスク 」等の 同メカ ニズムの質疑応答窓口が 設置さ れたが 、排出権取引
の要綱やキャップの方針は未だ不明確である。
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平成 14 年度ま での 状況は 大略以上の 如くまとめら れる が 、本「 海外環境動向調査分科
会」の活動に おい て は 、こ れら の 調査は 、
『 京都メ カニズム 関連ビ ジ ネスに おける調査の
黎明期』に当るものと 位置付けることができる。
１ ．２

平成 1
5年度の調査研究

昨年度ま での 調査は 、主と して 世界諸国、特に国連を中心と し た先進国の 気候変動政策
の 制度設計やそれに 伴う 企業化動向に 重点を おき 、日本の 対応を ウォッ チ、検討し てき た
が 、気候変動枠組条約・ 京都議定書の 内容が 固ま る 従い 、研究の 焦点は その 事業化に移行
してきた。
ま た、各国に おい て 各種環境関連活動が具体性を 帯びてくると 、調査研究活動の 軸足を
日本国内に移し、ビジネスの具現化に取り 組む必要が強まってきた。
環境委員会で は新た に『 気候変動枠組条約関連事業化調査分科会』を 設立し、京都メ カ
ニズム 関連ビ ジネスの成立と 展開を追跡するものと した 。昨年度までの 黎明期を 受けて 、
開花期への展開が期待されているのである。
現在迄、研究開発し た環境対応技術を 京都メ カニズムを 通じ て 世界に 発信し、特に開発
途上国や市場経済移行国への技術移転を 通じ て、京都議定書で 約束し た 排出量削減の遵守
の期間が間近かになり 、ビジネスチャンスが近づいてきたと 実感されつつある。
し かし ながら 、2002 年 8 月、南アフリカ 共和国・ ヨ ハネスブルグで 開催さ れた「 世界
地球サミット 、リ オ ＋10」で は 、京都議定書の 発効が 期待さ れた が、ロシア 、オースト ラ
リ ア等の 大国が批准しない 事が 原因で 、期待はずれに終始した 。今現在でもロシ ア 、オー
ストラリ アの 批准が 待た れている が、こ の他、米国、インド 、中国等の 大量排出国の議定
書への 参加促進、途上国問題、吸収源問題等、日 本自身の 削減達成にも 大変な努力が必要
である。
こ のよう な背景の 下に、本年度の調査は『 気候変動枠組条約に 関連する事業化につい て
の 調査研究』とし て 開始さ れた 。未だ 発足し たばかりの 制度と 運営など の調査を 通じて 、
ビ ジネスとし て成立する 分野、方法、制度、組織、運営などについて 具体例を交え て報告
するものである。
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２． 調査研究の方法
２．１

調査の方法

本調査においては直接情報の入手を第一義とし、気候変動枠組条約関連事業化調査研究
変動枠組条約事務局の情報、関連各国政府や企業のインターネット情報の収集と分析、国
内関係官庁の審議会等の傍聴やヒヤリング、各種団体の講演会･ セミナーへの参加と情報
収集、出来るだけ直近のレポート類や書籍類を参考にし、また、新聞、ニュース等の収集
を通じて情報収集し、次の規準を基に報告書に反映させるものとした。
（1） 世界各国の動向調査：国内外の関連文献、インターネットによる情報収集。
（2） 経済産業省、環境省等関連省庁、および関連外郭機関の情報入手、取材。
（3） 環境関連のセミナー、シンポジウム、講演会等への参加と取材。
（4） 国内識者や外国大使館関係者等への取材等。

２．２

調査の経過

本調査では、気候変動枠組条約とその進展の経緯の概要を述べ、COP ９までの内容を概
略記述し、京都メカニズムの運用に焦点を当てるものとした。
また、年度内における関連事項はその都度、中間報告の形で報告しているので、それら
も併記しつつ、調査を実施した。

２．３

調査の項目

本年度の課題に基づいて、本調査は、気候変動枠組条約、特に京都メカニズムを中心に
した事業化の調査研究に特化されるものであり、焦点は「京都メカニズム」および「その
制度を活用する事業化」の調査である。
わが国と同様に、海外諸国も国連の決定に従い、国情に対応した環境政策とその制度設
計を実施中で、各国の経済、産業等のシステムの中で展開中である。
かかる状況の下に本調査研究の項目を次の方針に従って整理し、目次に示したような項
目にまとめ報告書とした。
（１）経済産業省、環境省の主導による CDM/JI の事業基礎調査報告から適宜選択し、「京
都メカニズムに基づいた事業化 FS」を調査し、プロジェクト成立条件、事業業種、
事業規模、資金/財務分析、問題点、課題等の概要を明らかにする。
（２） DM 理事会が認可した CDM プロジェクトを取り上げ、プロジェクト成立の要件
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を調査し、FS からプロジェクト設計書までの道程を探る。
（３）以上の調査に基づきプロジェクト設計書作成の方法に関する情報収集・整理をおこ
なう。

２．４

報告書の構成

（１） 中間報告会と報告書
気候変動枠組条約関連事業化調査研究は、第２章の目的に沿って展開されるものである。
2001 年 10 月末の COP ７で、京都議定書の方向と、京都メカニズムの概要を確認する
ことができたが、未だ大きい枠組みが完了しただけで、細則は後のＣＯＰに委ねられ、国
内制度にまで展開することは不可能であった。COP８を経て次第に内容が明確になり、運
用制度も整備され、COP９でほぼその内容が固まり、焦点は各国の制度化に移った。
本年度の調査研究は、従来とは別の視点に立ち、国内制度の推移と京都メカニズムを活
用した事業化の動向調査に焦点を当て追跡するものとなる。
まず、関係官庁の当該計画への方針の確認、およびその方針の基に実施された「CDM
実現可能性調査」事業への参加企業の事例報告を数回にわたって中間報告会として行なう
ものとした。これは本年度の事業の中心をなすもので、それらを整理して最終報告書に収
納するものとした。
実際に開催した本会合は第 2.1 表の如くであり、それらの会合の資料が中間報告書とな
った。
第２．１表
予定日
７／24

時 間

中間報告会

講演の機関

10:00〜12:00

８／26

主たる演題

分科会

事業方針の審議と決定

分科会

同上

９／10

13:30〜15:30

ＮＥＤＯ

９／24

9:30〜12:00

環境省

カザフスタン国における共同実施の経験
京都メカニズムＣＤＭ／ＪＩの実施に伴う課題と対応（産
業界への要望）

10／03

13:30〜15:00

経済産業省

京都 メカニズ ム・CDM/JI の事業化 の流れ に沿った 問題
点、 課題、産 業･ 特 にメーカ ーへの注 文： 官民の対 策分
担

同上

15:00〜16:30

ﾅｯﾄｿｰｽｼﾞｬﾊﾟﾝ

排出権取引の現状と課題（仮題）

10／15

13:30〜15:00

海外環境協 力センタ

ﾌ ﾞ ﾙ ｶ ﾞ ﾘ ｱ /ﾊ ﾞ ｲ ｵ ﾏ ｽ 利用 、高効 率ボイラ による 地域暖房 ｼ ｽ

ー

ﾃ ﾑ 。ｴ ｽ ﾄ ﾆ ｱ ･ 風力発電利用ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ 転換ﾊ ﾟ ｲ ﾛ ｯ ﾄ 事業
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同上

15:00〜16:30

Ｘ都市研究所

ﾏ ﾚ ｰ ｼ ｱ 椰子油工場のメタン排出削減と廃棄物利用

10／28

13:30〜15:00

三菱証券

ﾏ ﾚ ｰ ｼ ｱ の椰子殻発電事業からの炭素証書獲得実態調査

15:00〜16:30

日商岩井総研

ベト ナムに おける 排出権 獲得の ための 民間資 金を活 用し
た環境植林 CDM 事業化調査

11/19

9:00〜10:30

ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ

南太平洋島嶼国における小規模 CDM／PDD 作成支援

同上

10:30〜12:00

新日鉱ﾃ ｸ ﾉ ﾘ ｻ ｰ ﾁ

インドにおける糖蜜からｴ ﾀ ﾉ ｰ ﾙ の製造

12/22

14:00〜16:00

Climate Expert

COP9 と京都議定書メカニズムの世界動向

16/3/5

15:00〜17:00

分科会

直近の情報と報告書内容など

（２） 最終報告書の構成
最終報告書は、合計８回の講演会を含む中間報告会から要点を抽出・整理し、世界各国
の動向と直近の情報を追加して「京都メカニズム」に基づく事業化事例等を中心に構成す
る方針を堅持した。
従って、最終報告書は、気候変動枠組条約の現在迄の経過、同条約の概要とその推進機
関と活動等は概観するに留め、COP ９までの成果と京都メカニズム、その現状と問題点、
特に排出権取引の展開、世界の動向等を調査したもので構成される。
なお、本調査研究を遂行するにあたり、京都メカニズムを中心として調査した論文や訳
文などを添付した。
引用文献は巻末にまとめて記載したが、小さな引用はその都度記入するよう心がけた。
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３．中間報告のまとめ
本年度は、新テーマの調査研究の初年度にあたり、前章に述べたように CDM 対象を現
地で実証調査した事例の確認を基に、それらが実際の事業化活動の参考となることを念頭
に置いて分科会活動の主要部となること主眼としている。
そこで、環境省、経済産業省から基本方針を、事業化現地調査をされた企業各社からは
事例報告をしていただいた。本章はこれらを総括したもので、章中の図表類は報告会の資
料から引用させて頂いた。

３．１

京都メカニズムの支援

一連の中間報告を兼ねた講演会に先駆けて、所管官庁である環境省による「京都メカニ
ズム」の現状と支援体制等を認識してから、国内各社が実施した「京都メカニズム事業の
実現可能性調査」の内容を掌握するものとした。
本講演は 2003 年９月 24 日、環境省地球環境局 地球温暖化対策課 小笠原

靖 課長補

佐がおこなった。京都メカニズムの詳細は省略し、要点を記す。
１） CDM/JI 事業の環境省の支援
(1)

CDM/JI 事業調査
平成 11 年度より実施しており、民間事業者等が途上国等で行う温室効果ガス削
減・吸収事業について、フィージビリティー･ スタディーを行い，CDM/JI として
有望な案件の発掘を支援している。平成 15 年度は、5.5 億円の予算で、20 件を
採択した。

(2)

CDM/JI 事業設備補助
平成 15 年度以降の事業として実施している。途上国等で行う事業を CDM/JI と
するために必要な追加的設備の導入に要する費用の一部を補助する。廃棄物の燃
料化設備、風力発電設備等に平成 15 年度は３億円を準備した。

(3)

CDM/JI 認証期間の育成支援事業
平成 14 年度から開始した事業で、認証機関の CDM/JI 認証業務に係わる経験の
蓄積を図るため、認証機関にモデル的に認証を行わせる。平成 15 年度予算は１
億円の予算である。

(4)

CDM/JI に関する途上国等人材等の育成支援事業
平成 15 年度から実施するもので、CDM/JI の受入国の担当者を対象とし、ワーク
ショップの開催、専門家の派遣等を行い、CDM/JI に関する専門的知見を提供する
とともに、CDM/JI 受入に係る制度構築、実施計画の策定を支援する。今年度予算
は約２億円を準備している。
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(5)

京都メカニズム相談支援事業
平成 15 年度からホスト国の事業ニーズや、ホスト国内での受入に関する制度
内容等について調査した上で、情報を我が国の事業者に広く提供し、事業化に向
けた相談に応じる。

(6)

京都メカニズムファンドの設置
今年度、政策投資銀行から出資して、CDM/JI プロジェクトへの資金拠出を行い、
クレジットを獲得する「京都メカニズムファンド」を設置する予定である。

２）CDM・JI 事業の実施方法の理論的な選択肢
(1)

政府機関が直接事業を実施し、又は直接補助を行う。
これは NEDO による事業の実施に連携する CDM/JI 事業設備補助事業である。

(2)

政府系金融機関に基金を設置し、民間企業が融資を受けてプロジェクトを実施
する。これは政策投資銀行による京都メカニズムファンドとして利用される。

(3)

国際的金融機関に設置した基金に政府資金を投資するが、世界銀行の PCF（日
本への出資として政府は国際協力銀行 JBIC を通じて出資するものである。

(4)

政府機関が民間企業に対し炭素クレジットに関する入札を実施する。

オラン

ダの ERUPT/CERUPT 型の事業が該当する。
(5)

民間企業が独自にプロジェクトを実施する。

なお、日本は、(1),(2),(3)と(5)のアプローチをとっている。さらに、政府は、情報提
供・相談、プロジェクトの企画・調査に係るコストの助成、認証機関の育成、途上国側の
キャパシティビルディング等により支援を行っている。
３） 国内排出量取引制度の検討
次のような経過で推進するとしている。
2008 年以降、国際的な排出量取引の開始など、京都メカニズムが本格始動する

(1)

のに備える。
(2) 事業者が排出量取引に参加できる仕組みの構築
①

国際取引への参加

②

市場メカニズムを活用した費用対効果の高い国内削減

(3)

国内における事業者間の排出量取引の実施へ

４）国内排出量取引シミュレーション事業など
平成 14 年度及び 15 年度に、国内排出量取引シミュレーション事業、および自主的国内
排出量取引試行事業を約３億円の予算で実施している。後者の概要は以下の如くである。
(1)

2008 年からの国際排出量取引の開始をにらみ、約 40 企業の自主参加を得て、
国内での排出量取引を試行的に実施している。
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(2)

参加企業は、年度末における自主削減目標を設定し、排出量の算定と第三者検証
を行うとともに、クレジットの売買を行い、「登録簿」上のクレジットを移転す
る。

(3)

試行事業は平成 15 年秋に行い、それまでは、参加企業による検討会議を複数回
開催し、排出量取引に関する各種研究を進める。

(4)

排出量の算定と第三者検証等に係る事務費を参加企業に交付することにより、
事業者が取引に参加するコストを低減する。

(5)

ただし、試行的なものなので、金銭の実際のやり取りは行わない。

５）産業界への要望
(1)

CDM/JI は、コスト効率的に排出を削減するとともに、途上国の持続可能な開発
にも資する一石二鳥の事業である。

(2) 企業イメージの向上にも役立つので、是非とも積極的な取組を希望する。
(3)

その際、リスクやコスト削減のため、政府による支援策を積極的に活用して欲し
い。
①

情報入手・相談（CDM 事業調査実施マニュアル、京都メカニズム相談コー
ナー等の活用）

②

FS 調査や認証モデル事業への参加による、プロジェクト立案・現地調査、
プロジェクト設計書作成等のコスト削減策を活用して欲しい。

③

CDM/JI 設備補助や「京都メカニズムファンド」の活用による、リスク分散
も検討して欲しい。

３．２

カザフスタン国における共同実施の経験

本講演は、新エネルギー・産業技術総合開発機構、国際協力本部･ 協力企画課、井上

学

課長代理によるもので、前半に、NEDO の機構と機能、および京都メカニズムについて、
後半に京都メカニズム実施以前の予備活動として制定された「共同実施活動、AIJ」、およ
び本題の「カザフスタン国における共同実施の経験」があり、後半部分について概要を記
すものとする。
１） JI モデル事業について
第３.２.１表に 2003 年月 10 日時点までの JI モデル事業の実績を示す。
第３．２．１表

共同実施活動モデル事業の実績（2003 年９月 10 日現在）

国

名

実施数

完了した数

推進中の数

AIJ

中

国

18

16

２

３

４

２

２

１

インドネシア
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JI

タイ国

３

２

ベトナム

１

１

ミャンマー

２

２

マレーシア

１

１

インド

２

２

カザフスタン

１

１

合

計

32

21

１

３
１

11

１
８

１

(1) ５件の AJI を含む 16 件のモデル事業が成功裏に完了した。
(2) ３件の AIJ を含む 14 モデル事業が進行中である。
それらの内容は、エネルギー効率の改善で CO2 排出量の削減が顕著となり、NEDO

(3)

は日本の AIJ 強力事業の尖兵の役割を果たしている。
(4)

本モデル事業が CDM プロジェクト活動にも的確な理由として次を挙げている：
①

CDM 認証の要件を包含している：モデル事業は開発途上国との共同事業で、
NEDO は各国との事業認証がなされることを期待している。

②

モデル事業の結果、長期にわたって気候変動の改善を実際に促進し、計測でき
る便益をもたらす。

③

NEDO はベトナムにおいて実在しないエネルギー保全技術をモデル事業に選別
している。

(5) NEDO の資金源（ODA に追加される）
①

モデル事業への NEDO の資金は経済産業省書簡の日本国の政府予算に置かれて
いるが、公式には開発援助（ODA）に分類されているわけではない。

２） カザフスタン国の JI モデル事例

(1)戦略：京都メカニズムの完全活用
①

エネルギー保全策を通じた国際競争力の改善の助成。

②

投資の促進。

(2)熱電効率の改善：CHP プラントの効率改善が天然ガス消費を削減する。
(3)プロジェクト対象施設：第３.２.１図を参照。
(4)持続可能性への寄与：ガスタービン・コジェネ・システムの導入による熱効率の改善
①

電力自給効率の改善：ロシア産エネルギーの輸入削減

②

電力の安定供給

③

技術開発による競争力の改善

(5)ベースライン
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① ロシアからの電力輸入（事業化前の状況）
②

新ガスタービンの設置

③

国内電力の配分（電力網の整備）

④

新コンデンサータービンの設置

⑤

新ガスタービンコンバインサイクルシステムの設置

熱供給施
設

熱 水ボ イ ラ
ー

燃 料供 給 （ 天然 ガ
ス）

発 電ボ イ ラ

蒸気タービン

電力変換施設

ー

従来運 転条
件

モデル事業

燃料系

熱回収蒸気製造
システム

熱系
電力系

ガスタービン
ガスタービン・コジェネ・システム

第３．２．１図

プロジェクト施設のシステム

(6) クレジットの配分（政府間交渉）
①

削減量は 100％NEDO の所有となる。（省エネ効果はカザフスタンが所有）

②

クレジット移転量は年間 62,000ｔ-CO２/y である。
年間のベースライン CO2 排出量

192,000

t-CO2/y

年間のプロジェクト CO2 排出量

130,000

t-CO2/y

年間の CO2 排出削減量

62,000

(7) JI 事業の要約
本講演の後の関連質問項目を第３.２.２表に要約して示す。
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ｔ-CO2/y

第３．２．２表
１１．

カザフスタン国における JI 事業の諸元

カザフスタン・プロジェクトの事業

施設の建
設
施設建設
費と排出
量クレジ
ット
獲得した
クレジッ
トの性格
クレジッ
ト価値と
会計処理
プロジェ
クトの収
支

日本は設備提供します。据付・試運転・実証運転は日本側がホスト国側を指導し、
ホスト国側が実施した。
事業の目的は日本が実証運転により相手国への機器の普及を促すことである。
機器は最終的には無償譲渡され、省エネコストも要求しない。従って日本側負担
が大部なこともあり、副生物として発生する削減量は分配することなく全量移転
してもらうこととしている。
本クレジットはＣＤＭではなく、現在、トラック１のＪＩを想定している。ＣＤ
Ｍ理事会との関わりは無いものとし、日本（NEDO）にカザフスタンの排出枠の一
部を移転してもらう２者間の契約である。
現在クレジットの会計上の取扱いは論議中で、政府で検討している。検討状況な
どは経済省の産構審市場メカニズム専門委員会の資料などが参考になる。
投資事業としての収益性から見ると、本件は２次エネルギー価格が抑えられた旧
共産圏（ソ連）の公益事業でもあり、IRR としては一桁の非常に悪いもので、商
業ベースでの収益性はない。

２．カザフスタン・プロジェクトの設備
設 備 の 調 本件の委託先は東北電力であるが、同社はシステムとして日立製作所に一括して
達
発注している。但し、システムの全てが日立製ではなくそこからさらに発注され
質問（２） ているものもあり、その全てが日本製とは限らない。タービンは日立のＨ２５で
ある。
調達元は委託先の東北電力である
事業予算
約25億円の予算は、４年間の日本側事業費の予算で、設備費以外の設計費、実証
の内容
試験費用、報告書作成など全て含みます。
予算の性
格

３．

日本への裨益（エネルギーセキュリティへの貢献）を目標としている特別会計予算による
事業であり、目的上も予算上もＯＤＡとの関係はない。
但し、一般的にはモデル事業終了後、相手国政府に無償譲渡することになるが、事業実施
中にはそういう契約はしていない。

契約成立まで

プロジェク
トの発掘

提案公募による現委託先からの提案による。

Baseline
と Project
の CO2 排
出量の算
定
モニタリ
ング計画

Baseline と Project の CO2 排出量の算定は、天然ガスの消費見込み量とその燃焼
に伴う CO2 排出量の計算から算定。

契約窓口

４．

トラック１のJIを想定しているので、モニタリングの結果に関わらず一定のクレ
ジットが移転される契約となっている。クレジットに係る削減量算定は行わない。
従って燃料である天然ガス、発生する電力量、熱量などの計測方法、モニタリングポイン
トなどは、モニタリング計画をあまり重視しなかったため簡単な記述である。
カザフスタンの気候変動コーディネートセンター（独立組織）を窓口に、エネルギー鉱物
資源省（エネルギー所管官庁）
、西カザフスタン州政府（サイト企業所有）
、天然資源環境
保護省（気候変動問題所管）の３者と NEDO が調印した。

本プロジェクトの報告書

報告書閲
覧・入手
方法

モデル事業としてのＦＳの報告書などがある。NEDOのホームページから無償でダウンロー
ド（掲載されていないかもしれません）又は図書資料室、国際協力部でも閲覧が可能であ
る。但し、ＪＩがらみの部分の報告書は出していない。

− 11 −

３．３

ベトナムにおける環境植林のためのファンド：日商岩井総合研究所の展開

環境植林事業へのファンドは、「河川の上流域の保水機能の上昇」を図り、「自然災害に
対する脆弱性への対策」、および「辺境地域への経済発展･ 貧困撲滅への寄与」を図るため、
グリーンファンドとして出資を募り事業を行うものとし、ベトナム国において株式会社 日
商岩井総合研究所が実施したものである。同社事業グループ 中島英信 主任アナリストが
報告したものである。
１）グリーンファンドの構成と機能
講演の資料を借用して、Green

Fund の構成と機能を第３．３．１図に示す。

２）ベトナム政府の CDM に対する取り組み
同様に第３．３．２図にベトナム政府の CDM に対する取り組みを要約して示す。
３） CO2 コスト
本講演では CO2 コストの比較分析をしている点である。
3

樹木の幹の年間平均生長率（MAI ＝m /ha/y）、拡大係数（根葉枝の付加率 1.7 ）、絶乾
密度（水を除く、0.45〜0.65）、炭素含有量（0.5）、CO2 換算率（44/12）とし、
横軸に MAI を縦軸に植林コスト（植栽後７年間の植林・管理コスト$ ）を採り、CO2
トン当たりのコストをパラメーターに、樹種（アカシア、ユーカリなど）と国（豪州、
ブラジル、ベトナム）をグループ分けして投影すると、ベトナムでの CO2 コストは
「MAI：12〜18」の範囲で「コスト：$2.5〜$5.2」に存在している。
因みに、ブラジル及び豪州のコストは第３.３.１表のようになる。
第３．３．１表
樹
ベトナム
豪

州

ブラジル

種

各国の植林コストと CO2 コスト

MAI

植林コスト

CO2 コスト

備

考

アカシア

12〜18

$400〜800

$2.5〜5.2

木材・チップの販
売収益の貢献を除
く

ユーカリ

15〜21

＄1100〜1900

$5〜9

同上

ユーカリ

28〜30

$1000〜1600

＄3.3〜5

同上

３

吸収 CO2 量＝MAI(ｍ /ha/y)x(拡大係数：1.7)ｘ(絶乾密度：0.5)ｘ(炭素含有量：0.5)ｘ(44/12)・・・京都議定書に
よる国内森林の計測の式。

４） 追加性について
(1)

追加性の証明に CDM 事業でなくとも起こり得る吸収(削減)の可能性を理論的に
否定する必要性を強調した。換言すると「CDM 事業でなければ実効できなかっ

た」
事の証明が必要とし、その「説明ツール」を次のように想定している。
①

複数の起こりうるオプションから最も起こりうる一つのオプションを示す
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② 複数の起こりうるオプションの量的・質的な評価を行い、提案されている事
業以外の事例がより起こりやすいことを示す。
③

提案された事業は実現を妨げている障害があることを量的・質的な評価によ
り示す。

④ 提案された事業はその地域では常識的には起こりそうもない、あるいはその
国の政府の法律・規制で求められていないことを示す。
①

期限付きの CER（Removal CER=rCER）: EU は 5 年の期限をつけ、期限後の再発効
が可能としている。
②

保険付きの CER（Insured CER=iCER）:

本件はカナダの主張で、伐採や焼

失などの事態を保険で補完するとしている。かかる保険会社が存在するか否
かが成否を分けることになる。
６） 日商岩井及び日商岩井総合研究所のベトナムでの事業
①

植林関連の事業：

VIJACHIP（Vietnam Japan Chip Corporation）
1993 年、Danang 市にベトナム側との合弁企業として設立。
植林面積は 12,500ha.
QPFL （ Quy

Nhon

Plantation

Forest

Company

of

VietnamLtd.）
1995 年、Binh Dinh 省に王子製紙株式会社・大日本印刷株式
会社との合弁で設立。植林面積は 10,500ha.
②

植林関連以外の事業：発電事業、自動車・二輪車部品製造、金型製造、肥料製造、
特殊紙製造等 16 社の合弁事業を展開中。

③

ベトナム関連調査の受託：
平成 13 年度
平成 14 年度

NEDO
環境省

産業廃水処理対策技術に関する研究協力
排出権獲得のための民間資金を活用した環境植林 CDM

事業化調査

３．４

平成 14 年度

NEDO

バイオマス活用モデル事業案件形成可能性調査

平成 14 年度

NEDO

アジア 7 カ国における省エネ事業可能性調査

平成 15 年度

JBIC

CDM 活用型環境植林事業

アジアの CDM 事業

１）三菱証券株式会社の京都メカニズム取組へのスタンス
京都議定書・京都メカニズムに基づく第１約束期間前の調査は、環境省、及び経済産業
省が将来活動への助走として調査事業を始めているが、三菱証券株式会社は本事業に参加
して、経験と実績を蓄積してきた。
特に、東南アジアでの現地調査や現地コンサルタントの情報を基に CDM 案件の発掘に
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努め、それらを京都メカニズムの規制に添った方法で処理し、最終的にはプロジェクト設
計書 PDD の形にまとめ公開することを行なってきた。
元来、三菱証券株式会社が、排出権取引事業に参画した意図は、同社が社会貢献を始め
る時、環境団体への寄付では、同社のブランド強化につながらず、同社の持つ物件の証券
化や証券取り扱いの金融ノーハウを環境事業に生かす途を模索して排出量取引事業・プロ
ジェクトファイナンスに乗り出したとしている。市場創生、金融、環境の融合から新事業
を目指し、事業の組織から排出権の引渡しまでの一貫した事業を展開中である。現在は CDM
案件を発掘し、PDD の認証を得てファンド条件を整えて展開・公開する方針とのことであ
る。

（三菱総合研究所：京都メカニズムセミナー2003 年９月 29 日）

今回は、この中から CDM 案件と小規模 CDM の事例を基に、同社クリーンエネルギー・
ファイナンス委員会・吉高主任研究員の説明を受けた。

［金融］

［製品］
電 力
省エネルギー

補助金
再生可能
エネルギー
プロジェク
ト

環境製品

投資

収益／配当
利子

資

本

借入／社債

資金の流れ
財・サービスの流れ

第３.４.１図
２）

三菱証券の取組み

タイ及びマレーシア国での事例紹介

講演要旨からタイ国籾殻発電のモニタリングシステムの項を第３.４.１表に示す。
第３．４．１表
目

的
事
業
か
ら
の
排
出

タイ国における籾殻発電のモニタリング手法

モニタリングの対象

モニタリング手法

同頻度

煙突からのメタンガスの排出

分光器による計測

４半期

燃焼させる籾殻の量、炭素含有量

IPCC 数値確認と算定

毎月

発火用化石燃料使用量

フローメータによる計測

随時

籾殻の輸送に関わる燃料使用量

燃料計の確認

随時

籾殻の輸送距離

第３者による確認

毎月

系統電源への販売量

積算計、支払い証明

毎月

ベ ー ス
ライン

発電所の発電量

積算計

毎月

燃料タイプ別発電量、燃料消費量

EGAT の記録の確認

都度

リー ケー
ジ

籾殻の余剰量、籾殻発電量及び燃料消費

公式データの確認

量
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年1回

その他

事業運営維持記録簿、機器調整手続等

３）タイ国の国情とプロジェクトの背景
タイ国は世界最大の米穀輸出国である。地域によっては年 3 回の収穫が可能で、本件立
案地近郊でも同様であるが、籾殻は需要が少なく、籾殻の処分は精米業者にとっては課題
となり、大部分が野焼きあるいは廃棄されている。
一方, タイ国のバイオマスエネルギー利用率は１％以下である。同国の発電用燃料は天然
ガス、褐炭、石油によっているのが現状で、タイ国政府は 2002 年以降５年以内に再生可
能エネルギー資源による発電量を現状の 3 倍にして、輸入石油コストの 300 万バーツの削
減あるいは 10％の削減を目標とした。
４）籾殻発電プロジェクトのベースラインスタディー

第３．４．２表

ベースラインの概要

ベースラインの算定（タイの全国電力平均を採用）

クレジット期間

７年、最大で
2 度更改可能。

野焼き籾殻から排出してい
る*メタンガス排出量算定
ベースライン方法論

*IPCC の数値を
使用。
CDM 理事 会 で承 認
済。

①EGAT の タイ電力 開発計画 に基づ
き、系統電源の燃料構成把握。
②EGAT の 燃料別消 費量によ り炭素
排出係数を算定。
③加重平 均で、各年のタイ の炭素排
出係数を算定。
④発電所 の発電量に炭素排 出係数を
乗ずる。
ベースラインの排出量(A) ＝ b) + c)
(EB11)

排出削減量の算定（削減量の計算とその根拠）
削減量の計算とその根拠
事業からの排出量

CER

約 86,000 トンCO2 e/
年 ＝ (A)
① + ② + ③
＝
2,529 トン CO2 e/年
＝（B）
(A) – (B) =約 83,582
トン CO2 e/年

①籾殻運送に伴う CO2 排出量
②発電のスタートアップ
③ 事業運営の所内電力消費量

7 年間で 585,076 トン CO2 e
リーケージ（タイにおける籾殻の需要と供給量）

需要と供給量の比較テスト

供給÷需要＝4.6

プロジェクト設計書 PDD 作成に当たって中心課題はベースラインの検討である。第３.
４.２表に示した諸項目が問われたが、就中、タイ国には公式の炭素排出係数がなく、デー
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タを収集し、これに基づいて算定した炭素排出係数を採用し、発電と販売におけるベース
ラインの排出量を算出した。IPCC のガイドラインではバイオマス消費量は再生量とほぼ
同時と規定しており、従って本件の籾殻の燃焼による CO2 排出量は再引きゼロとなる。
ベースライン排出量には、籾殻輸送に伴う排出があり、発電所外の排出として算定して
いる。
ベースライン排出量からプロジェクト排出量を引いた本プロジェクトの排出削減量は
CO2 換算して年間約 35 万㌧、ベースライン期間７年間では約 265 万㌧と算出している。
タイ国の籾殻発電では本件以外にもあるが、本件が CDM プロジェクトとして提案され
た理由が問われた。これはベースラインの設定をする際の要件となる問題である。例えば、
石炭を天然ガスに替える場合、追加性の立証として購入金額を比較表にすると、マラケシ
ュ合意で「追加性データは秘密保持にならない」が適用された場合、販売業者間のトラブ
ルになりかねない事がある。本件では、籾殻の購入価格が大小様々でこれらの公表が社会
問題化する恐れがあった。これを回避して申請するなどの地域社会の不利な情報が表面化
しないような技術的配慮が必要となった。（収穫機会の規模を採用して比較する方法など
の検討。特に審査パネルの質問に答える際に要注意）重要なことは先例の研究である。
第３．４．３表

比

較

表

当初の申請時

MRI

追加性

追加性は個別案件ごと
に検討すべきもので、
ベースライン方法論と
は切り離して処理する

追加性とベースライン
は、詰まるところ、同
じ議論の両面ではない
か

グリッドの排出係数

グリッドの実績に基づ
き事後的に計算するの
が最も正確。
簡便モデルの活用
（世銀 Oeko）

発電形態と CEF
リーケージ

記述的な説明。

メソドロジー委員会

―

対象案件が追加的であ
り 、 ベ ース ラ イ ン
（ BAU ） で な い こ と を
明確 にする 。BL 方 法論
に不可欠。
ベースラインは事前に
決定するのが基本。

実際の 燃料消費 量と
IPCC の係数を 用いて直
接計算すべき。
計数的な分析が必要。

実際の 燃料消費 量と
IPCC の係数を 用いて直
接計算すべき。
計数的な分析が必要。
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３．５

マレーシア・パーム油工場のメタン排出削減対策技術と
固形廃棄物利用に関する調査

本件は 2002 年および 2003 年度の環境省による「温暖化対策クリーン開発メカニズム事
業調査」の一環としてエックス都市研究所により実施されたもので、同社の河村

愛氏が

報告した。
１）事業概要
３．４にも示されたが、パーム油と関連製品はマレーシアの特産物である。特に 1980
年代以降、パーム椰子の栽培は効率のよい換金作物として大規模プランテーションが展開
されてきたが、最近、植替え時期を迎えつつある。現在、生産量は世界の約 50%に昇って
いる。
パーム油精製工場の大多数では、精製過程で発生する廃液を「嫌気性ラグーン」に垂れ
流し状態で処理しているが、廃液中の有機成分の多くはメタンガスとして大気に放出され
ている。さらに、パーム果実の房からオイルを抽出した後の殻房も大量に発生し廃棄処分
され、現状では有効利用されていない。本調査は、２年間にわたり廃液によるメタンガス
とパーム殻房を対象にベースライン排出量の検討、および固形廃棄物を利用したバイオガ
ス・バイオマス発電事業の検討を実施し、ＣＤＭ事業化の可能性を調査し、事業計画を作
成したものである。
２）プロジェクトの背景と諸元
本事業化調査について、背景となるマレーシアの状況および、調査対象工場等の概要を
第３．５．１表調査対象工場の諸元に整理して示す。
第３.５.１表

調査対象工場の諸元
Leper Hilir

農園規模（ha）

2.46 万 ha

果房（FFT）受け入れ量、2002 年の実績

26 万トン

粗パーム油（CPO）生産規模

3,000〜4,000
ｔ/month

備

考

FEDLA 社の推計
FE LDA 社内では上位
５位の工場。
3

廃液（POME）処理方式

ラグーン（ため池）処理方式

30,000m x ４面

廃液（POME）の COD（化学的酸素要求量）

40,000〜60,000 ppm

実測地

電力会社への売電状況

現在はいていない

変電施設までの距離

４km

再生可能エネルギーの導入目標

全エネルギー需要の５％

政府の CDM への姿勢

CDM 事業に積極的
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2005 年までの目標

３）事業性の検討
本プロジェクトの大前提は事業性成立の可否である。この検討スキームを第３.５.１図

事

業性の検討スキームに示す。
第３．５．１図

事業性のスキーム検討

ＣＤＭ事業の前提条件の設定

事業コストの積算
(初期コスト＆運転コスト)

温室効果ガス排出削減量
（ＣＥＲ）の推計

キャッシュフローの計算

ＣＥＲ価格の試算

事業性の評価
事業化に向けたステップは次のようになされるべきとしている。
フェーズ

１

北九州工大と UPM の共同研究：モデル事業化、実施体制の整備

完了

フェーズ

２

密閉型消化槽によるバイオガス回収・発電システムの導入拡大

推進中

フェーズ

３

ラグーン跡地を利用したバイオマス産業の誘致促進

次段階

マ国内約 340 工場及び東南アジア地域におけるパーム油工場へ

近未来

他地域への普及

就中、JBIK もラグーン跡地利用などにファンドを検討していると報告している。
本プロジェクトの概略フローシートを「第３．５．２図パーム油精製工程と排出される
廃棄物」に示す。
４）ベースラインの検討
（１）ベースライン排出量
①果房の発生量（受け入れ量）：FEDLA 社の推計に基づき推計。（変動要因）
②バイオガス発生量：北九州工大―UPM の共同研究により推計。
③殻房燃料の発電効率：20％
④メタン燃料発電効率：30％
第３．５．３図に「ベースラインの検討」および「パーム油工場の区画」を示す。
（２）プロジェクト範囲（バウンダリー）
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５）BAU の GHG 発生量
生物起源燃料への転換が無い場合の化石燃料の使用によって排出される GHG ガス、
およびラグーンに代表されるような開放式ため池からの有機物の分解ガスの合計量である。
これらの測定と特定には北九州工業大学と UPM の共同研究で検討したと報告された。

第３．５．４図

現場実測によるバイオガス中のメタン含有率の検証
北九州工業大学(KIT)-UPM 共同研究
処理型式
ラグーン
開放型消化槽

メタンの平均含有率
58％
42％

実測期間
13 週間（11〜３月）
27 週間（６〜12 月）

500m3 methane tank system Installed by KIT and UPM

POME
（ﾊ ﾟ ｰ ﾑ ｵ ｲ ﾙ 廃液）
Mill
（ 精 製 工
場）

FFB
（ 果房）
EFB（空房）
=FFB x 0.24

Fiber（繊維）
=FFB x 0.1

Biogas
(Methane+CO2
)

digesting tanks
（ 消 化 タ ン
CPO
ク）
（粗ﾊ ﾟ ｰ ﾑ ｵ ｲ ﾙ ）

Biogas
(Methane+CO2
))

facultative pond（調整池）

第３．５．４図に「バイオガス中のメタン含有率」をプロセス形式と北九州工業大学と
UPM との共同研究の方法を通して示す。
６）CER 価格の試算
本報告の特徴には CER 価格の試算を行っている点である。第３.５.６図に CER 価
格の試算の手順を示し、これによる算定結果を第３.５.２表に示す。
第３．５．２表

項

低金利の場合の CER 価格

目

ケース

初期投資額（1,000US$）
CER 獲得量ｔ‑CO2 (10 年)
（a）
CER 価格 US$/t‑CO2
（b）
事業収益 1,000UD$ (20 年)
（c）
事業収益の 25％を獲得できる場合の正味の CER
価格、US$/t‑CO2 （a+b‑cx0.25）÷a
事業収益の 50％を獲得できる場合の正味の
CER 価格、US$/t‑CO2 （a+b‑cx0.5）÷a
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１

1,901
270,526
10.6
3,015
7.8
5.0

CER 価格はメタン発電事業の IRR が 15％となるように設定、概ね 5US$/t-CO2 程度で
取得可能（Lepar Hilir 工場）と考えられ、高い費用対効果が期待できる。
第３．５．５図

CER 価格の試算

【算定方法】
発電事業として成立するように（IRR15％）、毎年の事業売上にCER売却収入を計上⇒CER
価格の算出

Power generation & supply project

CDM scheme (1)Calculate
the amount
every year

(2)Estimate
the Cost

Expected amount of CER (A)

Initial cost (construction & equipment)
IRR: 15%

(3)Calculate
the income
every year

CER price (B/A)

Project period:20years
Operating bodies: Joint

Income

(4)Calculate
the price
every year

Sales of Eelctricy

CER revenue (B)
Running cost

Net Cash Flow

Tax, Loan, etc
Profit
(5)Estimate
the profit

(6)Calculate
the net CER
price

７）DM 事業計画
以上の結果から本プロジェクトが CDM プロジェクトとして第３．５．３表のよう
な事業計画として整理される。

第３．５．３表

CDM 事業計画の作成

実施場所

FEDLA 社/Lepar Hilir パーム油工場

実施主体

日本及びマレーシアの JV

期

間

10 年

内

容

パーム油廃液処理方式：ラグーンから密閉消化槽へ変更
メタンを回収・発電・売電：電力会社
GHG の削減効果：回収メタンによる化石燃料の代替
軟鋼製密閉型消化槽、3000liter x ３施設、

メタン発酵施設
発電機

400 kW, 500 kW
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各１機（発電効率 30％）

主 な

配管類

冷却池メタン発酵施設：30m、同施設/酸化池：500m

設備

送電線

変電所までの整備：４km

建屋

発電機の設置用地：50m

2

本プロジェクトの CER 価格の検討を第３.５.６図に「感度分析」として、事業計
画検討の項で設定した 3 つのケースについて、第３.５.４表に示す「前提条件の設
定」に基づいて、事業収益を仮定した場合の CER 価格を試算している。

第３．５．４表
事業主体

JV（日本

検討３ケース

＆

前提条件の設定

マレーシア）

ケース１

メタン回収＋メタン発電による売電事業

ケース２

固形廃棄物発電（主に EFB（空房））による売電事業

ケース３

メタン発電＋固体廃棄物発電による売電事業（case1+case2）

事業期間

CDM 事業：10 年（2004〜2013 年）
売電事業：

20 年（2004〜2023 年）

売電価格

0.16RM/kWh（マレーシア価格推奨価格）

自己資本率

10％

長期借入金利

７％（市中金利）

事業内部収益率（IRR）

発電事業として 15％（2004〜2023 年）

８）プロジェクト設計書 PDD について
本プロジェクトでは、CDM 理事会への認証申請を試み、コメントを入手したこと
が報告されている。就中、確定要素についてのコメントを次に示す。
① 保守的な数値を取るべきである。
② 政策転換などの可能性に対する記述の充実を求められる。
③ 廃水基準の引き上げや土地の制約、新エネルギーの導入など、具体的な記述が必
要である。
④ 観測手法が複数ある場合、選択した手法の採用理由の論拠の明確化が重要である。

３．６

高効率ボイラ利用による地域暖房システムの実証調査、及び風力発電による
エネルギー転換パイロット事業調査

本報告は(社)海外環境協力センターが平成 13 年度及び 14 年度に各々実施したもので、
講演は同センター 渡辺康隆 技術主幹によって行われた。
本調査の骨子は「第３.６.１表

地域暖房の実証調査・風力発電の事業調査」 に示し
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た通りであるが、ブルガリアの事例には次に示す、より詳しい分析が示された。
１）ブルガリアのボイラ技術
熱分解ボイラの技術としては、家庭用ストーブ、暖炉等による木材の直接燃焼効率は
40〜50％で、CO、粒子状物質、炭化水素の排出が多いのが特徴である。
熱分解ボイラの効率は 80〜90％、通常のボイラより 10〜15％高く、熱分解（250 ℃
〜
500℃）はボイラに組みこまれた予備室において、低酸素の下での加熱により行なわれ、
分解ガスをボイラに供給する仕組みである。
バオイマス燃焼ボイラメーカーはブルガリアに 5 社、7 工場あり、木材燃焼ボイラの
容
量は、100kW 未満の小型から数百 kW（最大 2MW）まで製造されている（ドイツ、チ
ェコ等からの技術導入を含む）。
２）廃木材ブリケットのコスト
ブリケットまたはペレットに加工する施設は木材伐採地の中に設置されている。
①１施設 250,000EUR、処理能力は三交替作業で 30,000
3

3

m /y

3

②30,000 m を 17EUR/m で供給するとして 510,000EUR
③廃材処理費 70,000EUR その他の費用を加え、計 700,000EUR/ｙ
④ブリケットの生産価格は 55EUR、流通費を入れると 80EUR/ｔ
⑤これは乾燥薪の販売価格より発熱量当り 30％高価である。
⑥ブリケットは燃料用軽油（LHO）より発熱量当り 66％安価となる。
３）プロジェクトの効果

Hascovo City
Vassil Leviski
Kiril-i-Metody
合

計

ベースライン

JI シナリオ

（同左）

軽油（ LHO ）年間 消費
量
34トン/年
34,597レバ
44.7 トン/年
45,486レバ
13.62 トン/年
13,858レバ
92.32トン/年
93,941 レバ

年間節約額
（レバ／年）

CO2削減量
（トン／年）

22,672

106.9

40,370

140.5

8,394

42.8

71,436

290.2

① GH G ほか SO2 、NOX 、CO、NMVOS の削減が可能。
② 山林地区での高い失業率を廃木材の収集・運搬、加工、ボイラ据付工事等の仕事な
どで下げることが可能。
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汚染物質

ベースライン

JI シナリオ

排出削減量

SO2

24.3

0

24.3

NOｘ

5.8

5.06

0.7

CO

0.69

19.25

-18.6

NMVOS

0.079

0

0.079

４）投資額対 CO2 削減量
数

値

備

プロジェクト全期間 15 年間の
CO２削減量

4,366 トン

CO２削減量
（A）
初期投資総額

考

272,300 レバ

（B）
投資額（C）

ベースラインの設備維持・更新
費の増分 52,900 レバを投資回
避分とし て（B ）から 差し引い
た額
31.9
EUR／t-CO2
25.7
EUR／t-CO2

245,900 レバ

62.36
レバ／t-CO2
50.26
レバ／t-CO2

（B）／（A）
（C）／（A）

５） プロジェクトの費用対効果

Lv: 通貨単位レバ

名目利率

15%

インフレ率

4%

実質金利

11.11%

純節約額による投資回収期間

3.33 年

内部収益率

28.80%

純現在価値

276,840 レバ

６）廃木材資源量とプロジェクトによる消費量（熱量換算）
項

目

数

量

効

果

HASCOVO 市の廃木材発生量

92,165MWh／年（A）

パイロットプロジェクト
による消費量
国全体の同種プロジェクト
による消費量
国全体の廃木材発生量

1,065MWh／年（B）

A／B＝約 90 倍

125,516MWh／年（C）

C／B＝約 120 倍

3,000,000MWh／年（D）
プロジェクトの数は多く、
廃木材資源の量はさらに多い

D／C＝約25倍

結

論
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７）他の評価（持続効果、反復効果など）
①廃材の入手が可能かつブリケットに加工できる地域が 20 以上存在する。
②都市エネルギー効率化ネットワーク（EcoEnergy）には、全国から 39 都市が参加
し、うち 23 都市は上記地域に所在する。
③多くの市町村では液体燃料を使用する暖房装置が多く、必要熱量以下の供給しか受
けていない公共建築物が多い。（財政理由）
④本プロジェクトの成果は EcoEnergy を通じ各都市に広められ、実施される可能性を
有する。
⑤高効率の木材バイオマス燃焼ボイラの生産能力が高まりつつある。
⑥廃木材の回収、加工、配送する能力は現在ある程度発達しているが、不足を補うた
め経済的な方法で処理する施設を設置する必要がある。
⑦都市が実施するプロジェクトは所有者が法人格を持つ自治体であり、JI プロジェク
トとして容易に契約が可能である

３．７

エタノール燃料の製造、バイオマス利用 CDM

本報告は「インドにおける廃糖蜜等からのエタノール燃料の製造に関する調査」として
新日鉱テクノリサーチ株式会社によって平成 14 年度になされたもので、同社コンサルテ
ィング１部技師長 下山

修氏が報告された。

１）エタノールの需要の背景
化石燃料，特に石油の欠乏が明確になった第 1 次オイルショック以来、ガソリンに
アルコールを加えた混合燃料の使用が目覚しくなった。
世界の実情を第３.７.１表に示す。

第３．７．１表
国

名

エタノール混合ガソリンの普及
エタノールの普及

ブラジル

1970 年代より砂糖黍を原料としていた混合ガソリンが市販されている

アメリカ

1980 年代から 10％混合ガソリンが普及したが、オクタン価向上材料の MTBE の地
下水汚染からエタノールの需要が高まっている

カナダ

コーンや小麦を原料とするエタノールを 10% 混合したガソリンが市販さ
れている

フランス

ビート等バイオマス原料由来のエタノールから ETBE を製造、15％の混合ガソリン
を市販中。

スウェーデン
タ

イ

インド

小麦等原料のエタノールを 10%混入した燃料が市販されている。
工業省主導で 10％混合燃料が数箇所のスタンドで販売中。
2000 より８州で 5%混合ガソリンが試験販売中。10％の混合を検討中。
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中

10％エタノール混合ガソリン導入 5 ヵ年 計画を策定、パイロット事業を開始した。
2003 年９月に、60 万㌧/年エタノール工場が稼動した。

国

その他

フィンランド、ポーランド、イギリス、オーストラリアで導入の動木がある。

日

2003 年５月法改正（品質確定法）し、３％の混入ガソリンが認可された。
2008 年には 10%混合ガソリンを導入する計画。
（環境省案）

本

１） インドの事情（砂糖生産と転換）
同国では、国内の物資輸送は大部分が自動車やトラックに依存しているが、経済成長
に平行して軽油やガソリンの需要の高まりが著しい。同国は産油国であるにも拘わるず
需要の 70％を中東から輸入している。
一方、同国の山岳地帯以外は、気候条件に恵まれ農業が盛んである。砂糖生産(20.11M
t/y)はブラジル（17.044Mｔ/y）より多く、世界有数の砂糖生産国である。
同国政府は副産物のバガス(砂糖黍の絞り粕)やモラセス(廃糖蜜)等のバイオマスを利用
してエタノールを生産し、ガソリンに混合する計画を発表し、エネルギー及び環境政策
として、原油の海外依存度の低減と人工の 60％を締める農村部の生活基盤の安定と雇用
機会の拡大を目指している。
２） 調査対象と予想
ムンバイ南東、マハラシュトラ州 コルハプール市のワラナ共同組合の砂糖工場敷地
内に建設予定のアルコール生産工場を対象範囲とし、同工場から排出されるモラセスを
使用するケース１、とモラセス及びバガスを利用するケース２についてエタノール生産
とＧＨＧ削減を比較検討したものである。 ワラナ砂糖工場の概要は次の如くである。

砂糖黍処理量

1,425,000 t/y

砂糖生産量

150,000 t/y

モラセス生産量

57,000 t/y

バガス生産量

399,000 t/y
10 月から５月
の 180 日間

精糖操業期間

検討結果を第３.７.２表 エタノール生産とＧＨＧ削減の諸元に示す。

第３．７．２表エタノール生産とＧＨＧ削減の諸元
項

目

ケース１

ケース２

原料：モラセス

原料：モラセス＋ガバス

砂糖黍

(t)

1,425,000

1,425,000

砂糖

(t)

150,000

150,000

モラセス

(t)

57,000

57,000

バガス

(t)

39,000

39,000
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エタノール原料用バガス
エタノール生産量

(t)

0

0,000

(k-liter/y)

14,300

27,800

38,896

75,616

ＧＨＧ削減量

（t/y）

エタノールの排出係数は 2.72 t/k-liter である。

３） 収益性
GHG１㌧の削減にようする投資額について、クレジット獲得期間を 10 年とすると、
その他の諸元も含めて、第３.７.３表のように整理される。

第３．７．３表

収益予想／投資効果

ケース１

ケース２

投資額

13,930,000US$

42,244,000US$

エタノール生産量

14,300 k-liter/y

27,800 k-liter/y

CO2 削減量

388,960 t

756,160 t

エタノール生産量／投資額

8.21 k-liter/MUS$

5.26 k-liter/MUS$

投資効果（投資原単位）

36 US$/t

56 US$/t

25.5 t/M¥

16.3 t/M¥

４年４ヶ月（17.2）

７年３ヶ月（6.73）

１）

CO2 削減量／投資額
２）

投資回収効果 （IRR）
１）
２）

1$=¥110 で換算
エタノール単価を市販価格（243$/kl）
、モラセス価格を５US $/k-liter とし、CO 2 取引価格を考慮しな
い場合の投資回収期間を計算した。
因みに、上記のエタノール価格を円換算すると¥26.8/liter となり、日本国内のガソリン価格を仮に
¥100/liter としてみても、エタノールはガソリンの約 1/4 程度で充分メリットがあるといえる。

４） 将来展望
（１）2000 年のガソリン消費量： 9,059,000 liter/y
（２）2003 年のガソリン消費量：10,073,000
（３）エタノール需要量：
（４）必要な原料，

liter/y（年率 3.6%とした）

1,007,300 liter/y（10%の混合とした）

モラセス：3,837,000 t/y （砂糖黍１億㌧）

５） 将来の改善など
（１）生産コストの低減化：①連続エタノール発酵によるプロセスの効率化，②新脱水技
術の導入、③原料の多様化、
（２）技術の普及促進：①海外先進技術の導入、②現地の実態にあった技術の開発、
（３）資金計画・資金調達：低金利資金の調達、
６） CDM プロジェクトとしての可能性
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（１）ベースラインの設定：ガソリンとの比較を LCA 手法で行う必要がある。
（２）追加性の確認（制度化の動向による）：採算性が高いと商業ベースの事業化も可。
（３）プロジェクトバウンダリー：アルコール工場及び油槽場が必要。
（４）リーケージの確認：原料及び製品の輸送エネルギーの算定。
（５）炭素クレジットの効果：クレジットの価格によるが、単位混合燃料当たり¥1000 以
上が下限か。

３．８

南太平洋島嶼国における小規模 CDM プロジェクト計画書作成支援調査

本報告は、パシフィックコンサルタンツ株式会社、環境部 地球環境部グループリーダ
ー
山田和人氏が行ったものである。
本題が「小規模 CDM プロジェクト計画書作成支援」であることから、UNFCCC 事
務局のプロジェクト設計書 PDD を巡る動向に焦点が置かれた報告がなされた。
１）調査の背景・サモア国
南太平洋島嶼国は、温室効果ガス排出量が少ない一方で、海面上昇による国土の喪失
など温暖化の影響を受けやすい最も脆弱な国々である。本調査は実施すべき優先度の高
いサモア国を対象として、実現の可能性が高い小規模 CDM プロジェクトを選定し、CDM
プロジェクト計画書（PDD）を作成に関連する調査を行ったものである。
サモア国は、ニュージーランドの北東約 2,900km、サモア諸島の西部を占める 9 島か
ら構成され、首都は、ウポル島のアピアである。主要産業は農漁業で、主要輸出品はコ
プラである。
サモア国の電化率は 99％と高いが、老朽化したジーゼル発電設備と貯水池式水力発電
設備が電力源で、特に後者は乾季の水量不足で出力が低下する問題があり、電力の供給
は不安定である。また、ジーゼル発電設備に供給するジーゼル油（全て輸入）が高価で
あり、1kWh 当り約 15 円と電力料金が非常に高い。今後も電力需要の増加が予想されて
おり、安定的な電力供給システムの整備が求められている。
首都のアピアには、南太平洋島嶼国の環境問題に取り組む中心的国際機関である南太
平洋環境計画（SPREP ）が置かれている。その他に国連開発計画（UNDP）、JICA 等の
事務所があり、当該地域における環境問題への取組の中心的役割を担っている。なお、
ウポル島には代表的な製造業として自動車部品の組立工場である YAZAKI

EDS SAMOA

LTD（矢崎総業の系列会社）、観光業の拠点であるホテルキタノツシタラ（北野建設の系
列会社）があり、サモアの重要な産業拠点としての役割を担っている。さらに、JICA の
援助によりサモア国立大学が近年建設されるなど、日本とは良好な関係が維持されてい
る。
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２）調査結果
本調査は、SPREP をカウンターパートとして現地インタビュー調査等を実施し、次
の小規模 CDM プロジェクトの具体的な構想を立案した。
（小規模 CDM の PDD については、UNFCCC のホームページから入手したフォーマット（第７回 CDM
理事会付録 5）とベース ライン設定及びモニタリング手法のガイドライン （同付録 6）に基づいて作
成した。
）

（１）小規模 CDM プロジェクト名称：

サモア独立国の主要産業及びアピア地区の主要

施設への太陽光発電設備の導入
（２）小規模 CDM プロジェクトの目的：

太陽光発電設備を導入して GHG の削減を達

成し、サモアの観光業及び製造業の持続可能な発展に貢献するとともに、太陽光発
電に関する教育・啓発をすすめることを目的とする。
（３）小規模 CDM プロジ工クトに期待される効果
①太陽光発電がジーゼル発電の発電量を一部置換することによる GHG 排出量の低減。
②太陽光発電による高価なジーゼル油の輸入量の低減。
③既存のジーゼル発電からの大気汚染物質の排出量の低減。
④老朽化したジーゼル発電設備及び季節的な変動が激しい水力発電設備から構成され
るウポル島の電力グリッドの不安定な電力供給事情の緩和。
⑤太陽光発電設備の運転・維持管理に関する技術移転・人材育成。
⑥サモア固有な再生可能エネルギーである太陽光エネルギー利用に関する教育・啓発。
⑦GHG 排出の少ない環境に配慮した産業（製造業、観光業）の発展の促進。
３）プロジェクトの効果
概略予算は約 9 億円で、プロジェクトによる GHG 排出削減量の堆計結果を第３. ８.１
表に示す。

第３．８．１表
導入地区

GHG 削減の推定量

発電容量

発電量

GHG 削減量

Yazaki EDS Samoa Ltd.

300 kW

394,2000 kWh/y

315 t-CO2/y

ホテルキタノツシタラ

300 kW

394,200 kWh/y

315 t-CO2/y

National University of
Samoa
国立病院

300 kW

394,200 kWh/y

315 t-CO2/y

100 kW

131,400 kWh/y

131 t-CO2/y

国会議事堂

20 Kw

26,280 kWh/y

29 t-CO2/y

政府庁舎

20 kW

26,280 kWh/y

29 t-CO2/y

SPREP 研修所

20 kW

26,280 kWh/y

29 t-CO2/y

1,060 kW

1,392,840 kWh/y

1,164 t-CO2/y

合

計
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４）今後の事業化の問題点
原

因

太陽光発電への将来動向
電力供 給システ ムを補完 することの できる太 陽光発電 設備の
導入に関心を抱いており、受入の可能性は高い。
GHG 削減量は非常に小さい。
CE R を考慮しても費用対効果が少なく期待が低い。
政府資金（ODA を含む）の投入等、事業化に向けた資金調達
方法を検討する必要がある。
CDM プロジェクト承認システムが未整備のため、整備、キャ
パシティービルディングも必要。

電力事情が不安定である。
太陽光発電による GHG 排出削減量
資金調達
京都メカニズム対応
設備の維持管理体制

構築が必要。

５）技術的課題
（１）代替電源の炭素排出係数の決定
①

Operation Margin

現状の電力グリッドの代替

②

Build Margin

次代の発電所の数値を使用

③

Combined Margin

両者の複合値

炭素排出原単位が全電源平均と石炭では、大きく異なり、クレジットが数倍違っ
てくる。水力をベースロードとし、石炭･ 石油をピークロードとするケースを証
明して高排出係数を設定するシナリオが必要となる。
（２）追加性の証明
① BAU は審査パネルが重要視している
② ベースラインシナリオができれば追加性の証明ができる。
③ IRR：25〜35 程度は到達できるが、政治的バリアー（CDM がナイト実施しな
い等）の証明ができれば問題ない。
（３）CDM 理事会の指摘
①ベースラインオプションを導き出すデシジョンツリー
②なぜ当故プロジェクト以外のオプションが現実的であるかという指標の定性的、
定量的評価
③プロジェクトが直面するバリアの定性的、定量的評価
④ プロジェクトが一般的に行われていないか、当該国の法規により要求されて
いるものではないことを示す
（４）小規模 CDM プロジェクト
プロジェクト参加者は、以下の少なくとも一つの障害によってプロジェクト活動
が起こらなかったことを証明する必要がある。
①

投資の障害：当該プロジェクト活動に代替えする、投資上より実効性の高い
代替案が、より多くの（GHG の）排出を生じさせたかもしれない。
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②

技術の障害：当該プロジェクト活動の技術レベルに比較して低い技術、また
は新しい技術のパフォーマンスの不確実性に関連したリスクまたは市場での
シェア−の低さが、より多くの（GHG の）排出を生じさせたかもしれない。

③

現行の活動の障害：現行の活動または規制や政策による要求事項がより多く
の（GHG の）排出を生じさせたかもしれない。

④

その他の障害：当該プロジェクト活動を実施しなければ、制度上の障害や、
限られた情報、管理上の資源、組織の能力、財政、または新しい技術を吸収
する能力等、プロジェクト実施者によつて確認されたある特定の理由により、
より多くの（GHG の）排出を生じさせたかもしれない。

本報告のシリーズには、以上のほか、経済産業省の講演も含まれているが、排出量取引
の章に引用させていただくものとする。
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３．９ 現状における排出量取引
2003 年 10 月３日の中間報告会では、ナットソースジャパン株式会社の津金泰正氏によ
る「現状における排出量取引」が行われ、既に種々の無体物を含めた取引に係わられた体
験とそれらを踏まえた将来への洞察などが示された。
本分科会の本年度報告書には、各章に「排出権取引」を取り上げているが、それらを概
括、理解する上で非常に大きな意味がある。
３．９．１

ナットソースジャパン株式会社

排出権のような無体物の取引に係わる企業はどのような業容を持っているのかは大変興
味あるところである。その意味で本節では、同社の紹介をおこなうものとする。
（1） 設立：
(2)

株主：

2001年5月8日
東京短資・三菱商事・ナットソース社
住友商事、豊田通商、東京産業、コスモ石油
新日本石油精製、東京ガス、大阪ガス、みずほ証券、
ジオペック、関西総合環境センター、Tullett PLC、以上14社で構成

(3)

業務内容：

①

アドバイザリー・サービス （CDM 等プロジェクト支援）
PDD 作成・支援・Review、海外調査、研究委託、FS 調査など

②

排出権関連ファンド・マーケティング／アドバイザリー
世銀・カーボンファンド、フォンデレック社 Global

Asia clean energy services fund、Natsource

社 GG-CAP（予定）

③

排出量取引仲介
VERs 取引、京都議定書遵守クレジット仲介、CDM/JI プロジェクト紹介

④
⑤

CO2 オフセット
排出量取引、電力卸取引、RPS取引、LPGスワップ取引、天候デリバティブ取引、
その他エネルギー商品

３．９．２

現在の排出量取引

現在世界で行われている排出権取引の実際は概略以下の通りである。
１）米国内の排出権取引(1) SO2 取引①EPA 管理下で EPA の酸性雨プログラムに従って Cap
& Trade 方式でおこなわれている。年 1 回の EPA のオークション制度で取引される。
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②EPA 酸性雨プログラム：Allowance Tracking System (ATS)、Continuous Emissions
Monitoring System (CEMS)
③この取引には EPA が実施するオークションの他の取引形態として、直物、フォワー
ド、オプションなどがあり、相対取引を中心におこなわれている。
④100％のバンキングが認められ、罰則規定も存在する。
(2) NOx (OTC)取引
EPA の管理の下で Cap & Trade でおこなわれている。
②この取引は米国東部地域に限定して開始したものであるが、2003 年より対象地域拡
大した。
③取引形態は、直物、フォワード、オプションなどであるが、入札制度は採用してい
ない。また、割引率を毎年見直す条件のバンキングが認められている。
EPA が制定した NOx Budget Program、NOx Allowance Tracking System (NATS)、
Continuous Emissions Monitoring System (CEMS)のもとに運営されている。
（3）地域ごとの排出量取引
京都議定書での遵守目標の議論とは別に、米国内各州では、地域ごとではあるが、企
業の自主的な排出量取引の検討が行われ、マサチューセッツやニューハンプシャーで
実施されている。また、メイン州では CO2 を 対象とした規制が 2003 年 7 月州議会を
通過した。（最初の事例）
(4) シカゴ気候取引所(CCX: Chicago Climate Exchange)
①

シカゴ市と民間の 17 企業・団体が中心となり実施している市場で、自主参加型
の Cap & Trade 方式を採用、第二次参加者として AEP 、フォード、モトローラ
などが見込まれている。

②

自主参加型の Cap & Trade 方式は、1998 年〜2001 年の GHG 排出量をベースと
し、2006 年までに 4％の削減義務を負うとしている。

③

米国内の吸収源や排出相殺などをおこない、ブラジルにおける排出量削減プロジ
ェクトによって創出されるクレジットの活用などが対象である。

本件には、「８．世界の排出権取引市場」でもオークションの結果（2003 年 9 月 30 日）
を含めて取り上げる予定である。
２）EU の排出量取引制度（EU ETS）（2005 年 1 月発足）
（１）EU「リンク指令」（2003 年 7 月、欧州議会）により制定された制度で、EU25 カ
国（EU 加盟候補国中東欧諸国などを含む）を対象とした「初の多国間取引市場」で
①

対象業種：エネルギー業界、金属業界、鉱物業界等
（第二期間以降は「化学」「アルミニウム」等へ業種を拡大の予定）

②

実施時期：2005 年~07 年（第 2 期間 08 年~12 年）

③

対象ガス：CO2（第二期間では他の GHG が含まれる可能性がある）
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④

取引方法：Cap & Trade 方式

⑤

罰則規定：第 1 期間
第 2 期間

⑥

（Allowance）

40 ユーロ（約 4 千円）/ t-CO2
100 ユーロ（約 11 千円）/ t-CO2

JI、CDM プロジェクトと EU ETS とは 2008 年にリンクさせる。ただし、2007
年末までに京都議定書の発効が前提条件である。

（２）排出権の割当
加盟国による国内割当プラン(NAP: National Allocation Plan)
（加盟国は 2004 年 3 月末日までに次の諸項目を欧州委員会に提出する）①

ベ

ースライン及び目標レベル
②

各施設への割当

③

各期間における年間割当④

⑤

議定書に基づく核燃料起源

⑥

LULUCF 活動（土地利用、土地利用変化及び林業）

削減プロジェクトでの除外

なお、本削減プロジェクトからは次の各項目は除外されている。
①

大規模水力発電（環境・社会へ悪影響と世界ダム委員会が指摘した）

②

ダブルカウント防止のため、加盟諸国は再生可能エネルギー、エネルギー効率
の向上、燃料転換の各プロジェクトには JI クレジットを割当てない。

３．９．３

現状で取引されている排出権とは？

現在、上記の市場で取引されているクレジット・証券、取引の種類は大略以下である。
１）VERs (Verified Emissions Reduction)
①

第３者認証（Verification Report）を伴った排出削減量

②

企業間（OTC）での自主的な早期取組み③

将来的に、JI に基づく「排出削減量」

で ERU、CDM に起因するものは CER に代替できる可能性がある。２）4 つのクレ
ジット単位（KPU:Kyoto Protocol Units：AAU 、ERU、CER、RMU）の将来的な受渡
しを保証した先渡取引
３）制度に基づく取引
①

英国やデンマーク、などの国内制度に基づく Allowance （排出枠）

②

EU の加盟国間取引制度

③

世界制度と国際整合化
日本の国内制度の雛形になる可能性は不明確。

３．９．４
１）

排出権取引の基本形態

現物取引（Spot）

−39−

①

VERs：第３者機関による検証レポートへの移転。

②

Allowance：制度上のレジストリへ登録する。

２）先渡し取引(Forward)
①

将来の排出権 の取引（2008 年物など）

②

排出権の種類、数量、価格、対象年（ビンテージ）などを特定した取引。

３）オプション取引(Call, Put Option)
①

将来の排出権を「任意の価格で売買する権利」の取引。

②

排出権の種類、数量、ビンテージ、権利行使価格、権利行使期日、オプション料
（premium）を特定する取引。

４）スワップ取引（Swap）
①

Vintage Swap：異なった Vintage 間の排出権の交換。

②

Inter-Pollutant Swap：異なった汚染物質間の排出権の交換。

③

異なる制度間の取引：デンマーク（Shell）と英国(Elsam)の割当量の取引の例が
ある。

３．９．５

排出権取引参加への動機

１）買手の動機
①

気候変動問題へのリーダーシップと先行利潤の期待が動機付けとなる。

②

将来の排出削減コスト上昇に対する「リスクマネジメント」上の動機。

③

調査目的（社内の意思決定、取引手法習得、会計面の調整など）として。

④

環境問題への積極的貢献表示、さらには「環境格付け」を意識した購入。

⑤

将来課されると思われる規制の遵守目的の早期対策の実施。

２）売手の動機
①

今まで無価値であった排出削減量が資産（収益減）になる可能性を追求し、 新
たな（資産）価値ととらえる。

②

プロジェクトの収益率改善の梃子として活用。

③

将来的な、または現時点での売却によるキャピタルゲインを期待。

３．９．６

VERs 取引と KPUs 取引

１）VERs 取引（Verified Emissions Reduction）
VER は、第３者機関によって検証されたクレジットであり、一種の保証付き証券と考え
られる。それゆえ、企業間での自主的な早期の取り組みに活用される。また、JI に基づく
削減量 VER でも CDM、ERU に起因するものは将来的に CER の機能に代替の可能性があ
る。次の特徴がある。
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①

企業による「自主的な」排出削減量を対象とした取引。

②

定型化された Commodity（商品）ではない。

③

公的な登録簿やルールは特に無い。

④

買手は 2008〜12 年の対象を希望、売手は可能な限り手前で Cash を受取りたい。

⑤

オプション取引が人気で、先物取引に移行する。

２）KPUs 取引(Kyoto Protocol Units)
京都議定書に基づいた取引として、次の特徴がある。
①

議定書上の 4 つのユニットの何れかを対象・保証する取引である。

②

現時点では定型化されていないが、議定書発効後は Commoditize（定型商品化）さ
れる可能性がある。

③ 公的な登録簿の整備と国内・国際制度の構築が必要だが、これらによって監理され、
信用が付加されたといえる。
④

ユニットによっては希望取引年度の対象が異なることがある。

⑤

先物（フォワード）取引が主流である。

３．９．７

国際市場の規模と成長性

既に、取引がおこなわれた結果から将来価格を推算された。これで見ると排出量取引市
場は成長し続けていると考えられる。

（Na tsource LLC）

１）排出量取引総量（JI・CDM を含む）
①

2001 年 約 12Mt-CO2E

50 件弱

②

2002 年 約 60Mt-CO2E

100 件超

２）排出量取引総額（JI・CDM を含む）
①

＄350 億〜＄500 億

（2012 年物までを対象とした先渡取引を含む）３）2003

年 9 月現在の GHG の市場価格
Commodity Type

Vintage Year

Price per ton CO2 E

Annex B VERs

2000-2007

$0.60-$2.50

Annex B VERs

2008-2012

$1.50-$4.00

CDM VERs

2000-2008

$3.50-$9.00

CDM VERs

2008-2012

$6.00-$10.00

Dutch ERUs

2008-2012

$4.40-$7.99

Danish Allowance

2001

$2.80-$4.20

Danish Allowance

2002

$1.30-$2.30

UK Allowance

2002

$6.50-$20.50

UK Allowance

2003 Bid/Offer

$2.80-$3.70
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EU Allowance

2005 Bid/Offer

$8.00-$11.00

４）英国の排出量価格の推移：

第３．９．１図

英国の排出権価格の推移

英国が国内排出権取引制度を発足させたのは 2002 年 4 月であった。
以来、同年秋には図に見られるように排出権取引価格は上昇したが、同年 9 月をピーク
に下降を始め、現在では安定した状態が見られるが約̲2.00 の水準にある。
2002 年 4 月時点の 40％に安定した。
2005 年から EU の制度が始まると、域内取引の整合化を図る必要があるが、そこでの取
引が期待される。
３）今後の排出権の予想価格民間企業 35 社（日・米・EU・加・露）の予想価格
調査

2002 年 7 月公表）

2005 年 6 月時点：平均 $ 5.33
②

（Natsource

（最高 $10、最低 $2）

2010 年 6 月時点：平均 $ 10.96

目標価格：

$ 5.60

④ERUPT, CERUPT 買取価格：
３．９．８

（最高 $30、最低 $1.74）③

$ 5.40

排出権取引は完璧な対策なのか？

−42−

世界銀行の PCF

ここで、ナットソース社・津金氏は表題に示した、極めて関心の高いテーマに付言した。
（１）

VERs は自国の遵守に用いることが可能か否かが不透明である。従って、環境貢

献目的であれば低価格で多大な環境貢献をアピールできる可能性がたかい。強いては、
企業の各付けにも影響があろう。
（２）CERs/ERUs は CDM・JI プロジェクトからの削減量が実際に CERs・ERUs として
認定 され るか 否か のリ スク を負うことになる。

従って、購入者はプロ ジェ クト

の精査が重要であり、現状ではリスクが少ない CERs が好まれている。
（３）UK Allowance は英国制度の上でのリスクは殆ど無いが、価格 の 変動 リ スク は負
わざるを得ない。

また、EU 制度との代 替性は極めて可能性が薄く、UK 市場の孤立

化は考え難いので京都 議定 書との リンク をどのように予想するか？が問題であるが明
確でない。
３．９．９

排出権の獲得

排出権の獲得に先立ち、排出権の創出が重要である。ついで、その獲得方法、単価を問
うか、数量を問題とするかの検討を要する。
１）

第一に自己削減努力によって排出権を創出することが重要であり、本来の京都議定
書の精神に基づくもの。しかし、この問題は一律には規制できず個々の企業により異
なるものである。

２）

ファンドへの投資からの獲得が方法を提案するもの。

①

世界銀行の新ファンド

②

CDCF（地域開発炭素基金）

③

BioCF（バイオ・カーボンファンド）

④

米国 FondElec 社の FE Global-Asia Fund

３）
①

CDM プロジェクトからの獲得。
削減プロジェクトを発掘し、プロジェクト設計書（PDD）の作成をおこない、第３
者機関による審査・認証、CDM 理事会への登録までを実施する。本事業の実施に
は、別の企業に託してもよい。

②

プロジェクトの実施、認証、モニタリングなどの費用を要するが、排出権を創出す
るコストと考えられる。

４）排出量取引の利用
京都メカニズムの柔軟性措置に対応して活用する。
①

数千トンから数百万トン単位まで必要量を重視する団体や国家に対応できる。

②

取引制度確立後は購入単価とペナルティとの比較によって、本方式の活用の可否を
判断する。

５）

排出権ファンドの活用
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（１）
①

世界銀行のファンド

Prototype Carbon Fund (PCF)： 2000 年 4 月より運用され、2012 年に終了予定で
ある。日本からも電力会社、商社、政府系金融機関が参加、出資している。
2003 年 7 月には、削減クレジットの初回受渡し（チャカブキト小水力）があった。

②

コミュニティ開発炭素基金（CDCF）：

・小国及び全ての CDM 対象国の貧困地域・未開発地域を対象とした基金による事業化。

・2003 年 7 月ファンド運用開始（一口$250 万、$50 万単位の上積可）
日本からも新日本石油、出光興産、沖縄電力、大和證券 SMBC が参加、出資してい
る。
③

バイオ・カーボンファンド（BioCF）：
・炭素隔離及び炭素管理（農業、森林経営）に投資するファンド。
・03 年 10 月中旬~2 月の募集期間予定（一口$250 万、$50 万単位の上積可）
・2004 年第一四半期ファンドの運用が開始される。

（ ２ ） Greenhouse Gas-Credits Aggregation Pool ナ ッ ト ソー ス ・ グ ル ー プ で 別 会 社
Natsource Asset Management (NAM)をカナダ・カルガリーに設立。効果 的な 排出 権獲
得のためのバイヤーズ・プール（排出権の共同購入）
を設立した。
本バイヤーズ・プールは、国際ルールの下で 有 効 且つ 低コ ス トでの排出権の獲得を
目標とし、Final Design Group （カナダ有力企業 9 団体＋１日本企業）で構成される。
①

募集期間：10 月中旬~下旬予定（12 月末：First

②

投資額をコミットするのではなく、排出権の年間希望購入量をコミットする形式

Close）

であり、希望購入量が予定購入量とする。ファンド形式ではない点に注意。
＊価格や購入契約等は Investment Committee が Review する。
（３）CDM 実施と CER 購入①

CDM 案件の発掘（現地調査費用）

②

プロジェクト設計書（PDD）の作成（ベースライン、モニタリングの方式策定）

③

第三者機関（OE）による審査・認証

④

CDM 理事会へのプロジェクト登録（Registration）

審査費用、裏付け調査目的での現地調査費用が必要となるが、プロジェクト実施後は
立証を要し、毎年費用が発生する）
2003 年９月に２件の CDM プロジェクトが承認されて以降、さらに４件のプロジェ
クトが承認され、認証を獲得するプロジェクトが出始めている。この傾向からクレジ
ットの発効が現実のものとなりつつある。
「仮に議定書が未発効でも CDM 理事会（国連気候変動枠組条約下の組織）が認めた
プロジェクトが生み出す削減量（クレジット）は、価値を失わないと考えるべきで
ある」と評価されている。
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（４）排出権付燃料調達
削減プロジェクト投資、ファンド投資、排出権取引の何れも選択せず、調達する
燃料（石炭、石油、天然ガス等）と排出権のセット販売・購入を選択する方法であ
る。

排出権調達には十分なリスクヘッジ（分散）を考えるべきで、一つの調達先

ではなく、ポートフォリを組むなどの対策を要する。
①

必要量の排出権獲得に対して、質と数量の保証問題を確認すべきである。

②

燃料費＋排出権価格に対して単体調達との比較検討が必要である。

③

調達の時間軸の見極めが必要で、燃料調達時（中長期契約）に排出権の必要の
可否を十分検討すべきである。

④
３．９．10

2013 年以降の排出権の手配 は現時点で必要か、を十分検討する要あり。
過去の主な排出権取引

過去におこなわれた排出権取引の例を第３.９.１表に示す。
第３．９．１表
時

期

過去の排出権取引例

購入者

購入先

購入量

2000/07

トランスアルタ社（カナダ）

電力会社 HEW（ドイツ）

24,000ｔCO2E

2000/11

石油会社ﾏ ｰ ﾌ ｨ ｵ ｲ ﾙ (米国)

トランスアルタ（カナダ）

210,000ｔCO2E

2001/04

オランダ政府

東欧

4,000,000ｔCO2E

2001/09

MIECO(米国丸紅の子会社)

Dupont UK (UK allowance)

10,000 tCO2E

2001/12

Entergy(米国エネ会社)

Elsam(デンマーク電力会社)

10,000 tCO2E

2002/01

世界経済フォーラム

地熱発電プロ（インドネシア）

2002/05

Shell (英国)

Elsam(デンマーク電力会社)

2003/02

Shell (英国)

Nuon（オランダ）

３．９．11

排出権取引のリスク

4,000 tCO2E
異制度間のスワップ
取引
EU allowance の
先渡し売却

１） 排出権取引、CDM 取引にまつわるリスクを整理して示す。

第３．９．２
操業･ 事業者リスク
制度リスク

排出権取引のリスク

プロジェクトの破綻、倒産、事業放棄
京都議定書の失効、国内制度による所有権

ホスト国リスク

京都議定書の批准取り消し、CERs の過剰移転、経済停滞リスク

CDM のリスク

事業許認可リスク

−45−

その他リスク

価格変動リスク、クレジット取得の追加コスト

２）排出権取引に伴うリスクとそのヘッジ（回避）
売主の希望

買主の希望

プロ ジェ クト に起 因す る 双方負担希望
リスク（売主責任）
事業者に起因するリスク
双方負担希望
（売主責任）
制度に起因するリスク：
キャッ シュバッ クまたは 代替

売主負担希望
売主負担希望
売主負担希望

措置

政治的リスク：

売主負担希望

Payment on De livery

市場リスク（価格変動）
100% のヘッジは不可価 格
変動リスク が残る

売主負担希望

３）企業・業界による排出権の捉え方の相違
制度的に未確定な排出権取引に関して、企業部門の相違によって、排出権取引に対す
る見方が異なることは認識する価値がある。
業

界

意

識

電力、鉄鋼、石油、化学、製紙等

リスク

商社、プラント、エンジニアリング等

チャンス

排出量が少ない、且つ商品の差別化に資さない業界

ウォッチ

監査法人、認証事業者など

業務範囲の拡大

４）削減目標の遵守のための対策
自己のリスクに合わせた対策を確定する一つの目安を以下に示す。
削減量の不足量

対策の目安

①

不足額が数万㌧以下

①排出量取引、②削減プロジェクト

②

不足額が数万〜数十万㌧

①排出量取引、②削減プロジェクト

③

不足額が百万㌧以上

①排出量取引、②削減プロジェクト、③ファンド
企業としての意思決定

今現在

意思決定する際には

３．９．３

①
②
③

国内・国際制度のリスクを負うべきか？
将来の価格変動リスクを負うべきか？
将来的にはリスクは負わないと判断するか？

排出権取引の会計・税務

近未来に気候変動枠組条約・京都議定書が発効し京都メカニズムが活用されてくると、
企業にとっては、税務・会計の処理が必要となり、その際の問題はクレジットの持つ価値
と会計上の位置である。
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（１）会計処理方法は、未だ明確になっていない
（２）排出権は「資産」か「費用」か？
（３）消費税は対象か否か？（有価証券の場合は対象外）
（４）輸入消費税の扱い？
「平成 15 年 9 月の産業構造審議会」では、排出権クレジットは資産性があるため原則的に「無
形資産」としての費目に置くと検討された。

３．１０

炭素制約下社会におけるビジネス

本報告は COP9 が終了した直後の 2003 年 12 月 22 日の環境委員会で、COP の総括的
な内容から次のステップに向けたビジネスを展望して、クライメート・エキスパートの松
尾直樹氏によって発表されたものである。
COP9 の概要やそれらをとりまく

一般的情勢は省略して、本題について報告するもの

とする。
１） 京都議定書の日本企業にとっての意味
京都議定書の策定以前に高度の省エネを達成した日本にとって、議定書の課した数値
目標は不利であるが、現状でこれをあげつらっても始まらないのが実情である。この認
識のもとに、対策を講じるべきである。
しかし、京都メカニズムの活用にかんしては、日本のような限界コストが最も高い国
は有利なポジションにあるといえる。
さらに、京都メカニズムから派生するクレジットを金融商品として扱うビジネスに関
しては、米国の企業にはエキスパートが多く、やる気満々であり、欧州連合は 2005 年
より動き出そうとしている。
日本のビジネスにとっては大きなチャンスであるが、国内の制度設計を機能するよう
に確立し、企業に参加の誘因を作ることが課題となる。
２） リスクと京都議定書発効の問題
京都議定書発効のキャスティングボートはロシアが握っている。ロシアの問題は①膨
大なホットエアー資産の活用と②それに伴うモニタリングなどのコスト負担である。そ
して大きなディレンマは自国が議定書の批准をしないと発効しない点である。
現状の動向を見極め、最も効果的な時期に参入して、最も良い条件で自国の資産を活
用する機会を待っているのではないか。
EU の排出量取引スキームは京都議定書の成立の有無に拘わらず、2005 年から域内活
動が発足する予定である。また、CDM のスキームに代わる方式を再構築することは大
変困難であることを考えると、CER/ERU は議定書発効がなくとも活用される余地は残
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り、第２約束期間に生かすことになろう。その時は日本やカナダとのリンクが検討され
よう。
日本の方針は、2005 年から始まる第２ステップの地球温暖化新推進大綱の中に示され
ることになる。
３） 排出権取引の市場メカニズム
「排出権取引市場の創設」とは、排出権クレジットが取引できる仕組みを制度化する
ことであり、これができて排出権が定義でき、取引の必要性がある企業などが参加する
仕組みを構築することを意味する。従って、日本と EU の制度が異なれば排出権も全く
別のもので流通性はなく、貨幣と同様である。ここの制度のリンクが必要となる。
排出権クレジットの価格も市場取引が成立すれば通常の市場メカニズムによって機能
し、総排出量枠が維持される。これは米国の SO2 排出権取引が 9 年にわたり運営され
ていることからも理解できる。この他にも無体物の権利には、漁業権や空間利用権など
があり、理解を容易にしている。
４）国際排出権市場
EU/ETS の動向として Linking Directive が成立し、National Allocation Plan ＊ が 2004
年３月末までに各国が国内割り当てを完了することになっていたが、現状は遅れている。
また、企業の学習効果が認められる。＊：Guideline が発行された。
これに対して、排出量のモニタリング、プロジェクトの有効性/ 立証性、および事業契
約などの標準化への動きが出始めている。
５）National Allocation Plan
本割り当て計画は、日本の省エネ法・第一種事業所や第二種事業所のような分類に従
がって割り当てている。そこでは、京都議定書目標との整合性、既存の行動計画との整
合性（ホットエアーは認められず）、国全体から分野別活動単位に、施設単位に敷衍す
る方向である。
日本の将来の割り当て方法への示唆となる計画と思われる。そこでの基礎的な課題は
次のようなものと考えられる。
①

長期エネルギー需給見通し

②

過去の企業努力の反映

③

新規参入者、設備の拡張などへの保留分

④

分野別レベルのポテンシャルを重視し、反映させる

⑤

過去の実績（施設ベースなど）の反映

６）排出権の活用
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「排出権は同活用できるか」の命題には次の回答が考えられる。
①

自分の規制遵守に使用する。

②

製品の付加価値として用いる。グリーン購入などに効果がある。

③

資産としての運用。企業自体の必要性の認識と活用戦略の確立が要件である。

④

排出権を製品の現在量の一つと考える。

７）日本の国内制度
日本では政府が明確な方針を示していない点が問題である。
地球温暖化対策推進大綱はスケヂュール通り 2005 年に改定されるが、政策審査の方
法は未定であるが、追加的措置は必要である。し残している課題は次のようである。
①

削減目標に数％程度の効果のある政策で、例えば税金、排出権取引など排出権取
引でカバーできないものの導入。

②

京都メカニズムとのリンクが容易な仕組み。

③

排出権取引の導入。電力部門の扱い、割当て方法、モニタリング制度整備、EU/ETS
とのリンクなどが課題である。

④

技術的課題が少ないこと。例えば省エネ法・指定校場制度に乗りやすいものなど。

⑤

その他。CER の買取制度の設置、利害関係者との論議の場と時間の設定。

８）GHG 排出規制における企業の行動基準
（１）排出目標遵守の戦略
⑤

自社の現状把握と将来の係数的推測。

⑥

社外選択肢の分析と検討：排出権市場の動向、関連規制の動向。

⑦

社内外の選択肢とそれらの組合せ（ポートフォリオ）の構築。

④

新ビジネスチャンスの探索。

（２）排出権戦略
①

企業の所有量の算定：自社の遵守の見通しから CER などの所有量を決める。

②

排出権価格：自社所有量と価格の戦略の確立。余剰分では金融商品化も可能。

③

排出権の調達：プロジェクトの実施から、同実施者からの購入、炭素ファンド
からの購入などがある。

（３）ビジネスモデルの開発
①

排出量の多い企業の CER 化、あるいは権利の商品化の検討。

②

排出削減技術を持っている企業では、世界展開法の検討、排出権の付加価値の
ビジネス化方法の検討、他社へのサービス提供法の検討など。

③

森林技術所有企業では、プロジェクトの持つ付加価値と他の付加価値の組み込
み法の検討。

④

金融技術所有企業では、排出権関連商品の創設などの他、ソリューション提供
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ビジネスの提供などが考えられる。
現在、企業から見て考えられる諸課題について報告されたが、これらの提言は将来の問
題ではなく、今取り掛かるべき問題として認識されるものである。
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４．主要国における環境政策の展開
気候変動枠組条約に加盟している国々は自国の環境政策を各々展開しているが、それら
は既に平成 14 年度までの報告書に記録しているので、京都メカニズムに焦点を絞って過
去の記録、雑誌、セミナー等から各国の環境政策を調査した。

４．１

米国の環境政策

１）「地球気候変動政策」（Global Climate Change Policy）
米国政府は 2002 年 2 月、気候変動に対する政策を発表した。これは 2001 年 3 月に京都
議定書からの離脱以降の初の政策発表であったが、その後現在までの米国環境政策の骨子
となるものである。本政策はまた「大気浄化政策」（Clear

Skies Policy）とワンセットで

発表したもので、「地球気候変動政策」（Global Climate Change Policy）が正式名称である。
要点は次の通りである。
（１）温暖化対策へのコミット
米国は、大気中の温室効果ガス濃度を安定化させるとの気候変動枠組条約の目標にコ
ミットしていることを再確認する。
（２）対策の目標
対策の目標は、温室効果ガス集約度（intensity）を基礎とし、具体的には、2012 年ま
での 10 年間で、GDP 当たりの排出量を 18％削減する。
（2002 年の GDP 百万ドル当たりの温室効果ガス排出量は、183 炭素 t と推計される。
これを 2012 年には 151 炭素 t 以下にする。）
（３）見直し
米国は、10 年後の 2012 年に上記目標値まで達成できたかどうかを見直し、その際に
対応が不十分で、科学的に正当であれば必要な措置をとる。
（４）目標達成手段
・政府と企業の排出削減に関する自主協定をさらに促進する。
・各企業の排出削減量を登録する制度を整備し、移転可能なクレジットを付与する。
・2003 年度予算では気候変動関連の科学技術予算として 45 億㌦を計上。
①

気候変動の現象解明等の研究予算として 17 億㌦

②

先進的エネルギー技術の開発・利用の予算として 13 億㌦

③

その他に 15 億㌦

・再生可能エネルギー、コジェネレーション
① 運輸・製造業及び農業分野について今後 5 年間に計 46 億㌦の税制控除
② ハイブリッド及び燃料電池自動車
③ メタン捕捉
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④ 農地における炭素固定
（５）開発途上国対策
・途上国に対する USAID の援助計画に１億 5500 万㌦を計上、GEF へは 1 億 7800 万㌦
拠出する。
・「自然保護スワップ（debt-for-nature）」には 4000 万㌦を計上。
・途上国での観測システム整備のため、約 2500 万㌦の予算を要求。
しかし、本政策はどれも自主的な取り組みでしかなく、米国の温室効果ガスの排出量増
加率をどうにか押さえる程度の効果が期待できるだけであり、その上ブッシュ大統領は、
より厳しい政策が必要かどうかの再検討の時期として 2012 年を定めているに過ぎない。
当時の日本での記者会見では、さらに、この「政策」で米国が進んだ場合、2010 年の米国
の温室効果ガス排出量は 1990 年比 35.5％増になるということを発表している。
己然として米国の環境政策は経済成長最優先主義といえるものである。
２）気候変動科学プログラム（Climate Change Science Program）
2003 年 8 月、米国連邦政府は、「気候変動に関する科学的知識の向上を目指す戦略」
を公表した。この戦略は「気候変動科学プログラム（Climate

Change Science Program）」

と命名され、EPA を含む 13 の連邦省庁等から構成される機構で検討作成されたもので、
気候変動に関する科学的知見の充実を目指す新たな計画である。この計画では、気候の変
化・変動やこれに関連する人間・環境システムに関する知識の拡大、及びこうした知識の
活用の促進に関する戦略が示されている。
本計画では、主要な問題と不確実性に対応するため、次の 5 つの科学的な目標が掲げら
れ、概要が記されている。
（１）地球の過去および現在の気候と環境についての知
識の拡大。観測された変化の原因に関する理解の向上。
（２）地球の気候システムおよび関連するシステムに変
化を引き起こした力についての理解の向上。
（３）気候システム、環境システムの将来の変化に関す
る予測について、不確実性を削減。
（４）気候変動および関連する地球の変化に対する、自
然システムや人為システムの感受性・適応性の理
解。
（５）気候の変化・変動に関するリスクとチャンスを管
理するための知識の利用の拡大。かかる知識の発
展の限界を見極める。
EPA のこの計画の推進者は、各省庁等のパートナーシップにより「地球環境保護政策の
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基盤として活用できる、科学に根ざした質の高い知識の創出」を期待している。
３）気候変動技術プログラム（US Climate Change Technology Program）
前項の科学プログラムに対応した技術の戦略である。
本章では、この戦略に沿って展開されたものから 2003 年 11 月にまとめられた「Research
and Current Activity」が米国環境政策の現状の技術分野を反映していると思われるので紹
介する。
本報告書は以下の各省庁が執筆しているので、現状の米国環境技術の活動状況を網羅し
ているといえる。
U.S. Department of Energy (Lead-Agency)
U.S. Department of Agriculture
U.S. Department of Commerce, including
National Institute of Standards and Technology
U.S. Department of Defense
U.S. Department of Health and Human Services,
including
National Institutes of Health
U.S. Department of Interior
U.S. Department of State, including
U.S. Agency for International Development
U.S. Department of Transportation
U.S. Environmental Protection Agency
National Aeronautics and Space Administration
National Science Foundation
Other Participating Research and Development
Agencies
標題に示すように、米国政府を挙げて気候変動対応技術に関する大統領の方針、重要研
究開発、等の報告書である。また、本報告書は、U.S.

Climate Change Technology Program

−Technology Options for the Near and Long Termの基礎的な一連の研究開発と補完し合
うものとしている。本書では次のような内容を既述している。
（1）

序論：

大統領方針、選択的な開発、他国との協調、技術革新の役割

（2）

最終エネルギー使用と基盤設備からの排出削減：

ハイブリッド自動車、改良軽

環境型負加自動車技術、ゼロエネルギー家庭・事務所ビルディング、固体状照明、
超伝導動技術
（3） エネルギー供給からの排出削減：

FutureGen

計画、水素燃料計画（化石燃料から

の製造、原子力水素、再生可能エネルギーからの水素,水素社会基盤、燃料電池）、水素経済社会の

国際協力、原子力IV、国際各融合炉（ITER）、再生可能エネルギー（原子力2010,改
良燃料電池サイクル計画）
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(４)

炭酸ガスの捕捉と貯蔵：

炭素貯蔵推進計画、省庁横断炭素貯蔵研究、炭素貯蔵

地域協力
(５)

その他のGHG削減計画：

炭鉱からのメタン回収、マグネシウム製造時のSF6削

減、
(６)

GHG排出量の計測とモニター技術の推進：

Laser Induced Breakdown

Spectroscopy(LIBS)、Agriflux, Ameriflux、遠隔探索技術、総合的地球観測、特定
資源の保有量
(７)

結論

本報告書の詳細については、前掲の報告書を参照願いたい。
４）米国の環境政策の結果
以上のような政策に沿って展開した米国の環境の現状が、2004年3月、「US

Emissions

Inventory 2004」のなかで「2002年のGHG排出量、2002年の温室効果ガスの排出量は微増」
としてEPAから発表した。
EPA は、本書要約における「アメリカの温室効果ガス排出及びシンクに関する最近の傾
向 Recent Trends in US Greenhouse Gas Emission and Sinks」の章で 1990 から 2002 年
にかけての CO2 換算排出量を提示している。第４.１.１表に収録して示す。
この報告書のポイントとしては、2001 年から 2002 年までの間に、GHG の総排出量が
僅かだが、0.7 ％増加したことが挙げられる。この原因は、主に、2002 年における緩やか
な経済成長によって、電力や化石燃料の需要が増加したことにある。また、2002 年の夏が
暑く、電力や化石燃料に対する需要が増加したことも、2 つめの原因としている。
全体的に見て、アメリカの温室効果ガス総排出量は、1990 年から 2002 年までの間に 13％
増加し、この間、アメリカ経済は、42％成長している。2002 年の 6 種類の GHG の総排出
量は、CO2 換算で 69 億 3400 万ト㌧であった。（CO2 ：82,8% 、メタン：8.9% ）京都議定
書では米国の削減目標は 1990 年比７％減で、これで見る限り、この状態では達成の可能
性は大変小さい。
本報告書の各分野別の排出量は次の表に示されている。詳しくは、それらを参考にして
いただきたい。

US Emissions Inventory 2004
DRAFT INVENTORY OF U.S. GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND SINKS:
1990-2002
DRAFT FOR PUBLIC COMMENT

(February 2004)
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第４．１．１表

US

Inventory

1990

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

5,002.3

5,498.5

5,577.6

5,602.5

5,676.3

5,859.0

5,731.8

5,782.4

4,814.7

5,310.1

5,384.0

5,412.4

5,488.8

5,673.6

5,558.8

5,611.0

85.4

68.3

71.9

67.4

64.4

65.7

59.1

54.4

33.3

37.1

38.3

39.2

40.0

41.2

41.4

42.9

10.9

17.2

17.8

17.1

17.6

18.0

18.8

18.8

19.3
11.2
5.5

20.3
13.5
7.8

20.7
13.7
7.2

21.9
13.9
7.4

20.6
13.5
8.1

19.6
13.3
6.0

16.2
12.8
5.7

17.7
12.3
5.8

5.8

8.5

7.9

6.6

6.9

5.8

5.4

5.3

6.3

5.6

5.6

5.8

5.9

5.7

4.1

4.2

4.1

4.2

4.4

4.3

4.2

4.2

4.1

4.1

1.3

1.7

1.8

1.8

1.9

1.9

1.9

2.0

1.5

1.6

1.5

1.6

1.5

1.4

1.3

1.3

0.9

0.8

0.8

0.9

0.9

1.0

0.8

1.3

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.7

1.3

1.2

(957.9) (1,055.2)
113.9
102.3

(821.0)
109.9

(705.8)
115.1

(675.8)
105.3

(690.2)
101.4

(689.7)
97.9

(690.7)
86.8

2004

216.7

244.3

233.2

217.2

222.3

226.8

204.4

207.1

642.7
210.0
122.0

637.0
208.8
127.4

628.8
203.4
126.1

620.1
196.6
124.5

613.1
197.8
120.9

614.4
199.3
125.7

605.1
193.2
124.9

598.1
193.0
121.8

117.9

120.5

118.3

116.7

116.6

115.7

114.3

114.4

81.9
31.0

63.2
34.6

62.6
36.3

62.8
38.8

58.9
38.6

56.2
38.0

55.6
38.8

52.2
39.5

24.1

26.9

27.4

27.7

28.2

28.4

28.1

28.7

28.9
8.2

25.6
8.8

25.5
7.8

25.0
7.2

23.7
7.5

23.5
7.7

23.5
7.2

23.2
6.9
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7.1
5.0
3.4

7.0
4.8
6.0

7.5
4.7
5.6

7.9
4.5
4.8

8.3
4.5
4.4

7.5
4.4
4.4

7.6
4.3
4.2

6.8
4.2
4.1

1.2

1.6

1.6

1.7

1.7

1.7

1.4

1.5

1.3

1.3

1.3

1.2

1.2

1.2

1.1

1.0

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

+

+

+

+

+

+

+

+

0.2

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

393.2
262.8

436.9
288.1

436.3
293.2

432.1
294.2

428.4
292.1

425.8
289.7

417.3
288.6

415.8
287.3

50.7
16.2

60.7
17.0

60.3
17.3

59.6
17.3

58.6
17.4

57.4
17.7

55.0
18.0

52.9
17.8

17.8
12.8
12.6
15.2
4.3

20.7
14.2
13.9
17.0
4.5

21.2
14.4
14.0
10.3
4.8

20.9
14.7
13.8
6.0
4.8

20.1
15.2
13.9
5.5
4.8

19.6
15.3
14.4
6.0
4.8

15.9
15.4
13.9
4.9
4.8

16.7
15.6
14.0
5.9
4.8

0.4
0.4
1.0

0.4
0.4
0.9

0.4
0.4
1.0

0.5
0.3
1.0

0.4
0.3
0.9

0.5
0.4
0.9

0.5
0.4
0.9

0.4
0.4
0.8

90.9

114.9

121.7

135.7

134.8

139.1

129.7

138.2

0.3

35.0

46.4

56.5

65.8

75.1

83.4

91.7

35.0

31.1

30.0

40.2

30.4

29.8

19.8

19.8

29.2

24.3

21.7

17.1

16.4

15.9

15.6

14.8

18.1

12.5

11.0

9.0

8.9

8.9

4.0

5.2

2.9

5.5

6.3

7.1

7.2

6.3

4.5

4.4

5.4

6.5

6.3

5.8

6.0

3.2

2.5

2.4

6,129.1
5,171.3

6,687.3
5,632.1

6,764.4
5,943.5

6,790.5
6,084.7

6,852.5
6,176.8

7,038.3
6,348.2

6,883.9
6,194.1

6,934.6
6,243.8
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４．２ 英国の環境政策
英国の環境政策を担当しているのは、環境・食糧・農村地域省（Department

of Environment,

Food, Rural Affaires, DEFRA）である。
英国の政治全体は地方分権化を進めており、環境政策もこれに順じているのであるが、
京都議定書が策定されて以降、英国の環境政策の中心はＧＨＧの排出削減とそれに伴う産
業、民生、運輸などの社会全般を巻き込んだ取り組みに向けられてきた。
特に大量のエネルギーを消費する産業界への対策として英国特有の気候変動税（Climate
Change Levy）が挙げられるが、これも英国エネルギー政策の基に成立している。
１） エネルギー白書と環境
英国政府は今後 50 年間を視野にいれた長期的なエネルギー政策の基となるエネルギー
白書「エネルギーの未来 − 低炭素経済の設立」を 2003 年 2 月 24 日に発表した。
特に環境は重要な位置を占めると考えており、環境問題に重きを置いた長期的なエネル
ギー政策の指標として本白書が発行されたとしている。
白書はエネルギー政策に関して、環境、安定供給、競争力、社会それぞれの目標に準拠
して、英国政府が今後向かうべき方向性と決意を示しているものである。
この中で環境問題に関しては、気候変動問題は現実に起きており、今後干ばつや洪水な
ど自然の脅威にさらされる危険が高まる。大気中のＧＨＧの増加を食い止め、安定化させ
ることで、気候変動による最悪の状態は避けることができることを強調し、そのために、
英国は国際社会と協力のもと、温室効果ガス排出の削減に取り組むと結んでいる。
２） 排出量削減計画
京都議定書の中で、英国は 2010 年までに 1990 年レベルの 12.5%削減という目標が与
えられている。
以来英国は順調にＧＨＧ排出削減を進展させ、1990 年のレベルを充分に下回っている事
実は大きなインパクトを与えている。かつての石炭を主燃料とする経済社会から北海の天
然ガスに転換したことが大きな原因といわれている。
英国政府の取り組みは、12.5% の削減で止めるのではなく、2010 年までには 20% の削
減を達成する計画を樹立しているのである。地球温暖化は京都議定書が策定された時点よ
りも急速に進行しており、将来的にはさらに削減量を増やす必要があるとの理由による。
英国のＧＨＧ排出削減計画は、発電、企業のエネルギー利用、家庭のエネルギー利用、
輸送、農業、公共部門という 6 つの主要分野に焦点をあてている。
（１） 発電計画
英国は 2010 年までに発電の少なくとも 10% を風力、波力、水力などの再生可能エネ
ルギーでまかない、現状の 400%増にまで高める予定を建てている。こうした発電事業は
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大量の CO2 を排出する石炭やその他の発電所からの電気の代替だからである。特に、英国
の電力消費の約 1/4 を占めている原子力発電所が老朽化と廃炉を目前にしているので、ま
すます再生可能エネルギーへの依存度を高める計画ガ必要なのである。
これらの目標は化石燃料で発電している企業が、風力や再生可能エネルギーを事業とす
る企業から「Green Certificates」を購入すべきという、画期的な Green

Certificates Trading

System を 利用 する こと で達 成さ れる とし てい る。 再生 可能 エネ ルギ ーま たは CHP
（Combined Heat and Power）に投資している企業には税制上の優遇措置がとられている。
（２）企業のエネルギー利用
企業が使うエネルギー量を削減し、無駄なエネルギーを減らすことでコストの節約を図
れること、省エネは多くの企業が理解している。例えば、醸造とパブ経営の大手企業では
高エネルギー効率の新型冷蔵システムを設置して、省エネを達成しエネルギー関連コスト
を年間 100 万̲以上節約している。
企業が消費した全エネルギーに「気候変動税」を課し、この税金を断熱機器や省エネ機
器などに対する減税に再利用するとしている。
（３）家庭のエネルギー
政府は家庭用機器に対する新エネルギー効率規制を導入し、大規模な宣伝キャンペーン
を展開し、「環境に大きな影響をもたらすライフスタイルの小さな調整」などの普及を国
民に促している。
（４）輸送
運輸・地域省（DETR）は環境を守るために、国民に公共輸送機関の利用を促している。
今後 10 年間に DETR は 810 億̲を投じて、英国の公共輸送機関を改善する計画を確立し、
鉄道網の一新、主要な都市、町に最大 25 路線の路面電車を走らせる計画などが含まれて
いる。政府は輸送機関からの排出量削減手段として、有料道路や知的輸送システムなどに
関する日本の体験を参考にするとし、環境に優しい車への課税は、通常の車よりも軽くし
ている。
（５）農業部門
家畜起源のメタンガスや化学肥料からの亜酸化窒素など、農業は最大の GHG 排出源と
なっている。欧州連合共通農業政策の改革は、必要以上の化学肥料の使用を抑え、農業分
野からの排出量の削減に役立てている。
（６）公共部門
英国政府は GHG の排出量削減事例によって先導的な立場に立ち、政府省庁は CO2 の排
出量を減らすために、最新の技術の利用が義務付けられている。これに従い、ホワイトホ
ールの官庁の冷暖房は CHP スキームが採用されている。
３） 経済繁栄と環境保護の両立
経済的繁栄と環境保護の両立は、気候変動に取り組む政府の対策を支える主要な考え方
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の一つである。
このため政府は CO2 排出取引や Green Electricity Certificates の計画を導入し、産業が
できるだけ安くかつ効果的に GHG 排出量を減らすのを支援することを目指している。こ
れらの計画には、排出量を効率的に削減できる企業が儲かり、効率的削減ができない企業
には罰金が科せられることでインセンティブを与えている。
４） GHG 排出量取引
英国政府は 2000 年 11 月、温暖化対策の長期展望や温室効果ガス削減に向けて、様々な
政策を気候変動プログラム (Climate Change Programme) にまとめ、発表した。京都議定
書の 12.5％GHG 削減目標達成への施策や 2010 年までに 20％削減する計画などが盛り込
まれている。第４.２.１図にこの仕組みを図式化して示す。
これら の目標達成の ために導入し たのが、英国 排出権取引制 度（Emission

Trading

Scheme: ETS）である。本制度、政策には、次の目標が挙げられている。
（１）リーズナブルな費用で、温室効果ガスの大幅な削減を実現する。
（２）欧州や国際レベルで同様な制度が開始される前に、英国で事業を展開する企業に、
この制度を実際に経験してもらう。
（３）ロンドンが国際的排出権取引市場の中枢になること。 期間は 2006 年までと予定さ
れており、最終的には年間 110 万㌧の炭素排出量の削減、累積ベースでは 5 年間で
総量 330 万㌧の炭素排出量の削減を目指す。
５）発電所からの汚染排出削減提案
英国政府は 2003 年 6 月 30 日、発電所や大型工場からの汚染物質の排出を削減する提案
を発表し、産業界や環境グループとの協議を開始した。今回の提案は、大型火力発電所に
関する EU 指令（Large Combustion Plants Directive：LCPD）実施のためのである。この
指令は 2001 年に採択され、2024 年までに英国国内で、SO2

70 万㌧、NOx

95 万㌧の

排出を抑制すると推定されている。
LCPD では、個々の発電所について排出上限値を設定する方法、あるいは国全体の排出
上限値を設定し、産業界が排出権を売買する方法の 2 方法のいずれかを選択する必要があ
る。英国政府は、後者の方法が産業界に柔軟性を与えると考えており、産業界も年間 2 億
5000 万̲（約 475 億円）の実施費用の節約ができると見積もっている。
６） 棄物及び温室効果ガス排出取引法
「廃棄物及び排出取引に関する法律（Waste

and Emissions Trading Bill Receives Royal

Assent）」が、2003年11月13日、女王の裁可を得たと発表した。この法律は、気候変動お
よび廃棄物の持続的な管理という二つの環境問題に取組み、京都議定書とEU埋立て指令上
の義務の遂行を目指すものである。
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第４．２．２図

英国の GHG 排出傾向
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英国は、すでに世界初の温室効果ガス排出取引スキーム（国レベル）を導入しているが、
この法律によって、排出削減目標に達しない企業などに直接、法的罰則を与えることが可
能になる。
また、この法律では、EU 埋立て指令の目標を達成するため、世界初の廃棄物埋立許可
取引スキームを導入する。EU 指令では、埋立に回される生分解性廃棄物の量を削減する
ための数値目標が設定されている。同法は、各廃棄物処理当局間で埋立許可を取引するこ
とを認め、最も費用効果的な方法で埋立を回避できるようにする。併せて、廃棄物処理当
局と廃棄物収集当局が異なるエリアにおいて、両者が協力して分別などに取組むことが盛
り込まれている。

４．３

カナダの政策

１）カナダの実行計画
カナダ連邦政府は2003年8月12日、2002年12月に批准している京都議定書の遵守に向け
た具体的な実行計画を発表した。
連邦政府は既に過去5年間で17億カナダドル（C＄）の関連支出を実施しているほか、2003
年2月に発表した2003年度予算案では、向こう5年間で20億C＄の支出案を発表していた。
今回の発表は今年度予算案の中で発表したうちの約10億C＄に関する支出実行計画であり、
連邦政府による議定書遵守に向けた取り組みがようやく本格化してきたことがうかがえる。
その概要は次の通りである。
（１）個人を対象とした支出計画
①

1 t-challenge：国民一人一人が温室効果ガスを各1㌧減らすことを目標にしたプロ
グラムの普及啓蒙で4,500 万C ＄を計上。

②

エネルギー効率の高い住宅促進プログラムであるエネガイド（EnerGuide）の周
知徹底に600 万C＄を計上。

③

既存住宅のエネルギー効率を高めるための改良促進優遇制度に7,340 万C＄を計
上。

④

燃費効率の高い乗用車購入促進のための普及啓蒙に550万C＄を計上。

⑤

芝刈り機やオフロード車（ATV）、大型建機など自動車以外の乗り物・機械機器
に関する燃費効率向上を助ける情報提供事業に150 万C＄を計上。

（２）産業・企業を対象にした支出計画
Ａ

建物のエネルギー効率を高める計画を推進。
①

エネルギー効率の高い建物の建設促進プログラムの拡充（1998 年より実施）対
策に4,720万C＄を計上。

②

既存建物の改良促進優遇制度の拡充（2001年より実施）に5,660 万C＄を計上。

③

建物内部および商業ビル業界向けの冷暖房設備に対する再生可能エネルギーの利
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用促進プログラムの拡充（1998年より実施。2007 年3 月末まで）に2,500 万C＄の
予算を計上。
Ｂ

輸送面でのエネルギー効率を高める計画
①

エネルギー、燃料効率を高めるための輸送機器向け技術開発支援に3,230万C＄を
支出。

②

天然ガスを燃料にした自動車の生産・利用促進に990万C＄。

③

バイオディーゼル油の生産パイロット設備に対する開発・実験支援に1,190万C＄。

④

エタノール生産プラントの建設促進などセルロースを原料としたエタノール産業
の発展促進支援（2010 年までにエタノールを10％含有したガソリンの普及率を少
なくとも35％までに高めるための重要なステップ）に 1億C＄。

C 技術・イノベーション面での計画
①

よりクリーンな化石燃料の生産・転換・燃焼に向けた研究支援に6,500万C＄。

②

商工業および輸送レベル、地域レベルで活用されうる最終ユーザー向けのエネル
ギー効率向上技術の開発に4,000万C＄。

③

風力や太陽熱、埋立地などから抽出したエネルギーの地域利用促進のための技術
開発に3,000万C＄。

④

各種バイオマスを活用したエネルギーに関する技術開発に3,000万C＄。

⑤

燃料電池や水素燃料に関する技術開発に8,000万C＄。

⑥

技術プログラムの開発支援に500万C＄。

⑦

成長の速い樹木の植樹促進のための投資優遇制度に2,000万C＄。

（３）政府・地域社会を対象にした支出計画
①

温室効果ガスの排出削減に向けたイニシアティブに関する州政府および準州政
府との支援・協力に1億6,000万C＄。

②

先住民族や北部地域の住民に対する代替可能エネルギーなどの利用促進に3,070
万C＄。

③

連邦政府内における31％の温室効果ガス削減に向けた取り組みに5,000万C＄。

④

④

交渉や折衝、国外へのレポーティング等に関する費用に8,000万C＄。

この中で注目すべき内容はエタノール生産プラントの建設促進などを目的として1億C
＄を計上していることである。これについてマニトバ州やサスカチュワン州などの穀物生
産州は小麦等を原料としたエタノールの生産および消費促進を図るために、2002年以降関
連する法整備を進めてきた。また、2003年1月には与党自由党の中では、特に当該農村地
域を地盤にもつ国会議員が中心となって組織を結成、地域振興の面から代替エネルギーと
してのエタノールの生産および消費促進に向けた財政的支援を財務省に要望していたもの
である。
２）ウクライナにおけるCDM/JIの予備調査
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カナダ政府はウクライナに国内におけるJIの可能性調査を、スイス世界銀行と共同で始
めている。第４.３.１表に一覧表にして示す。
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４．４ オランダの政策
１）環境政策の歴史
オランダは、1996 年１月１日より、エネルギー税を施行している。これは同国の第２次
国家環境政策計画の一貫として制定されたもので、ガソリン、軽油、重油、ディーゼル油、
LPG、石炭、石炭ガス、電力等の消費税と考えられるが、還元対象が純然たる環境対策で、
一種の環境税といえるものである。
2000 年には、住宅・国土計画・環境省は、戦略的環境アセスメントと事業アセスメント
を比較した報告書「戦略決定と事業決定における環境アセスメント；相互関係とメリット」
および「オランダにおける環境影響評価法規」を公表した。
戦略的環境アセスメントに関する報告書は、政策・計画・プログラム段階における戦略
的環境アセスメント（Strategic Environmental Assessment；SEA ）と、事業段階での環境
影響評価（Environmental Impact Assessment）との関係、それぞれのメリット等について
分析を行ったものである。SEA 関係の文献調査による概念整理、ドイツ、イギリス、オラ
ンダ、スウェーデン等７カ国における実践例のケーススタディを通して、SEA と EIA との
相互関係、SEA を有効に機能させるための条件などを明らかにしている。この調査は、オ
ランダ住宅・国土計画・環境省が、欧州委員会環境総局の支援を受けながら行った。
「オランダにおける環境影響評価法規」は、オランダの環境管理法の EIA 関係部分、環
境影響評価令 1994 年、環境評価規則、ＥＵの環境影響評価指令等が網羅されている。
２）GHG 排出削減計画
京都議定書において、オランダは第１約束期間（2008 年から 2012 年）に 1990 年レ
ベルの６%の削減を実施しなければならない。これは、この期間において全産業分野が経
済成長をするとして、CO2 換算で年間に 5000 万㌧の削減を意味すると発表している。
1990 年の CO2 排出量 219 Mt を基準に年率約２％の経済成長を仮定すると、2010 年の
排出量は 256 Mt に相当する。これに、1990 年基準で６％（＝13

Mt）を加算すると、50Mt

の削減が必要となる。
この高い削減量を達成するため、オランダ政府はその 50% を国内対策で、残り 50％を
京都議定書における柔軟性措置で対処するものとし、議会で決定した。そして、CDM や JI
でエネルギー効率の向上や再生可能エネルギーへの投資を促進する CO2 削減支援用国家予
算を策定した。
オランダ政府は経済省が「排出権取引の推進」を環境省が「気候変動政策の策定」を担
当し、両組織を通じて海外から炭素クレジットを購入するため、2001 年に 8000 万㌦（約
99 億円）、2002 年に 12000 万㌦（約 148 億円）の合計 2 億㌦（約 247 億円）の予算を組
んだ。
（１） CERU-PT

−69−

CDM による炭素クレジットを買い取る目的で CERU-PT（Certificate

Emission

Reduction−Procurement Tender）を導入し、2001 年から公募を開始している。
（２） ERU-PT
JI における炭素クレジットの買い取りを目的とした ERU-PT（Emission

Reduction

Unit −Procurement Tender）の仕組みを構築し、2000 年７月に東欧で JI のプロジ
ェクトを募集した。オランダ経済省が東欧の JI プロジェクトから生ずる CO2 排出
削減量、ERU を調達するためである。
これらの実行のためには、事業の実行と排出権の購入の確約協定が必要で、既にオラン
ダ政府は東欧諸国の他、ニカラグア、ボリビア、パナマ、コロンビア、コスタリカ、グア
テマラ、エルサルバドル、ウルグアイ、および中国とも GHG を共同で削減する事業の協
定を取り交わしている。
オランダ住居・国土・環境省は、途上国における上記の諸事業のうち 18 件の CDM 事業
を２00３年３月に承認した。これらのプロジェクトは、ボリビア、ブラジル、中国、コス
タリカ、エルサルバドル、インド、インドネシア、ジャマイカ及びパナマで実施される。
オランダは日本と国情が類似し、且つ、京都議定書の GHG 排出削減率も同じで、同国
の実行力は種々の側面で参考になる。
３）直近の政策：部野ごとの CO2 排出上限値を設定
オランダ政府は、住居・国土計画・環境省の提案に基づき、各部野ごとの CO2 排出上限
値を設定した。2010 年の排出上限値として、産業及びエネルギー部門に 1 億 1200 万㌧、
農業部門に 700 万㌧、交通・運輸部門に 3800 万㌧、建築分野には 2900 万㌧を割り当て
た。
この上限値は、オランダ国立公衆衛生・環境研究所（RIVM）及びオランダエネルギー
研究センターの報告に基づいて、設定されたものである。
オランダ政府は、様々な部門が公平に貢献し、京都議定書目標を達成するために、こう
した上限値が気候変動目標の達成について有効とし、産業・経済部門は経済省、農業部門
は農業・自然・食品品質省、交通・運輸部門は交通・公共事業・水管理省と住居・国土計
画・環境省、そして建築分野、その他の GHG については、住居・国土計画・環境省がそ
れぞれ責任を有するとしている。気候変動政策の調整は、住居・国土計画・環境省が行う。
住居・国土計画・環境省及び経済省は、2005 年〜2007 年の期間に、1 億 1500 万㌧の CO2
排出を割り当てられている産業・エネルギー部門と、排出量取引に関する協定を締結した。

４．５ ドイツの政策
１）「ポスト京都−21 世紀のための温暖化対策戦略」

−70−

ドイツ連邦政府地球気候変動諮問委員会（WBGU）は２00３年 11 月に報告書「ポスト
京都−21 世紀のための温暖化対策戦略」［Über

Kioto hinaus denken: Klimaschutzstrategien

für das 21. Jahrhundert］を、トリッティン連邦環境大臣とブルマーン連邦研究大臣に提出
した。WBGU は、地球温暖化を回避するために、国際的にさらに高いレベルの目標を設定
するよう主張している。特に人間活動により排出される CO2 を、1990 年と比較し、2050
年までに約 45〜60％削減することが必要であり、そのために 2020 年までに温室効果ガス
を少なくとも約 20％削減しなくてはならならず、また、GHG の削減義務の公平性から京
都議定書の代案はなく、排出権取引の手法、地球規模の持続可能な開発と温暖化対策の関
係等も報告している。
トリッティン大臣は、「京都議定書発効後そして実行後の次の段階の戦略を考え始める
時期にきている。地球温暖化を効果的に回避するためには、さらに中期的、長期的な温暖
化防止対策が必要不可欠である」と論評した、と報告している。本報告書の要約本文を添
付資料に、また、本報告書のなかで、CO2 の安定策として電力と水素社会経済を論じてい
るが、この部分も抽出し同様添付資料に挿入した。
２）排出量取引について
ドイツは EU の構成国として、2005 年からの域内排出量取引の湧くに組み込まれている。
しかし、ドイツ産業界は、この方針に反対を表明、政府と対立していると伝えられている。
排出量取引制度案をめぐり、2003 年 10 月以降行われてきた政府と産業界の協議が難航
したがが、2003 年 12 月 17 日連邦内閣は「温室効果ガス排出量取引法案および連邦排出
防止法に基づく施設に対する排出量取引指令実施施政令案」を承認した。これは 2005 年
から開始される EU 域内の排出量取引のために EU 排出量取引指令をドイツ国内法に転換
するものである。EU レベルの研究では、この取引によって自主的な取り組みに比してド
イツ国内だけでも年間約５億ユーロ（約 650 億円）のコスト削減が可能としている。本法
令案は遅くとも 2004 年夏には議会審議を経て施行の予定である。
ドイツ連邦環境省が中心となり進める同制度では、国内の約 2300 の企業に対し、排出
枠が割当てられる予定である。排出枠は、国内割当計画に基づき、2000 年から 2004 年に
おける CO2 の排出量を基準にし、無料で割り当てられる。
連邦環境省は、取引参加対象企業の 2000 年から 2002 年にかけての CO2 排出量合計値
は、4 億 9100 万㌧、4 億 9500 万㌧、5 億 600 万㌧と増加していることを指摘し、これは、
産業界が主張し、実行してきた自主的取組みに反する動きであるとしている。また、研究
結果では、排出量取引は、自主的取組みに対して年間 5 億ユーロ（650 億円）コスト負担
が少なくなり同取引は、ドイツ産業の国際競争力を強化するものであるということを主張
している。
一方、連邦経済省は、産業界側の主張にやや譲歩する方向に傾いており、連邦環境省の
間には溝が出来つつある。国内割当計画は、3 月 31 日までに EU に提出することが定めら
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れているが見通しはくらいと報告されている。
３）再生可能エネルギー
ドイツでは、風力発電機の風車をよく見かけるが、これの根拠となっているのは、「再
生可能エネルギー法」であるといわれている。実際に、これらへの投資は非常に活発であ
る。
同法は、電力会社に対し、再生可能エネルギーで発電された電力の買取りを義務化する
とともに最低価格も規定しているため、投資家にとっては売電による収益が保証されてい
ることになる。ドイツでは数年後に洋上風力発電が拡大することが期待されているが、環
境指向型金融商品がその重要な資金源となるのは間違いないと見られている。
政府はこれまで再生可能エネルギー法の改正協議を進めてきたが、産業界の負担軽減を
主張する連邦経済省と再生可能エネルギー政策を促進させたい連邦環境省の確執により、
半年以上も改正案がまとめられない状況が続き、環境省側の妥協により、2003年11月はじ
めに両省は合意に達したものの、結果として再生可能エネルギーへの投資や融資が不安定
な状況になり、金融機関の貸し渋りが顕在化するなど、市場にかげりが見えているという。
ドイツの環境指向型金融商品、通称グリーン・マネー市場の動向にも影響があると懸念
されている模様である。
ドイツ国内における 2003 年の再生可能エネルギーに関するデータが 2004 年２月に発表
された。再生可能エネルギーが総電力需要に占める割合は 7.9％、総エネルギー需要に占
める割合は 3.1％と、2002 年と比較し増加している。さらに、再生可能エネルギーにより、
昨年は、5300 万㌧の CO2 が削減されたという。特に風力発電は、約 2700MW 分が新設さ
れ、185 億 kWh の発電量を記録した。これは、2002 年と比較すると 17％増加している。
一方、水力発電は、干ばつの影響を受け、約 15％減少した。
これらの数値は、新設された「再生可能エネルギー統計作業グループ」（AGEE-Stat）が
算出したもので本グループには連邦環境省、連邦経済省、連邦消費者保護省の専門家、研
究者、再生可能エネルギー推進団体などが参加しており、調査結果は、今後、国内レベル、
EU レベル、国際レベルにおいて、ドイツの公式値として採用される。

４．６ スウェーデン、グリーン電気購入政策
スウェーデンでは2003 年5 月1 日から、電力会社や国民、企業に対して一定量の「緑
の認証電気」の購入を義務付ける法律が施行された。
この法律は2003 年4月3日に成立したエルサーティフィカート法（SFS

2003:113 Lag om

elcertifikat）と呼ばれ、これに従った「エルサーティフィカート」（Elcertifikat）と呼ばれ
る制度が発動された。
同法は再生可能なエネルギー源（太陽、風力、地熱、波力、水力及びバイオ燃料）によ
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る電力生産拡大の支援を目的とするもので、再生可能エネルギー源によって電力を生産し
た者に対して１MWh 当たり１認証単位（Elcertifikat）を与えるものである。この認証はク
レジットとして、その後売却することが出来る。
また、本法では幾つかの例外を除き、ほとんどすべての者に認証電気を一定量購入する
ことが義務付けられている。
認証電気購入量の割り当ては、電気消費量によって異なるが、設定は自分が行い、設定
量は自由裁量制により、購入後余った分は翌年に持ち越すことが出来る。個人や企業は「認
証口座」を開設し、講座上でプラス・マイナスが計算されることになる。小規模の電気使
用者は、電力会社が前年の使用量を基に適宜割り当て量を計算し、その分を請求書の明細
で通知される方式である。
端的にいえば、消費者が今までより高い料金を払って緑の認証電気を買うシステムであ
り、これによって従来の発電システムよりGHG排出量の少ない社会システムを構築する狙
いである。

４．７ ＥＵの環境政策
欧州連合についても前章同様に主に京都メカニズム中心にした政策を報告する。
４．７．１

ＥＵ指令［2003/87/EC］の発令

１） 欧州委員会環境総局の要請
EUのGHG排出量が引き続き増加し、京都議定書目標達成のためには一層の努力を要請す
る書簡が2003年12月17日、EU環境委員会ヴァルストローム氏から加盟各国に対して送ら
れた。

IP/03/1637
Brussels, 2 December 2003

Climate change: More action required from Member
States to cut greenhouse gas emissions
詳細は参考資料を参照

これは、欧州委員会が採択した、「EU の温室効果ガス削減に関する進捗状況報告書」に
よるもので、1990 年からの排出減少傾向が、2000 年・2001 年と増加に転じていることが
明らかになった為の措置である。このままでは、京都議定書の目標（1990 年レベルから 8%
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減）の達成は難しく、0.5 ％減にしかならないおそれがあるとし、ヴァルストローム環境委
員は、EU 加盟国に対し、今後 12〜18 ヵ月以内に政策を見直し、更新するよう求めた。
国別に見ると、このまま目標を達成できそうなのは英国とスウェーデンのみで、残り 13
カ国は達成が難しそうで、状況が最悪なのはスペインで、目標を 30％も上回ると予想され
る。オーストリア、ベルギー、アイルランドも目標を 20％超えそうと報告されている。
域内最大の排出国ドイツは、現行施策では僅かだが現行施策だけでは僅かに目標から外
れてしまうと予測されている。
２）排出量取引の経緯
（１）欧州委員会／共同実施・CDM に関する指令
①

2003 年７月、欧州委員会は、京都議定書で導入された「共同実施（JI）」及び「ク
リーン開発メカニズム（CDM）」事業を、EU 域内の排出取引制度とリンクさせる指
令案を採択した。
この指令案により、EU 加盟国は、JI 及び CDM 事業で得た排出クレジットを排出取
引スキームの中で取引できるようになる。ただし、これらの事業に過度に依存する
ことがないよう、JI 及び CDM 事業からの排出クレジットが、2008−2012 年期の総
排出割当量の 6％を超える場合には、制度の見直しが行われるとし、この場合には、
排出取引市場におけるクレジットの転換に上限を課すことが検討される。
なお、この提案では、原子力及びカーボン・シンク（森林の炭素吸収源）に関する
事業は除外されている。
今回の提案により、EU の排出取引制度に参加する者が目標達成に要するコストは、
約 25％減少すると予測されている。

②

欧州委員会は、2003 年 10 月 25 日、域内の GHG 排出枠取引計画に関する欧州議会･
欧州理事会指令［2003/87/EC］が発効した。加盟各国も 2003 年 12 月 31 日までに
本指令遵守に必要とされる国内法、規制および行政規定を施行する手筈となった。

③

欧州環境閣僚理事会の検討
2003 年 12 月 22 日、イタリアの議長国期間中における最後の欧州環境閣僚理事会
が開催された。
本理事会では京都議定書の共同実施（JI）及びクリーン開発メカニズム（CDM）の
活用に関する指令について、議論が行われた。
クレジットの EU の排出量取引市場での交換実施時期、クレジットに上限を設定す
べきかが論点となった。前者は大部分の国が、CDM 事業に関し、早期実施（2005
〜2007 年）を支持した。後者については、国内対策を優先するも、上限値は事業者
に不確実性が生じる懸念がある、マラケシュ合意以上の基準を設けるべきでない、
等の意見があり、森林吸収源や大型水力発電には、詳細な条件の検討が要求された。

③

欧州環境閣僚理事会の施行 EU 指令（2003/87/EC）へのガイダンス
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欧州委員会は 1 月 7 日、EU 内での温室効果ガス排出量取引に備え、排出枠の国内
割当計画に関するガイダンスを公表した。EU 指令（2003/87/EC）により、2005 年
から、EU の温室効果ガス排出量取引スキームがスタートするが、各加盟国は、一
定期間ごとに、排出枠の国内割当計画を策定することとなっている。これらの計画
は、同指令付属書 III に掲げる客観的かつ透明性のあるクライテリア（京都議定書目
標との整合性、排出予測との整合性、公衆関与など）に依拠していなければならな
い。今回のガイダンスは、このクライテリアに関する解釈、不可抗力が認められる
条件などを示すもので、各国の国内割当計画を欧州委員会が審査する際にも活用さ
れる。
なお、各国の最初の国内割当計画は、2004 年 3 月 31 日までに、公表し、欧州委
員会及び他の加盟国に通知しなければならない。2004 年 5 月 1 日から新たに EU に
加盟する国については、国内割当計画の公表及び通知の義務は、加盟の際に生じる
としている。
４．７．２
１）

ＥＵの域内排出量取引の概要

制度の概要

①京都議定書目標達成に向けた、ＥＵ域内でのキャップ＆トレード方式によるGHG排出
量取引制度（Directive 2003/87/EC 2003.10.13）。2005 年１月から開始する。
②京都議定書の削減約束をコスト効率的に達成し、産業競争力への影響を最小にするた
めに導入された。（EU 委員会は、この制度の導入によりEU15 カ国の京都議定書の
遵守コストが13 億ユーロ（約1700 億円）削減されるとする）
③一定規模以上の燃焼施設（発電施設を含む。）、石油精製・製鉄・セメント・製紙等
のエネルギー多消費施設を対象とする。（約14,000 施設。EU 排出量の約51％）
④各加盟国は、京都議定書に基づく各国の目標が達成されるように、国家配分計画
（National Allocation Plan：NAP）を作成し、対象施設に対して排出枠（allowances）
を配分する。各国は2004年３月末までに2005〜07 年に関する国家配分計画を作成
することになっている。（同31日までに未完了国もあると報道されている）
⑤対象施設は前年の排出量と同量の排出枠を翌年４月までに国に提出する義務がある。
この義務を果たせない場合は、課徴金が課せられる。
⑥交付された排出枠よりも排出量の多くなる施設は、他の施設から排出枠を購入するこ
とによっても義務を達成できる。交付された排出枠よりも排出を削減できる施設は、
余剰排出枠を他者に売ることができる。
⑦相互認証協定を結んだ場合には、他の先進国の国内排出量取引制度とのリンクも可能
で、CDM/JI によるクレジット（CER・ERU）を各施設が義務達成に使用できること
とするEU 指令改正案（リンク指令案）について、現在EU 内で調整がなされている。
２）対象期間
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①第１期：2005 年〜2007 年までの３年間
②第２期：2008 年〜2012 年までの５年間
③その後の期：５年間毎に更新する
３）遵守期間
一年間とし１月から 12 月までで、当該期間中の温室効果ガス排出量に応じた排出枠の
国への提出を義務づける期間と定義する。
４）制度対象施設･ 対象ガス
①2005 年〜2007 年の間は、燃焼施設（発電施設を含む。）、石油精製、金属、鉄鋼、
セメント、ガラス、陶器、パルプ・製紙等の活動から発生するCO2 に限定する。
②EU 加盟国全体でおよそ14,000 施設となる見込み。新規加盟国では2,500 施設程度。
③モニタリングの進捗状況を見極めて、2006年６月末の見直しの際に対象活動範囲の拡
大を検討する（化学、アルミ、運輸部門、CO2 以外のガス）
④各加盟国の判断で、本指令の対象となる能力以下の施設であっても、制度の対象とし
てもよい（ただし、施設の種類は同一とする）
⑤各加盟国は、本指令の対象となる施設であっても、2005〜2007 年までは暫定的に対
象
から除外することが可能。条件は同様の効力を持つ他の国内政策を適用していること、
モニタリング・報告等を同様に行うこと、同等の罰則を適用すること等。
⑥各加盟国は、2008〜2012年からは、本指令の対象となっていない施設・ガスについて、
独自に対象とすることが可能。条件は本指令の様々な手続きに沿うことが可能である
こと等。
⑦同業種の制度対象者が、プール（いわゆるバブル）を設立してもよい。その場合は、
本指令を遂行する能力があり信頼できる「プールの信託者」を指名することが必要。
⑧プールの設立を希望する加盟国は、欧州委員会に申請する。欧州委員会は、申請受領
後３ヶ月以内に設立の可否を決定する。
・制度対象者は、所管省庁から「GHG 排出許可」を受けることが必要。
・許可を受けた施設の内容を変更した場合には、所管省庁に報告し、必要に応じて改め
て
「GHG 排出許可」を受ける事が必要。
５）電力の扱い
直接排出量のみを対象としているため、発電に伴う排出は、発電事業者からの排出と
してカウントする。
６）排出枠の交付方法
（１） 計画立案
①EU 加盟国は「国家配分計画」を作成する（対象期間は2005〜2007 年までの３年間
と、2008〜2012 年までの５年間の２期間）
②加盟国は新規参入者への排出枠リザーブを考慮する。
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③2004 年 1 月に、欧州委員会は国家配分計画の作成のための手引書を発表。
・各加盟国は2005〜2007 年の「国家配分計画」は2004 年3 月末までに策定・公表
し、欧州委員会に報告することが必要。
・各加盟国は、2008〜2012 年の「国家配分計画」は、2006 年6 月末までに策定・
公表し、欧州委員会に報告することが必要。
・欧州委員会は、各加盟国からの報告を受けてから3 ヶ月以内に、計画を拒否するこ
とができる。その場合、各加盟国は計画を修正することが必要。
（２） 交付方法
①2005〜2007 年については、交付する排出枠総量のうち、少なくとも95％を無償交付
する。（グランドファザリング方式）
②2008〜2012 年については、交付する排出枠総量のうち、少なくとも90％を無償交付
する。（グランドファザリング方式）
（３）交付量の決定
①2005〜2007 年については、2004 年９月末までに交付する排出枠総量、及び個別施
設に対する交付量を決定する。（事前にパブリックコメントが必要）
（４）交

付

制度対象者には毎年2 月末に排出枠が交付される。交付された排出枠は、（交付され
た年に限らず）対象期間を通じて有効。（バンキングが可能）
７）排出枠の取引
EU 域内における参加者同士の排出枠の売買は随時可能。
８）排出枠のトラッキング
①排出枠の移動の追跡（トラッキング）は電子登録簿によって行う。
②2008〜2012 年において、ＥＵ各加盟国間の国境をまたぐ排出枠の取引があった場合
には、EU内での京都議定書上の割当量が変わる。
９）モニタリング、報告、検証
①制度対象者は定められた方法で排出量の把握（モニタリング）を行い、共通の様式で
報告を行うことが義務づけられている。
②モニタリング及び報告のためのガイドラインが2004 年1 月に欧州委員会から発表さ
れた。
③前年排出量については、3 月末までに検証が済んでいることが必要。検証が済んでい
ない場合には、排出枠の移転（販売）が制限される。
10）バンキング
①各対象期間内では、それぞれ無制限に当該遵守期間終了後の余剰排出枠を、次期遵守
期間に繰り越すこと（バンキング）が可能。
②2005〜2007 年にバンキングしたものを、2008〜2012 年に利用可能とするかどうか
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は、各加盟国の判断に任せる。
11）マッチング
①各加盟国は、毎年４月末までに、各対象施設の前年の排出量と排出枠の付け合わせ（マ
ッチング）を行う。
・各対象施設は、前年の排出量に見合った排出枠を償却することが必要。
・前年の排出量分の排出枠の償却を行うのは当年３月末。一方、当年の排出枠の交付は、
毎年２月末までに行われる。したがって前年分の排出枠が不足する場合は、当年に交
付
された排出枠を活用することが可能。
12）不遵守時の措置
①各加盟国は、最低限、以下に示す罰則を確保しつつ、十分な抑止力を持つような、排
出超過分に応じた効果的な制裁措置を規定し、2003 年12 月末までに欧州委員会に報
告する。
②不遵守だった者については、その名前を公表する。
③排出超過分については、罰金を支払っても、次の遵守期間に償却する義務が残る。
・2005〜2007 年については、排出超過分について40 ユーロ（約5400 円）/t-CO2
を課徴金として支払う。
・2005〜2007 年については、不可抗力による場合に限って、追加的な排出枠の発
行が認められる場合がある。ただし、この排出枠は移転（販売）することはで
き
ない。
・2008〜2012 年については、排出超過分について100 ユーロ（約13600 円）/tCO2
13）他の制度とのリンク
を罰金として支払う。
①相互認証協定を締結することによって、ＥＵ外の（京都議定書を批准している）先進
国の国内排出量取引制度とリンクすることが可能。
②CDM/JI によるクレジット（CER・ERU）を各施設が義務達成に使用できることとす
るEU指令改正案（リンク指令案）について、現在EU 内で調整がなされている。
③各加盟国が、本指令の対象とならない施設･ ガスについて、独自の国内排出量取引制
度を実施することは可能。
第４.６.１表にＥＵ域内排出量取引制度に係るスケジュールを示す。
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第４．６．１表

ＥＵ域内排出量取引制度に係るスケジュール
制度全体

排出枠交付

委員会がモニタリング
および報告のためのガ
イドラインを採択

2003年９月末
・各加盟国がEU 内排出量取引実
施のための国内法を整備

12 月末

・委員会が「国家割当計画」
のガイドラインを発表
・各加盟国が05〜07 年の「国
家配分計画」を策定・公表
・各加盟国が05〜07 年の排出
枠総量・個別施設に対する交
付量を決定

2004年1月7日
３月末
９月末
・委員会が対象施設・ガスを拡
大するかどうかを提案
・05〜07 年の排出量取引開始
・委員会が事後報告書の項目を
各加盟国に通知

12 月末
2005 年１月

・最初の排出枠交付
（以後毎年）

２月末

・最初の排出量検証
（以後毎年）
・最初のマッチング
（以後毎年）

３月末
４月末
６月末
2006 年６月末

・各加盟国が最初の事後報告書
作成・提出（以後毎年）
・委員会が各種論点について経
験に基づいた進展状況を議会及
び理事会に報告

４．８

・各加盟国が08〜12 年の「国
家配分計画」を策定・公表
・各加盟国が08〜12年
の排出枠総量
・個別施設に対する交付量を
決定

12 月末

2008 年１月

モニタリング・報告等

・08〜12 年の排出量取引開始

ロシアのスタンス

４．８．１

ロシアの逡巡とその背景

地球温暖化防止のために国連機関で採択された京都議定書の発効がロシアの批准にかか
っている。
2001 年３月 13 日に、米国ブッシュ政権が京都議定書から離脱する宣言を発して以来、
同議定書の発効条件を満たすにはロシアの批准が不可欠でその鍵を握ることになった。
ロシアは現在までに何回も批准の可能性をもらしてきたが、2003 年９月末、モスクワで
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第４．８．１表
日

程

2003 年 6 月

2003 年 9 月 23 日

京都議定書へのロシアのスタンス

会談、会見、イベント
プーチン大統領
（森前首相との会談で)
ロシア大統領府
（望月政務官に）
ロシア大統領府

2003 年 9 月 29 日

プーチン大統領
（世界気候変動会議）

2003 年 10 月 1 日

グリーンピース

2003 年 10 月 1−3
日
2003 年 10 月 3 日

大統領気候変動顧問

2003 年 10 月 3 日

プーチン大統領
(世界経済フォーラム)

2003 年 10 月 6 日

WWF ロシア
(セミナーにて)

2003 年 10 月 20 日

プーチン大統領
（カナダ首相との会
談）
プーチン大統領
(同地での会合)

国際 JI 協会

概

要

「9 月にロシアの立場を決定する」
「11 月の批准のためには 9 月末までに政府決
定(法案提出)が必要」(望月政務官に)
「ロシアの利益に対する一定の保証がないう
ちは批准しない」
「ロシア政府はこの問題について詳細に検討
しており、これが終了した後、ロシアの国益
に即して決定を行なう」
「ロシアの経済開発相が議定書に反対」
「京都議定書はロシアに対して差別的であ
る」
「企業はロシアのホットエアー購入を非難さ
れることを恐れている」
「京都議定書は正しい方向への動き。ロシア
のアプローチは目先の利益ではなく目的にか
なうかどうかにより決定されるべき」
「12 月に下院の選挙。来年始めに大統領選が
あり態度を保留している。批准時期は来年 46 月になるであろう」
「批准した場合ロシア経済がどのような影響
を受けるか懸念がある」
「一部の国は削減義務を負わない。環境問題
がロシアの犠牲により解決される状況を望ま
ない。乳牛のような存在にはなりたくない」
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開催された世界気候変動会議で、プーチン大統領が批准を発表すると期待されていたが、
ここでも不発に終わった。
これに先駆けて、2001 年３月のジェノバサミット、同年８月・地球サミット、同年 11
月・COP7 マラケシュ会議、2002 年 10 月・COP ８デリー会議などでの批准に前向きな姿
勢が表明され、その後の実行が期待されていたが、いずれも不発に終始している。
さらに、新聞報道（日経 8 月 16 日）によると、2003 年 7 月 16 日に、カシャノフ首相
が大統領に世界貿易機関 WTO への早期加盟を条件に京都議定書の批准を妥当とする報告
書を提出し、大統領は本文書を全体として承認したとされている。
ロシアにおける国家の批准法案審議のプロセスは、関連省庁間の合意を経て首相主催の
閣議で批准決定の確認をした後，議会提出の手順をとるとされている。
冒頭の大統領の承認にもかかわらず発表されないのは、過去１年以上にわたって批准を
引き伸ばしたロシア政府に大統領が介入している模様といわれている。
その大きな理由の一つは米国の同議定書離脱によって、議定書に定めた京都メカニズム
による排出量取引の経済的効果が見込めない点である。端的に云えば 2001 年初頭までの
排出量取引の価格がトン当たり＄30 前後の相場が現時点で１/10 程度に下がったこと、2000
年以降の産業生産性、特にエネルギー多消費型産業が台頭し 1997 年の議定書採択時のホ
ットエアーが縮小傾向にあること等、および膨大なモニタリング･ コストの発生がロシア
に本取引への魅力を失わせたと考えられる。
本年度に入ってからのロシアの動向を新聞の切り抜きから整理してみると第４. ８.１表
のようになったが、この表からロシアのしたたかな態度も見えてくる。特にロシアのホッ
トエアーは自国財政面でも強力なパワーを発揮するばかりでなく、外交カードとしてもロ
シアの立場を有利にする要素が少なくない。
ロシアの批准の遅れは、とりも直さず京都議定書発効の遅れにつながるのであるが、よ
り新たな議論「気候変動枠組条約のもと将来の制度のあり方を問う」べきであるという不
公平な京都議定書に対するアンチテーゼが喚起されだしてきたことも見逃せない。
このまま、京都議定書が発効せず、京都メカニズムも機能しなくなると、ロシアのホッ
トエアーは宝の持ち腐れになりかねない恐れもでてくるのである。
これらを背景に現状の分析をおこなってみた。
４．８．２

プーチン大統領の発言から

新聞の論調では、2003 年10月３日、モスクワで開催された世界経済フォーラムの総

会において、ロシアが京都議定書の批准に言及する事が取りざたされ、期待されたが、
プーチン大統領は、「ロシアは京都議定書を批准するかどうかの決定採択において、
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目先の国益を考慮して決めることはしない」と述べ、「気候変動に抵抗するという地
球規模の問題に決定を下す際、我々は何よりも、目先の利益ではなく、高邁な思想に
従わなければならない」と強調した。
さらに「今日、ロシアは炭酸ガス排出権を売却することができるが、明日にはその
ような権利はなくなるか、あるいはそれがさらに小規模になっていることを我々は望
んでいる。なぜなら経済と産業の成長を念頭に置いているからである。これが我が国
がこの問題に取り組む基本姿勢であり、正しい方向へ向かう動きである」と延べてい
る。
また「ロシアの専門家は京都議定書批准後の近い将来、国家がどのような問題に直
面するのか、導き出さなければならない。我々は批准後の過程にも積極的に参加して
いきたいが、そこにおいて国益が完全に考慮されているのかが問題である。」と述べ、
最後に、「京都議定書に関する対話は良好な結果に終わると見ている」と強調した。
この声明を読む限り、４．８．１に記したような、ロシアの京都議定書に対する硬軟両
用の姿勢を見ることができる。
実際にロシアの所有するホットエアーと排出量取引の仕組みのなかで米国との対比でそ
の価値を検討してみる。
４．８．３

ロシアのホットエアーの価値

１）ロシアのホットエアー：

約 1,040 Mt(2000 年時点)
3,040 Mt(1990 の排出量)−2,000 Mt(2000 の排出量)

２）米国の削減必要量：

1,080 Mt(1999 年時点)

①

増加排出量：5,590 Mt(1999 年の排出量)−4,850 Mt(1990 年の排出量) ＝740 Mt

②

1990 年排出量の△７％：

３）日本の削減必要量：

4,850Mtｘ0.07＝340 Mt
114Mt(2010 年時点)

①

1990 年の排出量：

②

2010 年予想排出量増加率：+８％

③

約束削減率：+６％

④

森林吸収率：△3.7％
所要削減量：△10.3％

４）考

1,105 Mt

(1,105Mt )ｘ0.103=114Mt(約 1 ㌧)

察

１）ロシアのホットエアーは約 10 億㌧である。米国が議定書に参加した場合の削減所
要量も約 10 億㌧強でほぼ匹敵することになる。
２）米国が議定書に参加して排出量価格が 2001 年初頭値に維持されているとすると 10
億㌧の CO2 は US3,000B$に相当する。
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取引価格が現在の相場$5 とすると、US500B$に下落する。
３）ロシアがホットエアーを扱うには GHG の排出と吸収のモニタリングを要し、これ
を広大なロシア全域で行うコストとのバランスを考えると議定書批准はおそらく引
き合わないと考えているに違いない。
４）モニタリング・コストに見合う価格で EU や日本が購入する約束ができれば、さら
に WTO の加盟が早期に EU の賛同を得られるなら、それなりの姿勢もできると考
察される。
５）問題は COP10 での批准への積極姿勢表明を重視して批准に踏み切るか、実利を重
んじて批准を延ばすかの判断にかかっていると推測される。第２約束期間の検討を
目前にして、現京都議定書が成立しない場合、途上国の参加問題が焦点になり、ロ
シアの資産が価値を失うおそれも発生するのである。
６）ちなみに、日本は約１億㌧強の削減が必要であるが、$5/tCO2 とすると 500 〜700
億円強で国際的に約束を遵守できることになる。
早晩ロシアも態度を決定しなければならない時期にきていると考えられる。
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５．

わが国における京都メカニズムの実情と課題

既に本分科会の本年度の活動として日本で実施している CDM/JI に関する実証調査活動
の実情のヒヤリングを通して、「第２章 中間報告」にまとめた。そこで本章の趣旨の前半
は達成されているので、本章では後半の「わが国における京都メカニズムの課題」に重点
を置いて、環境政策を含めて検討するものとする。

５．１

わが国の環境政策

1992 年リオデジャネ−ロで開催された地球サミットでは、「リオ宣言」および「アジェ
ンダ 21」をキーワードに国内の環境政策が展開されてきた。そして「持続可能な開発」
の理念を打ち出し、上記２キーワードの行動規範および行動計画として従来型社会の変革
を推進してきた。
経時的に見ると、1993 年の「環境基本法」、1994 年「環境基本計画」の策定、2000 年
に入り「新環境基本計画」が見直され地球温暖化を重点施策として位置付け閣議決定され
た。その間、社会や経済の諸元が調査分析され、「日本の環境の動向」、「環境を巡る経済
社会の動向」及び「わが国の物質収支」として発表された。
さらに、1998 年には「地球温暖化対策推進大綱」が策定され、
「地球温暖化対策推進法」
が制定された。2002 年に入ると「地球温暖化対策推進大綱」の見直しが始まり、「地球温
暖化推進法」の改正に続いて、「気候変動枠組条約・京都議定書」を批准した。
これらの個々の対策や実施方法の詳細は個々の成書などに委ねるとして、その状況を調
査すると、ここから日本の環境政策の概要と動向を見ることができる。
ただ、地球温暖化対策推進大綱は日本の京都議定書の約束を遵守履行することを裏付け
る対策の全体を明確化し、改正地球温暖化推進法は京都議定書の確実円滑な実施を確保し、
京都議定書受諾の要件整備や規定整備を目的として制定されたものである。
従って、これら大綱や法律は必然的に京都議定書対応、強いて言えば京都メカニズム対
応を主眼に置いているといえるのである。
既に 1992 年の２年前に「地球温暖化防止行動計画」が策定され、この計画に従って 2000
年以降に一人当たりの GHG 排出量を 90 年レベルに安定化させる行動が発令されたが、
実際は７％弱の超過であった。この反省から、「環境影響評価制度」を導入し、1997 年に
は「環境影響評価法」を制定、行政におけるアセスメントの実施を通じて，現在では行政、
自治体、市民の各層で「環境アセス」として定着し、環境運動に展開されている。
問題点を地球温暖化対策に絞ると、これら上記の諸法令の施行を背景に経団連では、
1991 年に「経団連地球環境憲章」を制定、「経団連環境アピール」を取りまとめ、1996
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年 12 月に「経団連環境自主行動計画」を策定発表し、36 業種 137 団体が参加し、オゾ
ン層破壊物質の製造中止、GHG 排出削減運動などを展開・実施している。就中、2003 年
度フォローアップ結果からは、1998 年度以降、5 年連続で産業・エネルギー転換部門か
らの CO2 排出量を 1990 年度レベル以下に抑えるとの目標を達成しており、現時点では
2010 年度の目標達成に向けてひとまず全体として順調に推移していることが確認された。

５．２

行政の対応

京都議定書の遂行に置ける行政の役割は、条約の管理、民間の実際の事業への支援、法
令の立案、国際折衝などである。京都メカニズムに限って検討すると、中心となる担当省
庁として環境省および経済産業省が活動し、国土交通省、農林水産省などが関与している。
５．２．１

環境省

環境省・地球環境局・地球温暖化対策課・地球温暖化対策推進室が国内を同国際室が対
外的折衝を担当している。
京都メカニズムの扱いとガイドに関しては、上記地球温暖化対策推進室がこれに当たり、
気候変動枠組条約･ 事務局ホームページにある京都メカニズムに関する諸説明および手続
きを『 図説・京都メカニズム 』に簡潔な図と説明で紹介している。（本報告書のなかに
も多数参照している）
関連事項の質問・支援・相談などは、『京都メカニズム情報コーナー』を設置してある。
環境省では、国内有識者による中央環境審議会を設置している。本審議会は原則公開で
行われ、許可制であるが傍聴ができる。本審議会の下部部会等から京都議定書に関連する
部会をゴシック体で銘記すると以下のようになる。
①総合政策部会、②廃棄物・リサイクル部会、③循環型社会計画部会、④環境保健部会、
⑤地球環境部会、⑥大気環境部会、⑦騒音振動部会、⑧水環境部会、⑨土壌農薬部会、
⑩瀬戸内海部会、⑪自然環境部会、⑫野生生物部会、⑬動物愛護部会、⑭総合政策・地
球環境合同部会、⑮自然環境・野生生物合同部会、また、地球環境部会の傘下には、国
内制度小委員会、目標達成シナリオ小委員会、海洋環境専門委員会、気候変動に関する
国際戦略専門委員会、フロン類対策小委員会、自動車排出ガス専門委員会，が活動して
いる。さらに、総合政策・地球環境合同部会の傘下には、地球温暖化対策税制専門委員
会、施策総合企画小委員会、画設置されて、内外の政策に対する審議・提言を行ってい
る。
本年度の本分科会活動の一環として冒頭に京都議定書関連の国際情勢の説明と京都メカ
ニズムに実情報告をお願いした経緯がある。
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５．２．２

経済産業省

日本の行政組織では、海外における事業の監督支援は同省の産業技術環境局・環境政策
課の担当で、主として地球環境対策室が実務にあっている。同省でも環境省と同様に、気
候変動枠組条約事務局が発行の京都メカニズムガイドラインを翻案して日本企業の実務向
きの案内パンフレット『京都メカニズム利用ガイド』Ver1.0 を 2002 年 1 月に初版発行以
来、改定を重ねて 2004 年 1 月８日に Ver5.４を公開、

実務化への推進を図っている。

本ガイドは、本文 130 以上にわたり、京都メカニズムに関する説明と各界・各層の役割、
遂行手続、施行手順、クレジットの扱い等を網羅し、次の WEB から検索できる。
http://www.meti.go.jp/policy/global_environment/guide5.4_hajimeni.pdf
また、本経済産業省では省内に環境政策課に『京都メカニズム･ ヘルプデスク』を 2001
年 11 月に開設して、京都メカニズム関連業務・実務の相談に応じている。
2003 年 12 月末までの相談は約 280 件と報告され、それらを第５.２.１表に示す。
第５．２．１表

京都メカニズム･ ヘルプデスク／相談データ

プロジェクトの内訳

CDM/JI の地域

省エネ

25％

アジア

CDM

54％

植林

13％

中

CDM

８％

メタン回収

12％

CDM

14％

再生可能エネルギー発電

８％

CDM

２％

隔離・固定化

７％

欧

州

CDM

１％

水力発電

７％

未

定

CDM

２％

フロン回収･ 破壊

８％

中・東欧

JI

６％

燃料転換

6%

オーストラリア

JI

５％

その他

14%

ロシア

JI

３％

欧

JI

３％

JI

２％

中

東
南

米

アフリカ

州

中央アジア

政策の審議や立案には、産業構造審議会を設立し、その傘下に「環境部会」、さらに
下部組織に「廃棄物･ リサイクル小委員会」と「産業と環境小委員会」を設け、前者の
下には「廃棄物･ リサイクル小委員会パソコンリサイクルワーキンググループ」を、後
者の下には「産業と環境小委員会地域循環ビジネス専門委員会」、「産業と環境小委員会
市場メカニズム専門委員会」、「産業と環境小委員会将来枠組み検討専門委員会」を開設
して、識者の意見を基に政策の遂行を図っている。
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排出量
米国
豪州
カナダ

経済の伸びとともに増加傾向
国内資源のウェイトが高い
国内での目標達成困難

日本
オランダ
ノルウェー

初期の増加傾向から最近はや
や鈍化傾向
国内での目標達成困難

フランス
１９９０年水準を前後
イタリア
北欧は気候要因の影響大
フィンランド フランス、フィンランド、ス
スウェーデン ウェーデンは目標達成の可能
デンマーク 性あり

1990

ドイツ
イギリス

燃料転換、効率化の進展に伴
い減少傾向維持

旧東欧圏

大幅な減少傾向から近年横這
いに

旧ソ連圏

大幅に減少。ロシアは安定化

2000

第５．２．２図

各国の GHG 排出傾向
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因みに、これら審議会は原則として公開で、事前登録で傍聴が可能である。
上記両省の他、内閣官房を事務局に外務省、後述の農林水産省、国土交通省で構成され
る京都メカニズム活用連絡会が設立され、「地球温暖化対策推進本部幹事会」を運営主体
として、政府各省庁の横の連絡が図かられている。構成メンバーは上記省庁の CDM/JI に
係わりの深い課長クラスである。
本京都メカニズム活動連絡会は、事業承認指針に基づき CDM に係る事業について審議
し、本年度末までに６件の事業を国家承認している。これらは、日本政府に承認申請が出
されていたもので、第５.２.１表に示す。
５．２．３

農林水産省

地球の平均気温は 21 世紀末までに最大 5．8℃上昇することが予測されるなど、地球の
温
暖化が日常生活や安全を脅かし、温室効果ガスの排出削減が緊急の課題となっていること
から、農林水産省が関与する環境問題は、この観点から主として森林・植物に関するもの
である。森林は温室効果ガスである二酸化炭素を吸収したり貯蔵する役割を果たしており、
同省では 2003 年末に「地球温暖化推進大綱」にも銘記された「地球温暖化防止森林吸収
源 10 ヵ年計画」を策定し、2004 年から１0 年計画で森林の整備・保全、木材・木質バイ
オマス利用等について、国・地方を通じた取組を実施するとしている。就中、CO2 を吸収・
固定する役割を持つ森林にも大きな期待が寄せられている。
2002 年 5 月、農林水産省と環境省の両副大臣を筆頭とする両省のメンバーによる「地
球環境保全の革めの森林保全整備に関する協議会」を設置している。
さらに、有識者等からなる「地球環境保全と森林に関する懇談会」を設置し、今後の方
針について検討をすすめている。
先の,「地球温暖化防止森林吸収源 10 ヵ年計画」を基に「地球温暖化防止森林吸収源 10
カ年対策」を策定し、次の 5 点を主な柱として運営している。
（1）健全な森林の整備
（2）保安林等の適切な管理と保全
（3）国民参加の森づくり
（4）木材、木質バイオマスの利用促進
（5）吸収量の報告・検証体制の強化
さらに 10 カ年対策による森林整備を行う効果として
①国土の保全、②土砂災害防止、土壌保全など、③水源かん養、④洪水緩和、水資源貯留、
水量調節、水質浄化など、⑤保健・文化・教育レクリエーションの場の提供を挙げている。
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５．２．４

国土交通省の環境対策

国土交通省の管轄下には、輸送部門の GHG 排出削減が目下の急務で重要課題と位置付
けられているが、その他も含めて大きな環境政策を以下にあげている。
(1) 国土交通省環境政策の基本的方向
(2) ヒートアイランド対策を大綱化し取り組む
(3) 自然再生事業
(4) 運輸部門の環境対策の策定と実施
(5) 低公害車の開発一自動車税のグリーン化等による取り組み
(6) 東京圏におけるゴミゼロ型都市への再構築
(7) 冬季の省エネルギーへの協力運動
これらの施行のために、次の施策を発表した。
① 社会資本整備審議会議を設置し、傘下に環境部会を設営して有識者で検討。
（総合政策局国際企画課）
② 運輸業界による「地球温暖化ボランタリープラン」を策定･ 推進し、フォローアップを
しつつ確認している。この運動で数値目標を設定した団体は次の数に上る。
2000 年（策定時）

2001 年(第１回)

2002 年(第２回)

2003 年（第 3 回）

８団体（31％）

19 団体（73%）

22 団体（79%）

27 団体（96％）

目標達成団体：２(8%)

目標達成団体：５(18%)

目標達成団体：８(29%)

達成度 50％： ９(35％)

達成度 50％： 10(36％)

達成度 50％： 13(46％)

50％以下：

８(31%)

50％以下：

７(25%)

50％以下：

６(21%)

この報告書では、数値目標が明記されてなく、1990 年以降増加の一途をたどる輸送部門
の施策としては、物足りなさを実感せざるを得ない。（総合政策局環境・海洋課）
③

環境に優しい自動車の開発と普及に関する国際ワークショップの開催（交通安全環境
研究所環境研究領域）

④

ごみゼロ型都市形成のための静脈物流システムの構築に関する調査の実施（総合政策
局複合貨物流通課）

⑤

国土と環境を考える委員会、

総合政策局国際企画課

⑥

住民、NPO 等との協働・連携活動、

⑦

低公害車のメルマガの発信
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５．３ 資金スキーム
生産企業が、自社の事業活動に ESCO 化を施行して GHG の削減を図ることもできるが、
本来の事業活動の他に CDM 事業などを実施する余力の避けない企業などには、資金を提
供して、排出権を購入する方法がある。
京都メカニズムが具体化してくると、事業の技術面のみならず金融面や運用面でも専門
に活動する企業や団体が、特殊な仕組みを構築して対応する動きが出ている。
１）世界銀行・炭素基金
既に、世界銀行では Ploto-type Carbon Fund(PCF)、を設立して民間から資金を集め、
温室効果ガスの排出量取引への活動をしてきたが、ここにきて、民間でも温室効果ガスの
排出権取得のための投資基金「炭素基金（カーボン・ファンド）」の創設が相次ぎ、同じ
ような動きが出てきた。欧州連合では 2005 年より域内での取引市場が活動を始めること
が決定され、これに対応する欧州各国に続き、日本でも経済産業省の主導で基金設立の準
備が進みだし、民間企業による CO2 削減事業を加速させる動きを支援することになると思
われる。
世界銀行は、1990 年に排出権の買い手から出資を募って炭素基金（PCF）の創設を構想
し、2000 年４月にその運用を始めたが、これは排出権取引市場にとっては創成期といえる
時期であった。これに続いて政府・民間基金による市場形成が計画されてきた 2004 年以
降は排出量取引の第２期として市場形成の重要な時期に当たると考えられる。
第５.３.１図に世界銀行の炭素基金の概要を示すが、世銀の PCF への出資者から集めた
資金は、世銀が発展途上国や市場経済移行国などの CDM プロジェクト案件の成立した排
出権を購入し、獲得したクレジットを出資者に分配する仕組みである。
２）米国ナットソース社・GG-CAP
米国ナットソース社が 2004 年夏に「GG−CAP（温暖化ガス排出権共同プール）」基金
の運営を開始する予定である。これは、クリーン開発メカニズム（CDM ）などを活用する
事業を対象に、事業ごとに調達する排出権を調査し、基金の計画を子会社のナットソース・
アセット・マネジメント（NAM）が策定する。
NAM が参加企業から一定量の排出権購入の確約を得て、事業実施者と排出権の共同購入
契約を結ぶが、NAM はあくまでも代理人として機能し、参加企業が排出権の受け渡しがあ
った後に事業実施者に代金を直接支払う事業形態である。日欧カナダの 20−30 社向けに
総量 2000 万−4000 万㌦の排出権を確保するものとし、日本企業にも売り込み中であると
発表している。

「小さなリスクで、大量の排出権を確保したい企業に向く」のが特徴で

ある。
この基金は資産運用の株式投資ファンドのようにファンド・マネジャーが出資者から
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第５．３．２図

京都メカニズム活用ファンド

京都メカニズム活用ファンドの設立について
CDM/JIプロジェクト
CDM/JIプロジェクト

CDM/JI事業で発生
した排出削減量をク
レジットとして獲得

資金

・
省エネ設備の設置
・ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝの補修
など、温室効果ガスの削減事業を実施

クレジット

京都メカニズム
京都メカニズム
活用ファンド
活用ファンド

政府系金融機関
政府系金融機関
※出資制度あり。
クレジット

出資

獲得したクレジット
を出資者へ分配

クレジット

企業Ａ
企業Ａ

企業Ｂ
企業Ｂ
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企業Ｃ
企業Ｃ

資金を集めて運用するのではない。同様に世銀の基金も排出権が確定するたびに参加企業
から資金を集めて購入し、獲得した排出権を出資者に分配する方式で、基本的には共同購
入と同じシステムである。ただ出資企業からは一定金額の購入確約を得る点が、排出量ベ
ースを扱う GG−CAP と異なっている。
３）英国・アイスキャップ
英国でも民間がビジネスモデルを構築している。独立系発電事業者の英カンブリア・エ
ナジー、排出権コンサルティング会社の英レス・カーボン、国際投資会社の英インベステ
ック・バンクの３社が排出権共同購入会社「アイスキャップ」を設立した。GG −CAP 同
様の仕組みで 4000 万㌦の排出権を確保する方針と発表している。
４）日本炭素基金（仮称）
日本では経済産業省の主導で「日本炭素基金（仮称）」を作る動きがある。日本政策投
資銀行と国際協力銀行がそれぞれの基金設立計画を一本化し、100 億円規模の基金創設に
向けて参加企業を募っている。
排出権ビジネスではこれまで売り手となる企業が発展途上国などで CO2 削減事業を実施
し、「排出権を創出する」動きが括発だった。しかし排出権の主な買い手としては世銀や
オランダ政府ぐらいしかなかったのが実上である。各種基金の出現によって排出権市場の
厚みが増してきているといえる。

５．４

排出権と企業活動

１）クレジット取引・移転施行事業
本章では主として日本の排出権取引に関する活動を調査し報告する。
「７. ２

日本の排出量取引市場」でも紹介するが、「クレジット取引・移転施行事業」

を環境省、経済産業省の指導でおこなっている。これは温暖化ガスの排出権取引に関する
クレジットの安定・円滑な取引の実現を目標に、国別登録簿システムや企業会計、取引・
契約に関する実証的な検討を行う事業である。
排出量取引、CDM 、JI で発生するクレジットの保有、移転、償却などは管理するための
データベースシステム「国別登録簿システム」を利用して行われる。このシステムは国連
気候変動枠組条約締約国会議（COP ）のガイドラインに沿った制度や、システムで、国別
登録簿の管理者となる経済産業省、環境省が整備を進めている。
経済産業省、環境省のクレジット取引・移転事業者として参加しているのは、リコーや
ソニーなど計 100 社である。
環境省が 2003 年 12 月 16〜18 日（第 1 取引期間）に実施した GHG 排出量取引試行事
業には 42 社が参加し、合計 67 件の仮想の排出枠売買契約が成立し、計 40 万㌧ CO2 の排
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出粋が移転された。
参加企業はインターネット経由で取引し、約定した場合、売り手企業は登録薄管理者に
排出枠の移転申請を行い、登録簿管理者は登録簿上で排出枠を移転する。2 月 2〜4 日の 3
日間に実施した試行事業の第 2 回排出量取引結果は、69 件の仮想排出枠売買契約が成立し、
CO2 換算で計約 80 万 8774 ㌧の排出粋が移転された。今後、3 月 22〜24 日と排出量検証
後の 5、6 月の計 4 回実施する予定とされている。
２）国際協力銀行
メキシコに進出した日本企業が取り組む CO2 削減事業を国際協力銀行は資金面で後押し、
メキシコ政府は削減した CO2 を日本の排出権とみなす承認をする協定が締結された。日本
は排出権の取得を通じて、地球温暖化を防止する京都議定書が定める削減目標達成に近く
事ができる。
本協定は京都議定書が認める CDM に則るもので、GHG 削減義務のある先進国が、削減
義務の無い途上国で GHG 削減事業を実施した場合、先進国側の排出権となるよう途上国
政府が承認、国連が認証し、第 3 者機関が認定する仕組みを採用したものである。
国際協力銀行は進出企業のプラント回収やフロンガス回収などの環境関連投資に融資し、
メキシコにおける CO2 削減を支援する。メキシコ側は、CDEM 協定を通じて、直接投資を
促したい意向をもち、両者とも他国と CDM 協定を締結するのは初めてのことである。
３）エネルギー経済研究所
実際の取引活動などのバックデータがないと、活動の判断根拠が存在しない。
経済産業省では、2015 年の CO2 排出量について途上国が先進国を上廻ると予想したが、
この予想は経済産業省がエネルギー経済研究所に委託したもので、2015 年の途上国の CO2
排出量は 2000 年の 1.5 倍に達し、1.2 倍に留まる先進国を追い抜く見込みである。2025
年までの年平均伸び率でみると、京都議定書を批准した日本は 0.8％、欧州が 0.6%に留ま
るが、中国は 3.5%、インドは 2.9%の増勢が続く見通しである。
化石燃料や天然ガスなどエネルギー消費に伴って排出される CO2 の量が世界的に増加し、
2015 年には途上国の排出量が先進国全体を上廻ると試算した。中国、インドなどではエネ
ルギー消費が著しく増えるものの、途上国は温暖化ガスの削減を目指す京都議定書の中で
は付属書 I 国に所属し、削減の義務がないからである。
因みに、米国は京都議定書から離脱しているが、1.4％と高い水準にある。
４）イネオスケミカル(株)／(財)日本品質保証機構・ＪＱＣ
英国大手化学会社系のフッ素化学品製造会社、イネオスケミカル（株）は 2003 年５月
７日付けで経済産業省に申請していた「韓国ウルサンにおける HFC 類破壊事業」が同年
７月 15 日に開催された「京都メカニズム活用連絡会」で日本政府の正式な CDM プロジェ
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クトとして承認された。同プロジェクトは、さらに 2003 年 7 月末、ボンで開催された第
10 回 CDM 理事会で国連機構変動枠組条約・京都議定書・京都メカニズム利用の最初のプ
ロジェクトとして承認された。
JQA は審査機関としての機能を果たし CDM 理事会への申請依頼をしていたものである
が、指定運営機関・DOE としても申請中であり、2004 年３月の第 13 回の CDM 理事会で
暫定 DOE として信任され、2004 年 12 月の COP10 で正式な指定運営機関として指定さ
れる事になっている。
イネオスケミカルのプロジェクトは韓国ウルサンの企業敷地内にフロン分解装置を新た
に設置し、京都議定書の温暖化ガス対象物質で HCFC2 の副産物として発生する HFC23
を分解する。HFC23 は韓国内での用途が少ないため現在、ほぼ全量を大気に放散（年間約
200 ㌧）しているが、CO2 削減量は CO2 換算で年間約 140 万㌧を見込み、クレジット期間
は 7 年である。
このプロジェクトでは、日本の商社が GHG 排出権購入の契約に動いている。このプロ
ジェクトは国連が初めて認定した GHG 削減事業から生まれるので、国際市場で確実に売
買できるため購入希望者が殺到していたと伝えられていたものである。上記の商社は GHG
排出権を確保できれば、電力会社や素材メーカーなど京都議定書の発効に備える日本企業
に売り込むことになる。
５）三菱証券(株)の籾殻発電事業
三菱証券がタイで実施する籾殻発電事業も新エネルギー事業の新規方法論として CDM
理事会から認定された。
本プロジェクトは、タイにおける中小規模の精米事業者が従来行っていた籾殻の野焼き
や放置による大気汚染を籾殻をボイラーで燃焼し発電を行うもので、同社はこのプロジェ
クトによるＣＯ 2 削減効果の認証をノルウェーの認証機関、デットノルスケベリタスエー
エス（ＤＮＶ）に委託し、事業計画書の一般公開を 2003 年初頭に始めた。
このプロジェクトはタイの環境ベンチャー、ＡＴバイオパワー（バンコク）が約 150 億
円の投資総額のもとに、出力 20MW のもみ殼発電所をタイ国内５カ所に建設するもので、
三菱証券はＡＴバイオのコンサルティングを引き受けた。
本プロジェクトでは、籾殼発電は従来の利用や処理に比べ CO2 の発生量を年間 42 万㌧
削減できる見通しとしている。
本プロジェクトにおける同社の立場は、プロジェクトの発掘とさらに事業計画書の第三
者機関による認定や一般公開による利害関係者からのコメント受付などが必要な手続きを
代行する形で、DNV から削減効果の認証を得るものである。プロジェクト参加者の中には
全体として CDM 理事会の新規方法論の審査が厳しすぎるとし、戸惑いが目立つとの指摘
もあったが、同社の事業はこれらを継続して実施することで作業に習熟し、他社の代行を
ビジネスチャンスとして捕らえている。
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ＤＮＶは世界銀行の CO2 削減事業の認証を手がけた実績を持ち、日本では J パワー（電
源開発）のタイにおけるゴム廃材発電、豊田通商のブラジルでの木炭を使う鉄鋼生産、新
エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO ）のカザフスタンにおける火力発電所の省

エネ支援の各事業について、認証手続きを受託し、JQA とともに CDM 理事会から暫定 DOE
に認定されている。
今まであまり表に現れてこなかった排出量取引に係わる事業が活動を始め出すと、事業
形態にも従来考えられてきたものとは異なる内容が出現し、技術以外の要素が試行される
機運に至っている。

５．３ 京都メカニズムの課題
1994 年３月に発効した気候変動枠組条約も締結後 10 年を経て、第一約束期間を迎える
に至ったが、その主要な要素となる京都議定書が未だ発効される機運にない。
それに加えて米国が離脱を表明し、経済成長の著しい途上国の中国,インドなどを含めた
発展途上国の GHG 排出量が先進国を上廻るのも直前と推測されている。
例え京都議定書が発効されたとしても、1988 年に世界地球温暖化会議された勧告「トロ
ント目標」（1988 年レベルの 20% 削減、長期的には 50％の削減）のレベルを達成するに
は不十分な措置であることは自明である。
本章では、京都議定書も含めて、京都メカニズムの今日的課題を機械産業の立場から検
討する。
１） 環境税
日本の温暖化ガス削減対策「地球温暖化対策推進大綱」の見直し作業が 2004 年初より
始まっている。これに伴い GHG 削減義務達成に向けた国内施策の議論が活発になり、な
かでも環境税に対する議論が浮上している。産業界からも賛否両論があり、産業の活力を
殺ぐ事だけは避けたいところである。
産業界にとって省エネ運動は容易に受け入れられるものであるが、一般家庭や自動車な
どの不特定多数からの CO2 排出削減や省エネ運動で GHG を削減するには規制や補助金
には限界があろう。
「初めに税ありき」の姿勢はいただけないが、大多数の国民が納得できる省エネの手段
に税を導入する議論からスタートしたいものである。そのためのインセンティブが働く方
法が望ましい。
国内の GHG 削減コストを考えると海外で削減事業を実施し、排出権として活用する方
法、費用対効果のより高い人に代行してもらう方法との比較で展開されることが期待さ
れる。
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２） 排出量の割り当て
国内排出量取引市場が制定されていない。国内の取引については仮想市場によるトレー
ニングガおこなわれているのみである。
国際取引の前に国内取引で経験を積むべきであることは論を待たないが、国内取引のト
リガーは産業界確セクターへの排出枠の策定である。この方法の是非は承知の上で、国会
で満場一致で京都議定書の批准が決議された事は、充分尊重すべき重要事項である。
排出枠の発行によって、技術開発のインセンティブにつながるのである。
３）国連気候変動枠組条約への期待
日本の省エネ技術は種々の工業製品に反映されている。
この技術を用いた CDM が期待される所以でもあるが、海外に輸出される製品に GHG
削減効果を認めさせる事ができれば、日本の企業にとって事業への大きなインセンティ
ブになろう。
このため、現在の京都メカニズムの運用法に追加する努力をおこない、UNFCCC,IPCC
などの機関における日本の発言力強化を図ることも課題と思われる。
CDM 方法論の承認の促進化を期待し、企業の活動の阻害要因にならないような対応を
望みたい。
CDM のホスト国の受け入れ態勢の整備が課題である。CDM 承認体制、手続期などが不
透明部分が多いと報告されている。途上国のキャパシティービルディング法を検討すべき
である。
３）輸送部門、民生部門の GHG 削減化
産業界は経団連環境自主行動計画がきい効果を挙げていると考えられる。
運輸・民生部門の昨今の排出量増加は著しく、これら部門の削減対策が大きな課題であ
るのはいうまでもない。
所管官庁のホームページをみても、経済産業省や環境省の密度が伺えない。東京都はこ
の対策として法令化を検討し始めているが、包括的対策が望まれる。
４）気候変動枠組条約の改定
現在の気候変動枠組条約が策定された直後から、本条約の不備が種々表明されてきた。
現議定書の排出枠策定から問題があったと思われる。1997 京都会議の内容で明白である。
敵対的と思われるような交渉過程の結果が現在のコミットメントに反映されている。さら
に、中国、インドなどの大量排出国が参加していない。排出量取引価格が革新的技術開発
のインセンティブのシグナルになっていない。米国が不参加など等、温暖化対策効果が期
待できるかとの疑問を払拭できていない。
そこで、第２約束期間を前に、条約の抜本的な改定が期待されるのである。
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６．

国連気候変動枠組条約の活動

６．１

地球温暖化に対する取り組み

地球規模で影響が考えられる温暖化問題は、一国の努力で解決するものではなく、国際
的な協力が必要な事はいうまでもない。
1985 年、オーストリア・フィラハで開催された地球温暖化に関する世界会議で、この会
議に出席した科学者達の呼びかけで地球温暖化問題は急速に国際政治の問題として捉えら
れた。
1988 年、トロントの会合では、科学者と政府関係者が一堂に会し、
『2005 年までに CO2
排出量を 1988 年レベルから 20％削減する。長期目表としては 50%削減すべき』という具
体的な数値目標、所謂「トロント目標」を示した勧告が出された
また、同年には世界気象機関（WMO ）と国連環境計画（UNEP ）が世界の科学者で構成
する『気候変動に関する政府間パネル（IPCC）』を開設した。

第６．１．１表
年

代

気候変動枠組条約の活動経緯
経

緯

1985

地球温暖化に関する世界会議（オーストリア・フィラハ）

1988

1995

同会議で勧告『2005 年までに CO2 排出量を 1988 年レベルから 20％削減する。長
期目表としては 50%削減すべき』
有害廃棄物の越境移動管理「バーゼル条約」採択
オゾン層保護ウィーン条約・モントリオール議定書第 1 回締約国会議開催。
第２回世界気候会議は IPCC の第 1 次報告を受けて「1992 年の署名を目指して条約
作成の交渉を始める」勧告を発表し、国連決議後本格的交渉が開始された。
モントリオール議定書第２締約国会議開催。
第 1 回気候変動枠組条約会議開催。
第２回ウィーン条約会議・モントリオール議定書第３回締約国会議開催。
地球サミット（リオ会議）開催。国連「気候変動枠組条約」採択。
モントリオール議定書第４回締約国会議開催。
気候変動枠組条約･ 第 1 回締約国会議（COP1）ベルリンマンデート決議。

1996

COP2 をジュネーブで開催。

1997

1998

COP3 開催。京都議定書（含む京都メカニズム）採択。先進国の排出量削減目標決
定。
京都メカニズム：CDM、JI、排出量取引が提示。細部は以降の COP で決める。
COP４．ブエノスアイレス行動計画採択。COP3 以降の進展を決議。

1999

COP５．ボン、COP6 でルール詳細の決定を決議。

2000

COP６．ハーグ会議。森林吸収など細目が決まらず、継続会議となる。

2001

COP６再開会合、ボン合意。シンク問題、日本は上限 3.7％までが認められる。
COP７．マラケシュ合意（議定書の運用ルール決まる。非遵守の罰則は COP/moP
第 1 回会合で決める。CDM 理事会設立。CDM 認証申請が始まる。
３月に地球温暖化対策推進大綱を策定、地球温暖化対策推進法改正法が成立。
日本は京都議定書を批准。環境･ 開発サミット８月に南アで開催。

1989
1990

1991
1992

2002

−101−

2002
2003
2004

COP８．デリー閣僚宣言。審査ガイドライン策定，手続整備完。CDM 理事会運営
規則、資金メカニズム、小規模 CDM の手続きの簡易化が決定。
COP９．ミラノ会議。小規模プロジェクト、環境評価と社会的影響評価を検討。
京都議定書の発効待ち。
COP10．2004/11/29 よりアルゼンチン・ブエノスアイレスで開催の予定。

６．２ クリーン開発メカニズムの活動
すでに過去５年間にわたり、海外環境動向調査の標題のもとで調査活動を行ってきたが、
本年度より、新しい標題の基に分科会が発足するに当たり、ここで京都メカニズムに規定
された CDM、について再確認する。
１） CDM 理事会設立。
2001 年 11 月、モロッコ国・マラケシュで開催された COP７において、CDM 理事会（CDM
Executive Board）が設立され、同副議長に岡松壮三郎氏が選出された。これにより、国連 気
候変動枠組条約 京都議定書に基づいた CDM 事業の認証申請が始まった。
現時点で UNFCCC のホームページを見ると 2004 年 3 月現在、既に 49CDM プロジェク
トが申請され、９プロジェクトが認証されている。そのうち 2 件は日本の案件で、「第６.
２.１表

プロジェクト認証申請の状況」の審査の欄に「承認」として表示したものである。

更に 17 案件が審査中である。
２） 運営機関の審査と認証
マラケシュ会議と併行して、気候変動枠組条約事務局は CDM の指定審査機関の認証の
ための審査を開始した。2004 年 3 月現在、19 機関が申請し 3 月 24 日のボンにおける第 13
回 CDM 理事会（EB13）で、日本の品質保証機構（JQA）がノルウェーの認証機関 DNV
Certification とともに世界初の審査機関として承認された。これにより、同機構は GHG 削
減事業が CDM の要件を満たしているか否かの審査が公式に認められる事になった。
現在審査中の運営機関の状況を第６.２.２表に示す。
第６．２．２表

審査機関の認証審査状況

申請機関
１
２
３
４

国

Japan Quality Assurance Organization
(JQA)
Japan Audit and Certification
Organization for Environment and
Quality （JACO）
Det Norsl Veritas Certification Ltd.
（DNV）
ChuoAoyama PwC Sustainablity
Research Institute Corporation

書類
審査

日本

完

日本

完

ノルウ
ェー

完

日本

完
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現地
審査

指定文書
発行

判定

完

2003/12/1

承認

完

2003/12/1

承認

５
６

TUV Suddeutschland Bau und Betrib BmbH
(TUV Suddeutschland)
Tohmatsu Evaluation and Certification
Organization (TECO)

７

Japan Consulting Institute (JCI)

８

Asahi Co.

９

SGS

10

BVQI Holdings Ltd.
KoreaEnergy Management Corporation

11
12

PricewaterhouseCoopersCertification
B.V.

13

TUVAnlagentechnikGmbH

14

KPMG Certification B.V.

15

17

URS Verification Ltd.
ERM certification and Verification
Services Ltd. (ERM CVS)
Couston Environmental
Sdn. Bhd.

18

British Standard Institution (BSI)

19

Nextant Inc.

16

６．３

ドイツ

完

完

2003/12/1

日本
日本

完
完

完

2003/12/1

日本

完

完

スイス

完

英国

完

韓国
オラン
ダ
ドイツ

完

オラン
ダ
英国

完
完

完
完
完

英国
マレー
シア
英国
米国

完
完
完

小規模 CDM の扱い

COP９におけるマラケシュ合意で、手続きが簡略化される小規模事業の実施が排出削減
CDM事業の一部に認められた。これをシンクCDMに関しても適用する提案が一部の途上
国から出されていたが、吸収量が年平均で８ｔ-CO2e未満のもので、ホスト国が指定した
低所得コミュニティーあるいは個人が開発・実施する事業を対象とすることになった。ま
た、今後簡素化されたルール・手続き等の詳細に関する議論を行いCOP10で採択すること
になった。
吸収源プロジェクトについても、吸収量が年間 8 千㌧以下であれば、簡素化した手続き
が適用される小規模事業としての実施が許可される。具体的にどのような手続きにするか
は、第 20 回科学的、技術的な助言に関する補助機関会合（SBSTA

20）で検討された。

１）タイブ 1「再生可能エネルギープロジェクト」：最大出力が 15MW（＝1 万 5000）
（又は同量相当分）まで
①「MW 」単位の表示として基本的には電力の単位としているが、適切な係数を乗じて算
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出した熱量や出力の単位でも可。
②「最大出力」は、機器・プラントの製造者の示す設備／定格容量を指すものとし、実際
の負荷率ではない。
③「再生可能エネルギー」の定義として、CDM 理事会が該当する活動のリストを作成す
る。リスト作成に当たっては経験を考慮するとともに、新たな提案に応じて詳細化・発
展させる方針。
現時点でのリスト案としては、太陽光・太陽熱、風力、ハイブリツド（風力とディー
ゼル等）、バイオガス、バイオマス、水力、地熱、廃棄物等が挙がっている。
２）タイブ 2「省エネルギープロジェクト」：
エネルギー供給又は需要サイドにおける年間の削減エネルギー消費量が 15GWh（＝
1500 万 kWh）（又は同量相当分）まで。
①「省エネルギー」の定義は、CDM 理事会が該当する活動のリストを作成する。
リスト作成に当たっては経験を考慮するとともに、新たな提案に応じて詳細化・発展
させる
現時点でのリスト案として、供給サイド、需要サイド（産業・業務・家庭・運輸部門
等）における様々な省エネルギーの例が挙げられている。
②エネルギー効率（投入 MW 当たりの活動量）を高めることが必要
活動量が低下したことによるエネルギー消費量削減は対象外とする。
３）タイブ 3「人為的な排出土を削減するプロジェクト」：
排出量が CO2 換算で年間 15kt（＝1 万 500 仇）未満
①タイブ 3 の例として農業（家畜排せつ物の管理、消化管内発酵低減、施肥量改善、稲
作の水管理改善等）、燃料転換、工業プロセス、廃棄物処理等が挙げられている。
②その他に、CO2 のリサイクル、CO2 以外の GHG の排出削減も対象となる。

６．４

環境評価と社会的影響評価

COP９で議論された項目の中で、企業の社会的責任に関する問題がある。
事業者は、作成する事業設計書に、事業実施予定地の所有権に関する情報、事業予定地
の生物多様性や生態系といった環境に与える影響、事業予定地以外の環境に与える影響、
事業予定地やその地域以外の住民の社会や経済に与える影響等の情報を明記することが決
定された。
具体的には事業活動の社会に及ぼす影響を開示し、グリーン購入などへの道筋を示して
社会的な責任の履行を促すものである。
CSR に関しては、環境分野のみならず、近年、企業統治の立場からもより盛んに議論さ
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れるようになってきている。

６．５

その他の注目事項

本報告書では、京都議定書関連の諸問題から特に排出量取引に焦点を当てた取り組みを
検討してきたが、国連気候変動枠組条約の事務局の活動には、「気候変動に関する政府間
パネル IPCC」とその下部機構の「実施に関する補助機関 SBI」および「科学上および技
術上の助言に関する補助機関 SBSTA」等の諸活動も見逃すことなくウォッチする必要があ
る。
CDM に関しては CDM 理事会の活動と下部機構である CDM パネル、リビューワーの活
動も見逃せない。
特に、CDM の諸手続期に関する次事項、初期の CDM 登録申請手続きからベースライン
の類型化ができ、PDD の様式整理、小規模 CDM の手続法、用語集の編纂などの案件がほ
ぼ終了したので、以後の運行はよりスムーズに進展すると考えられる。
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第６．１．２表
NM −
No.
0001
0002
0003

0004

0005

0006
0007

0008

0009

0010
0011
0012
rev.
0013

プロジェクト名

提出者

プロジェクトの認証申請
ホスト企業＆国

Vale do Ro sario Bagasse Econergy
Co generation
Brasil 他 1 社
V&M do Brazil Fu el Switch EcoSecurities
Co .Ltd.
Co nstruction of new
独 Fe rro staal
me thanol production
ト Me thanol
Ho ldings 社
Salvador da Bahia Landfill ICF
Gas
Co nsulting

VR Sugar Mill
ブラジル
世銀オランダ CF
ブラジル

Na vaGerar landfill gasi to
enerugy

世 銀オ ラン ダフ ァ
ンド,NovaGerar，
EnerG，Paukista
世銀 PCF
ガテマラ
Fo osungTech,
UP C Co rp
韓国

EcoSecurities

ブラジル
Guatemala El Ca nada Generadorsa
Hydroelectric
de Occidente
HFC De composition in
INEOS Flu or
Ulsan

Penas
Hydroelectric

Blancas Institute
Co nstrricense
de Electcd.
AT Biopower Rice Hu sk
Power、electiricity genern. 三菱証券
Du rban
Land-fill-gas-toelectricity
Biomas Based
Co generation Power
Wigton win d farm

Du rban 南 ア
埋設ガス発電
SCM Sugar
Ltd.
Wigton Wind
Fa rm Ltd.

Fu nding なし
Trinid ad Tobago
VEGA Bahia
Tratamente de
Residuos サルバドル

CE RUPT オランダ
Co sta Rica
プ ロジ ェク ト計 画
の 遂行 。結 果を 開
示し、提供する。
世銀 PCF
南アフリカ
SCM Sugar Ltd.
インド
民間２企業
ジャマイカ

提出年

審
査

03/03

承認

03/03

C

02/08/29

C

03/04/11

承認

03/04/04

承認

03/04/08

C

03/04/09

承認

03/03/15

C

03/04/17

C

03/04/15

承認

03/04/16

C
B
NA

03/04

FE LDA Lepar Hilir Palm Oil
Mill Biogas in Ma laysia
九州工業大学

C

備

考

廃棄場が 巣を燃料
電池添加し発売電
キ ル ン 変 更 、 CH4
回避
NH 3 生産副産物の
CO 2 を MeOH で回
収
埋 設廃 棄 物の CH4
回収，46250m3/ｈ
@2020 年となる。
CH412MW 発電で
21 年間に 11.8Mt
CO 2 クレジット。

HCFC の 副 産 物
HFC2 3 は GWP:
11700 で 分 解 効 果
高
35.4MW 水 力 の 新
設
籾殻燃焼 による発
電と売 電。NM0019
として再提出
埋め立て 地のガス
回収と発電
バ ガ ス 利 用 の
26MW の発電
20.7MW の 発 電 と
売電
書式不備 のため差
し戻し

マレーシア

0014

0015

0016
0017

0018

AT Biopower Rice Hu sk
Power、steam generation

三菱証券

AT Biopower Rice Hu sk
Power、Me thane recovery

三菱証券

Graneros
Plant
Fu el
Switching
Steam System Efficiency
Improvements in
Re fineries in Fu shun Ch
Me trogas package
cogeneration

MGM
International
QualityTonne
s、Kerry
Phillips
MGM Interl.
チリ

タイ

タイ
記載なし
チリ
Armstro ng Intnl.
撫順石油化学
中国／撫順
Me trogas,,
Elect.Power De vp
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03/04/17

C

03/04/17

C

承認

03/07

NA

03/07

B

籾殻燃焼 による蒸
気 生 産 と工 場 利
用。
籾殻埋設の回避とメタ
ン発生を抑制、M0019
として再提出
燃料転換,化石から天
然ガス、メタン回収

蒸気ボイ ラの改善
による熱 効率の改
善。
化 石か ら NG に 燃
料電 池変 更 115302
ｔ CO 2/10 ｙ を 削
減。

0019

0020

A.T. Biopower rice hush
power
三菱証券

タイ

03/07/18

承認

Pichit 地区で 22MW
の能力。

La
Vuelta
and
La MGM Interl.
He rra dura hydroelectric
コロンビア

Empresas Publicas
de Medellin

03/07/18

NA

31.5MW 水 力 発 電
の新設で CO 2 削減

03/07/23

承認

03/04/09

B
NA

03/07/23

承認

03/09/08

B
NA

風車発電 19.5MW
の新設

NA

Taluminadu 州の
Biomass から焼却
発電する。

0023

CE RUPT me thodology for
Landfill gas
Me than captre and
combustion fro m swine
ma nure tre atment for
Peralillo
El Gallo Hydroelectric

0024
rev.

Co lumbia Jerira chi
Wind power

0025

18MW Biomass Power

0021
0022
rev.

0027

CE RUPT Alternative
Investment Analysis
Ca tanduva Sugarcane Mill
Brazil
TA Sugars co-generation
and fuel switch
V&M do Brazil Avoided
Fu el Switch

仏 ONYX 社
カナダ AS
Agrosuper

SASA 埋設社
ブラジル
Co lchagua/Community of Peralillo
チリ

Tu ule Instit.
世銀 PCF
Empresas
Publicas de
Me dellin 発電

Ecoinvest
Brazil

メキシコ
EPM が運営
世銀 PCF/
コロンビア
Ra ghu Ra ma
Re newable
Energy Ltd.
インド
オランダ住宅環境
計画省
ブラジル科技省

Winro ck
International
EcoSeculities
V&M do
Brasil
Ha idergarh Bagasse
Balrampur
Based Co -generation
Ch ini
Mills
Power
Ltd.
OSIL-10 MW Wa ste He at OSIL
Re covery Based Ca ptive
Power

TA Sugar
世銀 PCF
トヨタ通商
世銀 PCF
IFC オランダ CF
Balrampur Ch ini
Mills Ltd.
インド
OSIL 投資運営
環境森林省
インド

Ho lcim
Co sta
Rica’s
Ca rtago Plant Expansion

Ho lcim

Ho lcim
Co sta Rica

0034
rev.

Granja Becker Green
Ho use Gas Mitgation

カナダ AgCert

0035

TA Sugar co-generation Winro ck
and fuel switch
International

0028
0029
0030
rev.
0031
rev.

0033

0036

0037

0038

Za farana Wind Power
Plant, in the Arab Re public
of Egypt
Energy efficiency, by CO 2
remo val of Ammonia Plant
to reduce
Me thane Gas Ca pture and
Electricity Product- ion at
Ch isinau Wa ste Wa ter
Plant, Mo ldova

三菱証券 JBIK
Indo Gulf
Fe rtilize r Ltd.
デンマーク政
府東欧環境協
力事業

Granja Becker、LB
Pork Inc.
ブラジル
Th iru
Arooram
Sugar Ltd.
インド
Ne w&Renewable
Energy Authority
エジプト
Indo Gulf Fe rtilize r
Ltd.
インド
モルダビア建設･
地域開発省
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Swedish
Energy
Agency
CER 購入

NA

03/09
03/09

NA

2400m3/h ガスを回
収 700,625CER/10y
養豚場の 排泄物を
嫌気性発 効させ、
メタ ン回収 ･ 燃 焼熱
回収
水力発電

バイオマ ス発電の
拡張

石油代替 にバガス
を燃焼,熱電併給
石炭を木炭に変更

NA

03/09?

B
NA

03/09?

B
NA

14 〜 18MW を 発
電、
CH4 発生を抑制。
ORISSA 鉄 鋼 の キ
ルン変更 と熱回収
効率向上を図る
容量拡張キルンの採用
で エ ネ 効 率 改 善
528213tCO2/7y(CER)

03/09/16

B

03/09/08

B
NA

養豚排泄 物からの
ガス回収利用

03/09/

NA

バガス燃 焼による
熱電併給。

03/11

NA

風力発電 の新設と
火力の削減

04/01

NA

高圧排出 蒸気の活
用・省エネ

04/01

NA

Chisinan 市 下 水 処 理
場よりメタン回収発
電 、 CO2 変 換 し て
GHG を削減する。

モルダビア

Plant, Mo ldova

0039

0041

0042

0043
0044

0045

0046

0047

0048

0049

Bumibiopower Me thane
Extraction and Power
Generation

三菱証券

Khorat Wa ste to Energy,
Th ailand

EcoSecurities
Ltd./Waste
Solution Ltd.

Bumibiopower
Sdn. Bhd.
マレーシア

KWTE,S WI,CTT,
タイ自然環境省
タイ

Quality
Tonnes Ltd.,
ESSE n’ELLE
Int.
Business Co n
sultannt
Bayano Hydroelectric ExEnergy Int.
Pansion and Up grade
Co rp.
Energy
Efficiency Quality
Improvements
Tonnes Ltd.,
ESSE n’ELLE
Int.
Business Co n
sultannt
Optical
Utiliza tion
of Birla Co rp.
Clin ker and Co nversion Ltd.
Fa ctor Improvement

Karnataka 社会開
発金融公社, 世銀
PCF

Andijan District He ating
project

NE WCO, 欧州 開 発
復興銀行 PCF
ウズベキスタン
世銀 PCF

Energy Efficiency
Improvements

Andijan
Re ginl.
Khokimyat
Indocement
Tu nggal
Perkasa Tb K

Indocement’s Sustainable
Ce ment Production
—Blended Ce ment
Co mponent

Indocement
Tu nggal
Perkasa Tb K
Jin dal
Vijayanagar
Steel Ltd./
Price
WaterHouse
Corporation

A(認証された)

04/01

NA

02/01
03/11

NA

04/01

NA

04/01/20

NA

04/01

NA

（政府資金は不使）

インド
AES PANAMA SA
パナマ
Karnataka 社会開
発金融公社, 世銀
PCF
（政府資金は不使）

インド
Birla Co rp. Ltd.
環境森林省
インド

NA

04/01/20

NA

02/08/29

NA

02/08/29

NA

03/11

NA

インド

Indocement’s Sustainable
Ce ment Production
—Alternative Fu el
Co mponent
Wa ste heat recovery fro m
BOF Gas

審査結果：

GHG を削減する。

B(保留)

世銀 PCF

インド
Jin dal Th ermal
Power Ltd.,
インド

NA(未承認)
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椰子油工場廃液か
らメタン回収し 11.5MW を発電。
廃液メタン回収：
32.5 万 tCO2/y
石油/澱粉転換：
2.8tCO2/y
排ガス発電：
1.7tCO2/y

水道ポン プ効率改
善と電力力率改善
36.6 万 tCO2/10y
(2005-2014) の 削 減
に寄与
110MW の設備増強
で火力燃料削減
水道ポン プ効率改
善と電力力率改善
36.6 万 tCO2/10y
(2005-2014) の 削 減
に寄与
PP セメン トクリン
カ ー を 飛灰 に 変
換、
CO 2 を削減
Adijan 市 の 熱 供 給
の改変： ボイラ新
設とネット改善。
PP セメン トクリン
カ ー を 飛灰 に 変
換、
燃料削減と CO 2 を
削減
クリンカ ー焙焼用
燃 料 転 換に よ る
GHG の削減。
塩基 性酸素転 換炉
BOF 排ガ ス熱 を発 電
回 収 し 、売 電 。 GHG
削減する。

７．

世界の排出量取引市場

京都議定書はいまだ発効されていないにも拘わらず、既に世界ではクレジットの取引が
行われている。
これらの取引には、例えば米国のように石炭火力発電所における大量の安価な石炭の使
用による二酸素化硫黄（SO2）の酸性雨対策として米国環境保護局（EPA）がキャップを
設定し、EPA による入札制度を採用したり、民間市場において相対取引が行われている例
もある。これらは米国国内法の規制が取引を実施させている事例である。
本分科会の調査の対象である、GHG の取引は既に始まっているものの、これらクレジ
ットが金融商品としての効果を発揮するのは気候変動枠組条約・京都議定書が発効して明
確な目的が確定してからである。

従って現在では市場価格といえるほどの明確な値もな

く、京都議定書・第一約束期間が開始される 2008 年までに同議定書が発効されれば、市
場開設やその取引活動も活発化してくるものと期待される。
これらの既成市場や、将来の動向などを考察してみる。

７．１

京都メカニズムのクレジット

ここで再度、排出量クレジットについてリビューをおこなう。
議定書で獲得や移転の効力のある排出項目は次の「もの」に限定されている。
（１） 初期割り当て排出量：

AAU（Assignated

（２） 先進国による吸収源活動による吸収量：

RMU(Removed Unit)

Amount Unit）

（３） JI 活動によって発効・獲得する削減量：

ERU(Emission Reduction Unit)

（４） CDM 活動によって発効獲得する削減量：

CER(Certified Emission Reduction)

条約加盟各国は、自国の排出量を上記の諸数量、クレジット量、および自国の省エネル
ギー活動による削減量などの代数和内に収める努力を約束、遵守するとしている。
これらの中で、ERU および CER が自国の削減量不足を補足する目的で取引できるが、
クレジットとして認証されるための手続きが気候変動枠組条約・締約国会議で確定されて
いる。

しかし、これらクレジットは現物が存在するわけでなく、いわゆる「無体物」と

しての取引であり、そのためのクレジットの権威付けが重要な手続きとなる。既に前章で
気候変動枠組条約・事務局の機能と運営を調査したが、この活動を通じてクレジットの権
威付けがなされることになる。

７．２

日本の排出量取引市場

既に諸外国では排出量取引の制度設計も完了し、英国では 2003 年４月から、欧州連合
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は 2005 年 1 月から域内取引を開始するという。

その他、米国では、民間市場が運営し

ており、企業単位で社内取引を実施している企業（BP グループ、日本の石油グループ、
家電メーカーなど）も活動しており、日本の制度が遅れているわけではない。
ただ、国家としての制度は未完である。大きな理由として、産業界が経団連自主行動計
画の実践を通じて排出抑制の実績を挙げ、政府によるキャップの導入に反対していること
や、環境税導入に反対しこれらがブレーキになっている模様である。むしろ、全産業界を
挙げて削減運動に取り組むにはその体制が整わず、運輸部門や民生部門の排出量の増加の
加速が足を引っ張る形で全体としては、排出量は増加している。
国際取引に乗り出す前に、国内市場で経験を積むことは重要な訓練といえる。このため
にも早期の国内排出量取引市場の開設が期待されている。
これに対し、日本は環境省、経済産業省が「クレジット取引・移転施行事業」を行って
いる。GHG の排出量取引に関するクレジットの安定・円滑な取引の実現を目標にした国
別登録簿システムや企業会計、取引契約に関する実証的な検証を行うものと説明されてい
る。
模擬取引は、排出量取引、CDM 、JI で発生するクレジットの保有、移転、償却などの管
理用データベースとなる「国別登録簿システム」を介して行われる。環境省や、経済産業
省は国別登録簿の管理者となり、気候変動枠組条約・締約国会議のガイドラインに沿った
制度やシステムの整備を進めている。
１）模擬取引市場
（１）以上のような環境の下で、環境省による排出権取引の模擬市場が開設運営された。
本実験は三菱総合研究所が開発したシステムを用いて、既に 2003 年初頭から準備
をはじめたインターネット上での取引に備えた。
第１次試験は 2003 年 12 月 16−18 に 41 団体が参加し、上記システムを用いてイ
ンターネット上で売り買いの注文を出し、取引をおこない、約定した場合、売り手
は登録簿管理者に排出枠の移転を申請し、同管理者は登録簿上で排出枠を移転する
ものである。
一日３時間、３日間にわたり、排出権の管理業務を代行（市場を想定）する NTT デ
ータが売り買いを仲介し、各々の口座に出し入れを行い、３日間の取引で 67 件、400，
5000 ㌧の排出枠売買契約取引が成立したと報告された。参加企業はタイプ I （企業
単位ごとに自主削減目標を設定）31 社、タイプ II（国内で GHG 排出削減を実施中）
５社、トレーダー５社、海外 CER の供給者としての三菱総合研究所である。
（２）環境省の模擬取引は、直近では第２次取引が 2004 年２月２−４日に実施された。
結果として 69 件の仮想排出枠売買契約が成立し、約 800,8774 ㌧の CO2 換算した
GHG 枠が移転された。参加各企業は、今年度の対象サイトにおける排出量を実際
に査定した後、第３者機関による検証を受けることになる。
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（３）経済産業省が実施する模擬取引は 2004 年 2 月に行ったもので、ナットソースジ
ャパンが売り買い注文を電話で受け付ける方式であるが、情報としては入手してい
ない。
第７．２．１図

排出量取引と資金・技術の流れ

日

本
B 社

A 社

金融機関

取引所

仲介業者

C 社

投資ファンド

GHG 削減事業

風力発電

バイオマス発電

HFC 破
壊

途

上

国

排出権

資金・技術

２）海外で獲得の排出権
既に、第２章で報告したが、三菱証券のタイ国の CDM 案件では、２万 kW 規模の
籾殻発電を計画し、電力を電力公社に 25 年間販売し、さらに年間 8.3 万㌧の GHG の
削減が見込まれると報告されている。
これを日本で実現させるコストは中央環境審議会では㌧当たり約 800US$と算定し
ているが、約 4−5US$の現在価格と比較すると 200 ㌧前後の削減量と等価な排出権を
購入できることになり、高い資金効率が達成できることになる。
また、京都メカニズムにはバンキング制度が認められているので、2008 年からの第
一約束期間を狙った先進国によるアジアや中南米での GHG 削減事業を手がける企業
が増えている。この中には政府が承認した CDM が既に 6 件含まれ、制度的にも充実
してきていると考えられる。この状況を第８．２．１表に示す。
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第７．２．１表

仮想取引の成果

2004 年２月９日、環境省の発表

環境省温室効果ガス排出量取引試行事業の第２取引期間の取引結果について
概

要

第 2 取引期間
取引への参加
企業

① 環境省温室効果ガス排出量取引試行事業については、昨年 12 月に実施し
た第 1 取引期間に引き続き、2 月 2〜4 日に第 2 取引期間を実施し、42 社
の参加の下、仮想の取引市場において排出枠の取引を行った。
② その結果、計 69 件の（仮想の）排出枠売買契約が成立し、計 808,774t-CO2
の排出枠が移転され、第 1 取引期間よりも契約数、排出枠移転量の双方
について上回った。
今後、本試行事業においては、6 月までに計 2 回の取引期間の実施を予定
している。各参加企業においては、今年度の対象サイトにおける排出量を
実際に算定した上で、第三者機関による排出量の検証を受けることになっ
ている。
2004 年 2 月 2 日〜4 日（取引市場開設は各日の午後 1 時〜午後 4 時）
①
②
③
④

取引方法

①
②

取引結果

タイプ I（企業単位の自主削減目標を設定）： 31 社
タイプ II（国内において温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施）
のみの参加企業： 5 社
トレーダー： 5 社
海外 CER（CDM クレジット）供給者： 事務局（（株）三菱総合研究所）
事務局である（株）三菱総合研究所が運営する取引システムにより仮想の
取引市場を開設し、各参加企業はこれをインターネット経由で利用
取引市場で約定した場合は、売り手企業は、登録簿管理者（※排出枠は登
録簿において管理されている。）に対し、速やかに排出枠の移転申請を行
う（インターネット経由）。登録簿管理者は、登録簿上において、売り手
企業の口座から買い手企業の口座に排出枠を移転する。

約定（契約成立）件数 ： 69 件
排出枠等の取引数量 ： 808，774 t-CO2
第 1 取引期間における約定件数：67 件、取引数量：405，000t-CO2（12/16
〜18 に実施）第 1 取引期間に引き続き、取引は活発に行われている。
①
②

参

考

備

考

本試行事業においては、実際の金銭のやりとりは行わない。また、本試行事
業における排出枠等は、本試行事業限りのものである。

−112−

一方、資金を調達して海外排出権を購入する事例も増えている。第８．２．２表に
この状況を示す。
第７．２．２表
事業者

実施国

日本政府認証 CDM/JI 事業

事業概要

GHG 排出削減量

承認年度

豊田通商

ブラジル

木炭利用による製鉄

113 万㌧/y

2002/12

NEDO

カザフスタン

熱電併給省エネ事業

6.2 万㌧/y

2002/12(JI)

J パワー

タイ国

ゴム廃材利用の発電

6 万㌧/y

2003/5

イネオス
ケミカル
関西電力

韓国

HFC23 の分解処理

140 万㌧/y

2003/7

ブータン

小規模水力発電所

500 ㌧/y

2003/7

日本ベ トナム
石油

ベトナム

随伴ガスの再利用

68 万㌧/y

2003/12
京都メカニズム支援室資料

第７．２．３表
事業者

相手国

海外排出権購入契約案件
購入案件

GHG 排出
権量
15,000 t/y
05-12 年

備

考

MGM
Inter −
national より
同上、折衝中

J パワー

ブラジル

小規模水力発電 GHG

J パワー

コ ロ ン ビ
ア、
ガテマラ他

小規模水力発電

J パワー

オ ース トラ リ
ア 、エ クア ド
ル

植林事業

合計 16 万㌧

2200ha(2003)

国際協力銀行

エジプト

風力発電事業

22 万㌧/y

計 120MW

新日鉄・住商

ロシア

パイプラインの改修

500 万㌧/y

メタンの漏洩防止

新日鉄 NEDO

インド

製鉄廃熱利用

16 万㌧/y

伊藤忠

カ ナ ダ社 / ブ
ラジル
インドネシア

養豚場の糞尿処理

500 万㌧/y

東京電力

メタンの回収

水力発電事業

３）日本の市場
１）及び２）項における考察で既に日本国内のみならず、海外に向けても排出権取引
を踏まえた権利の確保が活発化してきた。この事業者の中にはメーカー以外に商社や金
融機関も参入していることを考慮すると、当然、将来の排出権の価値の値上がりを視野
にいれた行動とも考えられる。
（１） 経済産業省は一般家庭や事務所ビルなどの省エネルギー化を進めるため、電力や
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ガス事業者が省エネルギーの削減目標を策定・評価する仕組みをを導入する検討に
入ったと発表した。
民生部門のエネルギー消費量は世帯数の増加などの要因から 1990 年度から 2001
年度までに 31.8％も増加し、抜本的な取り組みが急務となっている。
経済産業省は英国の制度を念頭に置いて政府が全体の省エネ目標を設定し、顧客
数などに応じて電力やガス事業者に削減目標を割り当て、その達成を義務付ける仕
組みを検討しているといわれている。
民生部門では、2003 年 4 月施行の改正省エネルギー法に基づきホテルや病院な
どの省エネ対策を点検する立ち入り調査も実施する方針としている。（日 本 経済 新
聞、2004/03/28 ）

一方、国土交通省（環境行動計画の委員会、同省 HP）は、運輸部門の排出削減
のため、日本経済団体連合会と共同で実施すると発表した。
運輸部門の GHG 排出量は 267Mｔ/y（2001 年）で国内排出量の 22％に相当する。
（2010 年までに 17Mt を削減予定・・温暖化対策推進大綱）
このため、国交省が排出量を算定する統一基準・マニアル（社会資本整備審議会
環境委員会部会）をつくり、これをもとに経団連が削減目標と対策を盛り込んだ自
主行動計画を策定する。加盟企業の達成度を毎年評価することで、産業界全体の GHG
排出量抑制を発揮させる計画でる。
東京都も、環境審議会で大規模事業者に対して都の指導・助言を基に削減計画を
作成させ、達成結果は都に報告を義務付ける中間報告を発表した。これまでの削減
目標は任意設定であったものを、都の指導でより効果的な排出削減をねらうもので
ある。都は 2005 年度に条例化するとしている。
以上はキャップではないが、全体に網をかぶせることでは一種の統一基準といえる
もので、この達成に向けた GHG 削減努力と不達成時の解決策としての国内排出権取
引市場が設立される方向に向かい出したと考えられる。

７．３

英国の取引市場

英国は温室効果ガスの排出権取引制度に早くから取り組み、独自の制度を構築し、排
出権取引分野におけるリーダーとしての役割を確立している。
英国の制度は世界では最初の経済界全体に及ぶ制度であり、今後このような制度を構
築する国々への大きな指針を提供したと考えられる。
これに関しては、平成 14 年度 海外環境動向調査分科会の年度報告会を参照頂きたい。
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2001 年当時の環境大臣ミーチャー氏が本制度の抱負と温室効果ガスの排出量取引制度を
次のように述べている。
「排出量取引は市場ベースの政策手段であり、これは温室効果ガスを排出する者が最低
限の費用でその排出を減少させることを可能にする。この種の政策手段は政府の従来の
規制方式から離れるものである。古典的な『上限付き取引』（cap

& trade）の取引制度

の範囲で、参加者は上限レベルまで排出量を削減することを要求する目標を引き受け
る。それから各参加者はその上限に相当する排出量を受ける。取引制度の中で排出量
削減が行なわれる時、地理的な問題はないので、参加者には３つの選択肢がある。
①

自社の排出量を減らす事で上限を満たす

②

排出量をその上限以下に削減して余剰排出量を売却又は預け入れる（banking）

③

その排出量を上限以上にしたまま他の参加者から排出量を購入する

遵守を実証する時、各参加者は少なくともその排出量に等しい排出量を保有していな
ければならない。その結果、制度全体を通して排出総量は上限レベルの量まで削減され
ることになる。」
１）制度化と実施
英国では既に 2002 年 4 月 1 日より本制度の運用を始めほぼ２年を経過しているが、
実状はこれから明確になると考えられる。英国の排出量取引制度を第８．３．１図に示
す。
英国の排出量取引制度は、気候変動枠組条約・京都議定書に沿ったものではなく、独自
の方法で種々のスキームが仕組まれ複雑である。
① 直接参加者：参加申告企業は、協定制度グループとは別の基準による排出量（Cap

&

Trade のベース）を政府から受ける。ベースラインからの削減量の検証を要す。2002
年３月で 34 企業・グループが参加した。
② 協定参加者：直接参加グループとは別の Baseline

& Credit に則った排出量を受け取

る。
温暖化対策を立案し、政府と協定を締結し、目標を達成すれば CCL の 80%を返還し
てもらえる。ベースラインからの削減量の検証を要す。未達成時には排出量取引で相
応の排出量（証券）を購入して要件を満たす。CCL:

Climate

Change

Lavy

③ プロジェクトによる参加者：コジェネの導入、クリーンエネルギーの採用など、他
者への供給も含めたプロジェクトを立案し、事前に政府と協定を締結して削減分を
クレジットとして獲得できる。
当該プロジェクトのベースラインからの削減量は自社、他者を問わず検証を要する。
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以上のように英国の制度は、自主的な参加を基本とし、一律的規制ではなく、気候変動
枠組条約・京都議定書に整合するものでも、欧州連合の排出量取引制度にも一致するもの
でもない。2005 年から開始される欧州連合との取引に向けた制度のフレキシブル化が期待
される。なお、本制度に参加しない企業は CCL を支払う事になる。
２）排出量取引参加者と登録簿・市場
排出量取引を望むものは、排出量取引機関、ETA（Emission

Trading Authority）に

登録し、登録簿に口座を持つ必要がある。参加者全員の排出量の保有量を記録し、最
初の割り当てから、あらゆる所有権の移転、最終的な取り消しや償却までを追跡でき
る。
英国の排出量取引システムは、売り手、買い手、仲介者（ブローカー）が参加でき
る。取引市場には、公設の排出量取引市場、ブローカーの店頭取引、企業間の相対的
取引など様々な取引が考えられている。実際は、議定書の第一約束期間に入って後の
展開によるがその報告が期待される。
直接参加企業群は最も積極的なグループで 17 業種、34 社である。
英国の制度と市場は上述のように既に運営に入っており、今後の課題は欧州連合や、気
候変動枠組条約・京都議定書との整合性を検討し、自国内で獲得した排出量をよりユニバ
ーサルな証券に変換する技術的な検討が求められる。

７．４

欧州連合の排出量取引市場

欧州連合委員会では、2001 年 10 月に気候変動に取り組む主要な政策パッケージを提案
し、1 年経過した 2002 年 10 月には欧州議会がこの提案を 381 対 66 の大差で支持し、温
室効果ガスの排出量取引スキームが軌道に乗る事になった。
１）欧州連合の温室効果ガス排出量
欧州連合環境庁は 2001 年４月、EU は 2000 年の EU の温室効果ガス排出量は、1990
年レベルから 3.5% 減となっていると公表した。このデータは、毎年秋に欧州委員会が
公表するモニタリングリポートに用いられるデータで、加盟国の報告をもとに欧州連合
環境庁等がチェックを加えて発表したものである。
図７．４．１はＥＵ全体の排出傾向を示すが、土地使用変化と森林吸収による排出量
は含まれていない。また、第７.４.１表はＥＵ構成国の排出傾向を示している。
ＥＵが排出量取引の第一期としている 2005〜2007 年までの取引計画を 2004 年 1 月
−117−

に発表している。巻末に付録としたので、ご参照願いたい。
第７．４．１図

Greenhouse gas emission trends and

Kyoto Protocol targets for 2008-2012

表７．４．1

欧州連合各国の温室効果ガス排出傾向

上表に関しては、次の点が指摘されている。
① EＵの数ヶ国では、フッ素系ガスについて、京都議定書で許容されたように 1990 年
以外の基準年を選択した。
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② デンマークでは、1990 年の電力の輸出入の調整に影響するデータは括弧内に示し、
ＥＵの義務の分担協定による国家目標の達成度をモニターする方法を採用している。
ＥＵの排出量について、デンマークのデータは全て調整はしていない。
③ 2000 年の達成度に対する EEA は、2000 年における「目標への到達」に従って、『微
笑』賞の評価を与えている。「目標への到達」の尺度（DTI）とは、域内計測のみを用
いると仮定して 1990 年から直線的に京都議定書の 2008−2012 年の目標へ補外する
パスの 2000 年における実際の GHG 排出量の差で計測する。次の評価基準を採用し
ている。
ＥＵの傾向に対する積極的な貢献：消極的な「目標への到達」の尺度（DTI）とは、

(i)

メンバー国が線形パスの下側に存在することを意味する。
(ii)

ＥＵの傾向に対する消極的な貢献：積極的な「目標への到達」の尺度（DTI）とは、
メンバー国が線形パスの上側に存在することを意味する。

２）温室効果ガスの排出量取引
（１） 気候変動に取り組む主要な政策パッケージ
この政策パッケージは、京都議定書の批准に関する提案、EU 域内における温室効果
ガス排出量取引に関する指令草案、温室効果ガス削減のためのさらなる手法を示す報告
書から構成されている。併せて委員会は、2002 年 9 月のヨハネスブルグにおける「リ
オ＋10」サミットまでに京都議定書を EU レベルで批准することを確認し、EU 加盟各
国に対して、2002 年 6 月 14 日までに批准準備を終えるよう求めることも決議した。こ
の提案は欧州気候変動対策計画に沿って立案されたもので、委員会の政策は欧州連合指
令として発信されるよう提案している。
（２） 温室効果ガス排出量取引に関する指令
本指令は排出量取引の EU の枠組及び EU 域内における取引市場を設定することを目
的としている。これは、域内の適切な市場を確保するとともに、国際的な排出量取引市
場から生じるであろう競争の歪みを予防するものである。
委員会提案は EU における排出量取引は 2005 年から始めるべきとし、第 1 段階では
大規模産業及びエネルギー事業からの CO2 排出を対象とする。指令の影響を受ける施設
は 4000〜5000 ヵ所に及び、EU の CO2 総排出量（2010 年時点）の 46％をカバーする
と見られている。

具体的な手続きは次のとおりである。

① 対象施設は、それぞれの加盟国の当局に対し、温室効果ガスを排出する許可を申請。
② これに基づいて、加盟国は毎年各施設に排出許可を割当てる。排出許可の総排出量
を削減するため、許可の数は段階的に削減される。各施設の管理者は、排出許可量を
遵守する必要があるが、これらの許可は取引することも可能。また、遵守できなかっ
た管理者に対しては罰金が科せられる。なお、2005 年〜2007 年までは、各国は、欧
州委員会の承認を得た国別割当計画（national allocation plan）に基づいて、国内の施
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設に無料で排出量割り当てを行うことができる。2008 年〜2012 年については、その
後に、欧州委員会が割当て手法を設定する。
③ 加盟国は許可の保持及び移動を正確に把握するため国家レジストリを設置し、委員
会は記録管理のため、共同体レベルで中央管理機関を指定する。加盟国は委員会に指
令の実施について毎年報告しなければならない。
欧州委員会は、今後 2 年間で、これらの取り組みを実施するための具体的な提案・修正
を行な い、これら は既にエネ ルギー供 給の安全性 に関するグ リーン・ペ ーパー
（Commission’s Green Paper on the Security of Energy Supply）及び共通輸送政策に関す
る白書（White Paper on the Common Transport Policy）に記載された。
2002 年 12 月 9 日には、EU 環境閣僚理事会では、欧州委員会の『排出量取引スキーム』
について政治的合意に達した。排出量取引は削減費用を抑えることができ、EU 域内での
排出量取引で約 35%のコストを削減することができるとしている。このスキームでカバー
される CO2 排出量（2010 年における加盟国 15 カ国からの）は約 46% と見積もられてい
る。
欧州連合の排出量取引スキームは、2005 年から導入される予定で、2005 年から 2007
年までを施行期間、2008 年から 2012 年までを第 2 段階とし、域内の大規模事業所約 5,000
ヵ所を対象として見込まれており、これにより、京都議定書の目標を達成するためのコス
トを年間 13 億ユーロ（約 1500 億円）節約することができるとしている。
英国、オランダ等の国内制度に加え、欧州連合内でも排出量取引の制度化が進行、展開
され 2005 年より市場が開設され、取引が開始されるに至った。2008 年から開始される第
１約束期間までには、種々の取引方式が開発され、種々の市場が開設されると予想される。

７．５

米国の排出量取引市場

米国は 2001 年３月に京都議定書から離脱したが、GHG 排出量取引は実施されてきた。
また、気候変動に対する政策も施行されており、それらの背景を見つつ排出量取引市場の
調査を実施したので、報告する。
１） ブッシュ政権の新気候変動政策
（１）ブッシュ政権は 2003 年２月 12 日、新しいイニシアチブ『 Climate

VISION

（ Voluntary Innovative Sector Initiatives Opportunities Now）』を発表した。 これは
気候変動政策のなかで、温暖化ガス排出削減に対処する官民の取り組みを促すものの
一つである。
（３） 同政権は続けて 2002 年 2 月 14 日に「新気候変動戦略」を発表したが、これは同政
権の地球気候変動政策の原形であった。これを元に種々の政策、法案等が立案され
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たが、その中には『US Climate Action Report-2002 』等も含まれている。本報告書
は国連気候変動枠組条約に提出され、また連邦議会の公聴会においても議論され、
新気候変動政策の骨子となったものである。
（３）2002 年 10 月 23 日、ブッシュ大統領は国内気候変動政策に関する法案を議会に
提出した。最終的には、2003 年 2 月 27 日に成立し、この政策の骨子は、米国経済
に悪影響のでない範囲で実施することで、2001 年の大統領方針には変わりはない。
（４） 2002 年 11 月 23 日、大統領は、ワシントン DC の海洋・国際環境・科学問題局
において『世界気候変動』と題して講演し、この中で、米国の気候変動政策として
『我が政権は気候変動問題に先見的役割を演ずる。我々は自分達の責任を認識し、
家庭において、北半球において、さらに全世界においてそれに応える用意がある』
と所信を開陳している。
第７．５．１表

米国の主要産業が約束した GHG 抑制対策

大手電力

排出量/発電量を 2010 年末迄に、３−５％削減する。

自 動 車

工場からの排出量を 2012 年迄に 2002 年の生産台数ベースで 10%削減する。

鉄

エネルギー利用効率を 2012 年迄に 98 年比で 10％向上。

鋼

半 導 体
化

排出量を 2010 年迄に 95 年比で 10％削減する。

学

排出量/生産量を 2012 年迄に、90 年比で 18％削減する。

石油精製

エネルギー利用効率を 2012 年迄に 02 年比で 10％向上。

原 子 力

原発による供給能力を 2012 年迄に 10％増大。

アルミ精錬

代替えフロン（PFC）排出量の一段の削減。

この表の数値に関しては各業界が排出抑制目標を達成しても、米国の GHG の総排出量
は経済成長を考えると今後 10 年で 12％程度増加する見込みで、主要国に GHG 削減を
義務付ける京都議定書に比べれば緩やかな内容といえる。さらに京都議定書と異なり数
値目標が未達成でも罰則はないのである。
２） 米国の排出量取引
米国では、既に 1975 年以来、種々の排出量取引が行なわれているが、ここで報告す
る排出量取引も主として酸性雨に起因する SO2 の取引が中心である。
一方、GHG の取引に関しては、ロスアンゼルス地区の大気汚染防止のため 1994 年に
NOx、SOx が取引された実績があるので、他国に比して経験があり、シカゴ気候取引所
（CCX）の開設もあり、将来の市場として有力である。
（１） SO2 酸性雨プログラムにおける排出枠のオークション
SO2 の排出枠取引は、国の年間排出上限（キャップ）と連動し、『大気浄化計画』制
度が始まった 1995 年から、コスト削減と環境面の両面で効果的とされ、2002 年のコ
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ストは、予想よりも 75％低いと評価された。排出量は、1990 年レベルから既に 500
万㌧以上の削減効果があり、東部地方における酸性降下物は 30％減少、その結果、湖
や河川でも改善が見られていると報告されている。2004 年３月 22 日にシカゴ証券取
引所で行われたオークションの結果を EPA の HP から報告する。
本オークションは、第 12 回目の酸性雨アローアンス・オークションとして、一般
市民、ブローカー、及び発電所が合計 250,110 ㌧の SO2 を売買した。
各アローアンスは発電所から排出される SO2 、１㌧に相当するものとし、本プログ
ラムでは発電所からの排出量削減に向けて市場を利用した Cap

& Trade の制度を活用

している。発電所からの SO2 排出量は 1980 年と比較して 700 万㌧以上減少した、と
発表した。
今回のオークションでは、アローアンスには「ビンテージ」（特定年度の枠）が含
まれ、これは投資計画に安定性をもたらすため、大気浄化法が７年先のアローアンス
を追加的にオークションにかける権限を EPA に与えているためである。そしてこれら
のアローアンスは 2011 年に利用が可能となる。
（２）取引量と価格
第７．５．２表

SO2 の入札と価格

2002 年
売買量

2003 年

127,388 ㌧

入札総数

53

落札数

46

落札価格

160.5US$/t

入札幅

150−215

成立総額

2044.50 万 US$

2009 年もの
2002 年の入札

127,388 ㌧

127,388 ㌧

172US$/t

68US$/t

3230 万 US$

866.24 万 US$

（３）CO2 排出量取引の入札
2003 年 10 月、シカゴ環境先物取引所（CCX）が米国最初の CO2 の排出量取引の実施
を発表した。この入札には自主的 GHG 削減運動を展開中のフォード自動車、デュポン等
米加企業 7 社とシカゴ市が参加した。合計 12.5 万㌧の排出量が入札にかけられ、トンあ
たり１＄弱で落札された。

７．６

オランダの制度

オランダは欧 州連合の排出量取引制度に は当然参加すると考えられ るが、1997 年の
COP3 以降、独自の購入制度を設定し、今日まで CERUPT/ERUPT 合計で 28Mt のクレジ
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ットを獲得している。
オランダは京都議定書のなかで、第１約束期間（2008 年から 2012 年）に 1990 年レベ
ルの６% の削減を実施しなければならない。これは、この期間において全産業分野が経済
成長をするとして、CO2 換算で年間に 5000 万㌧の削減を意味する。
1990 年の CO2 排出量 219 Mt を基準に年率約２％の経済成長を仮定すると、2010 年の
排出量は 256 Mt に相当する。これに、1990 年基準で６％（＝13
の削減を要する事になる。
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Mt）を加算すると、50Mt

第７．５．３表

2004 年の SO 2 入札結果

2004 Acid Rain Allowance Auction Results
Allowances Available for Auction
. ALLOWANCES AVAILABLE FOR AUCTION
Spot Auction

7 Year Advance Auction

Origin of Allowances (First Usable in 2004) (First Usable in 2011)
EPA

125,000

Privately Offered

125,000

11

Total

125,011

125,000

II. SPOT AUCTION RESULTS
NUMBER

OF NUMBER

OF

ALLOWANCES BIDS

BIDDERS

BID PRICE

Bid

Successful: 14

Highest: $300.00

Unsuccessful: 7

Clearing: $260.00

For: Successful: 25

288,537
Sold: 125,011

Unsuccessful:
39

(the clearing price is the lowest price at
which a successful bid was made)

Total: 64

Total: 21

Lowest: $107.00
Average: $272.82

III. 7 YEAR ADVANCE AUCTION RESULTS
NUMBER

OF NUMBER

OF

ALLOWANCES BIDS

BIDDERS

BID PRICE

Bid

Successful: 2

Highest: $129.11

For: Successful: 2

275,053
Sold: 125,000

Unsuccessful: 6 Unsuccessful: 3

Clearing: $128.00
(the clearing price is the lowest price at
which a successful bid was made)

Total: 8

Total: 5

Lowest: $81.15
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Average: $128.00

SPOT AUCTION WINNERS
PERCENTAGE OF TOTAL
BIDDER'S NAME
American Electric Power
Morgan Stanley Commodities
Group, Inc.
Edison Mission Energy
PSEG Energy Resources and
Trade LLC
Cantor Fitzgerald Brokerage
L.P.
Indianapolis Power & Light
Company
Cedar Falls Utilities

Economics
Acid Rain Retirement Fund
Maryland Environmental Law
Society
and

Greener

Program
Beloit College SO2 Reduction
Program
AEM 250 Cornell Univ 2004
AEM 451 ECON 409 Cornell
Univ 2004

TOTALS

ALLOWANCES (%)

AMOUNT PAID

75,000

59.99

$20,813,800.00

25,000

20.00

$6,569,250.00

10,481

8.38

$2,885,060.00

7,500

6.00

5,000

4.00

1,500

1.20

500

Bates College Environmental

Cleaner

QUANTITY

0.40

9

< 0.01

7

< 0.01

5

< 0.01

5

< 0.01

2

< 0.01

1

< 0.01

1

< 0.01

125,011

100%
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$1,965,625.00

$1,337,500.00

$390,465.00
$134,705.00
$2,628.00
$2,100.00
$1,500.00

$1,400.00

$600.00
$300.00
$295.00

$34,105,228.00

7 YEAR ADVANCE AUCTION WINNNERS
PERCENTAGE OF TOTAL
BIDDER'S NAME
American Electric Power
James Ayres
TOTALS

QUANTITY

ALLOWANCES (%)

AMOUNT PAID

124,950

99.96

$15,993,600.00

50

0.04

$6,455.50

125,000

100%

$16,000,055.50

Total Auction Proceeds

$50,105,283.50
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この高い削減量を達成するため、オランダ政府はその 50% を国内対策で、残り 50％を
京都議定書における柔軟性措置で対処するものとし、議会で決定した。そして、CDM や JI
でエネルギー効率の向上や再生可能エネルギーへの投資を促進する CO2 削減支援用国家予
算が組まれた。
オランダは経済省（排出権取引の推進）及び環境省（気候変動政策の策定）の組織を通じ
て海外から炭素クレジットを購入するため、2001 年に 8000 万㌦（約 99 億円）、2002 年
に 12000 万㌦（約 148 億円）の合計 2 億㌦（約 247 億円）の予算を組んだ。
１）CERU-PT の仕組み
オランダ環境省は CDM による炭素クレジットを買い取る目的で CERU-PT（Certificate
Emission Reduction − Procurement Tender）政策を導入し、2001 年から公募を開始した。
CERU-PT は後述の ERU-PT と同様に、事業主が応募しやすいよう、オランダ政府は、契
約了解文書 MoU（Memorandum of Understanding）をホスト国と取り交わしている。これ
は将来ホスト国が本仕組みにおいて炭素クレジットをオランダ国に移転することを包括的
に網羅した覚え書きの性格を持つものである。
オランダは、海外から排出権を獲得するために、「国際金融公社とクリーン開発メカニ
ズムで協力」する事を表明している。
オランダ環境省大臣は、途上国における温暖化対策プロジェクトについて、世界銀行グ
ループの国際金融公社（International Finance Corporation：IFC）との協定にサインした。
同省に代わって、IFC は、途上国における温暖化対策事業（省エネルギー、持続可能な
エネルギー生産など）を選定する。IFC は、事業のモニタリングや実施も担当する機関と
しても位置付けられている。IFC との協定は３年間で、これにより、10Mt の CO2 を削減
する計画である。契約金額は 4000 万ドル(48 億円、＠120 ）。CO2 の削減分は、京都議定
書のクリーン開発メカニズムによって、オランダの排出削減目標達成のために利用される。
プロンク大臣は、同様の協定を他の国際機関とも締結したいとしている。
オランダは、京都議定書の第１削減期間、2008-2012 年の 5 年間に、CO2 換算で 250Mt
の削減をする事になっている。前述のように、このうち 125Mt を国内努力で達成すること
に企業側と合意しているが、残り 125Mt は、海外の削減で実現する計画で、着々と手を打
っている。
２）ER-PT の仕組み
炭素クレジットの購入には世界銀行が組織した PCF があり、オランダ政府もこの組織
に出資し ている。これに加 えて、JI におけ る炭素クレジッ トの買い取りを目 的とした
ERU-PT（Emission Reduction Unit −Procurement Tender ）の仕組みを構築し、2000 年７
月に東欧において JI のプロジェクトを募集した。オランダ経済省が東欧の JI プロジェク
トから生ずる CO2 排出削減量、ERU を調達するプログラムである。
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この ERU-PT によって第１回の入札では 300 万㌧の CO2 削減量を調達し、達成するも
のとしている。
第 1 回の入札では 26 社が応募し、９プロジェクトが残り、2001 年の最終入札で５プロ
ジェクトが落札した。5 社が応募した CO2 削減総量は合計で 417 万㌧にのぼり、約 35，359
千 EU（約 39 億円）と報告されている。

７．７

世界の排出量取引市場

現在世界各国では国情に応じた取引スキームを採用し、実施あるいは実施の予定である
が、どの位の取引所ないし取引市場があり、排出量取引関連団体が運営されているか。
国際排出量取引協会（IETA、 International Emission Trading Association）の調査を引用
して第７.７.１表および第７.７.２表に示す。
民間の取引市場としては、シカゴ気候取引所（CCX,

Chicago Climate Exchange）が知

られている。直近の 2004 年 2 月 2 日の発表で 2004 年の取引結果を報告しているので、
第７. ７. １図に示す。京都議定書が発効せず、且つ第一約束期間前にも拘わらず、このよ
うな情報がインターネットを通じて発表されている。
米国での排出量取引は、州政府の規制、業界や企業の自主的規制などに対応するため、
また将来の規制に向けた措置、環境格付けを狙ったものなどと理解されるが、市場を取り
巻く証券企業が仲介する販売もみられる。その中で、扱われる温室効果ガス削減証書につ
いて、投機的な目的ではなく、環境教育や地球温暖化対策への啓蒙的な効果を狙ったもの
と説明されている。その取引価格も各種削減プロジェクトによって異なり、転売できない
点も強調されている。
GHG 排出量取引は、京都議定書が発効し、そこに規定された第一約束期間が始まれば
活発な取引が行われると想定されるが、現状では、スタートラインの付近で号砲を待って
いる状況である。
問題は議定書の発効に向けた努力が必要である。
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第７．７．１図

直近の CCX の発表
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第７．７．２表

世界排出量取引関連団体

区分

機関・組織等
Australian Emissions Trading Scheme
Denmark - Cap and Trade Scheme for Energy Sector

National Emissions

New Zealand Emissions Trading Scheme

Trading Schemes
Norwegian Emissions Trading Scheme
UK Emissions Trading Scheme
Chicago Climate Exchange - United States
Pilot Emission Reduction Trading Project (PERT) - Ontario, Canada
Emissions Trading

GHG Emission Reduction Pilot (GERT) - Canada

Market Simulations and
Pilots

Carboncredits.nl - Netherlands (Formerly ERUPT)
Alberta GHG Emissions Trading Simulation - Canada
Greenhouse & Energy Trading Simulation n ｰ 2 - Europe
United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC)
United Nations Council on Trade and Development (UNCTAD) GHG
Emissions Trading Project

United Nations and
International

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
United Nations Environment Program (UNEP)

Government Agencies
United Nations Environment Program Finance Initiatives (UNEPFI) Climate Change
United Nations Development Program (UNDP) - Climate Change
and Sustainable Development
The World Bank - Climate Change
The World Bank's Prototype Carbon Fund
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
CDM Central
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Emissions Trading & Project Based Mechanisms
Commission for Environmental Cooperation of North America
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International Energy Agency (IEA)
・Dealing with Climate Change
・Renewable Energy Policies and Measures in IEA Countries
Royal Institute of International Affairs - Sustainable Development
Programme - Climate Change
European Bank for Reconstruction and Development Carbon Fund
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Climate and Energy
World Resources Institute (WRI) - Climate Change and Energy
World Wildlife Fund (WWF) - Climate Change Campaign
Non-Governmental

International Institute for Sustainable Development (IISD) - Climate
Change

Organisations
Pew Center on Global Climate Change
Environmental Development Action in the Third World (ENDA)
Tata Energy Research Institute (TERI) - Climate Change
Business Council for Sustainable Energy - Climate Change
The Transatlantic Dialogue on Climate Change: New Ideas for a
New Era - Centre for European Policy Studies (CEPS)
European Business Council for a Sustainable Energy Future
Pennsylvania Department of Environmental Protection - Emission
Reduction Credit Registry System
Canada's Climate Change Voluntary Challenge & Registry Inc.
Credit Registry
GHG Credit Registries

The Clean Air Registry
Automated Power Exchange (APX) Environmental Registry
Environment Resources Trust (ERT) GHG Registry Program
Voluntary Reporting of Greenhouse Gases Program - U.S.
Department of Energy
CleanAir Canada
UK Emissions Trading Registery

Modelling Emissions

Carbon Emission Reduction Trade Model (CERT)

Trading
−133−

Trading
Belgian Federal Department of the Environment - Climate Change Belgium
Danish Ministry of the Environment - Denmark
European Commission on Climate Change
Europe

Finnish Ministry of the Environment - Finland
French Ministry of Country Planning and Environment - France
German Federal Environment Ministry - Germany
The Dutch Climate Policy - Netherlands
Norwegian Ministry of the Environment - Norway
Swedish Environmental Protection Agency - Greenhouse Gases and
Climate Change - Sweden
UK Department for Environment, Food & Rural Affairs - Climate
Change - United Kingdom
Climate Change Solutions
Government of Canada Climate Change Web Site

Canada

National Climate Change Secretariat
Natural Resources Canada Climate Change Web Site
National Round Table on the Environment and the Economy
(NRTEE) - Emissions Trading
Climate Change Central

United States

Global Change Strategies International Inc.
Environmental Protection Agency Global Warming Web Site
Department of State - Climate Change
The US-Australia Climate Action Partnership

Australia

The Australian Greenhouse Office
New South Wales Greenhouse Gas Abatement Scheme
Environment Business Australia

Research Institutes

Hamburg Institute of international Economics - HWWA Programme International Climate Policy
Center for European Economic Research (ZEW)
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Department for Environmental
and Resource Economics,
Environmental Management

Environmental News

Center for European Economic Research (ZEW)
Department for Environmental and Resource Economics,
Environmental Management
Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
(CICERO) Climate News Archives
United Nations Framework Convention on Climate Change - What's
New?
Weathervane: Resources for the Future's Digital Forum on Global
Climate Change Policy
Sign up for Point Carbon: Carbon Market News - Free!
IETA Environmental News Updates
Environmental Finance Magazine
http://wwww.ieta.org/Library_Links/Links_Content.htm
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８．おわりに
日本機械工業連合会･ 環境委員会の下部組織として平成１０年度に発足した「海外環境
動向調査分科会」の活動は当初は、世界の環境事情の調査にはじまり、ビジネスの視点か
ら課題を絞りつつ課題の整理にたずさわってきた。
初年度及び次年度が主としてこれに相当する。特に第２年度では、中東欧州の環境事情
の視察調査を実施し、将来の環境事業への足場を検討した。同時に、視点をアジアに置い
て、経済･ 産業の発展が著しい中国の環境を調査した。
何れも、環境意識が高まらない情勢の中での調査で、実態を浮かび上がらせることはで
きたが、ビジネス化への機運は発生しなかった。
同分科会では、第２年度以降は、京都メカニズムによる事業化機会の調査に重点を置く
ものとしたが、気候変動枠組条約・京都議定書が煮詰まるに従い焦点が絞られてきた。併
せて京都メカニズムの詳細ルールの進展に沿った調査に軸足を移し、同条約締約国会議の
情報収集や、CDM／JI の事前事業の動向、排出量取引などの実情調査に勢力を注いできた。
COP ９を経て、京都メカニズムのルール化が大略決まり、ビジネスとしての京都メカニズ
ムが軌道に乗り出してきた。そして、京都議定書の発効と第一約束期間の発足を睨みつつ、
世界の動きをウォッチし、ビジネスチャンスを調査することに傾斜してきた。
過去 5 年間の分科会活動は主としてこの範疇の作業に終始したといえる。
本年度からは、分科会の名称も「気候変動枠組条約関連事業化調査分科会」に変わり、
京都議定書関連の、より具体的な問題の調査と事業化という課題提供に焦点を絞るものと
なった。
そして、内外の動向も、これに併せたような形に展開されつつある。
すでに気候変動枠組条約事務局では CDM 理事会の傘下に専門家集団を設置して、CDM
案件の認証審査を開始し、欧州連合では、昨年夏に域内排出量取引制度に関する指令を発
令し、2005 年初当より取引が始まる予定である。
このような時期に、本年 5 月に欧州連合に加盟する中東欧国を再度訪問して具体的な京
都メカニズム案件の発掘など、ルート開拓の機会が提案されたが、残念なことに日の目を
見なかった。新年度からは、ここで調べた団体やメーカーとのメール調査を実施する方針
に切り替えて、将来に備えたい。
国内では、第一約束期間の遵守問題が取りざたされ始めたが、年度末の環境省の発表で
は、森林吸収量が当初見積もりより少なく、運輸･ 民生部門の GHG 排出量の増加対策や、
新温暖化対策推進大綱で審議中とはいえキャップ、環境税の問題など必ずしも進展してい
るとはいえない状況にある。
一方では、環境報告書の内容の吟味に始まる、企業の環境対策が企業の社会的責任にも
取り込まれた形を呈し、企業の格付けにまで普及され、社会は広義の環境対応方向に向か
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っている。
環境問題の解決が企業の社会貢献に留まっている間は、ビジネスの視点は生まれ難いと
考えられる。企業は企業のノーハウを基に独自の環境貢献を検討すべきで、例えば証券会
社等の金融技術の知識を生かした、CDM 事業の発掘と企業への展開など、分科会でも報
告されたように方法は広く存在している。
欧州連合の例や、米国の実情からは、京都議定書の発効がなくとも、排出量取引市場は
活動するものと思われる。そして、ここで扱うクレジットは新らたな国際通貨として流通
することになろう。これからの京都メカニズムビジネスは、複数の仕組みとの組み合わせ
（ポートフォリオ）による収益の挙がる事業化を検討することになろう。
一方、現状の気候変動枠組み条約は、第２約束期間に継続するのかという問題も抱えて
いることは銘記しなければならない。京都議定書の発効は勿論問題であるが、途上国の参
加を考えると、より参加しやすい枠組みの構築が求められている事も事実である。
以上を考慮すると、日本機械工業連合会・環境委員会の分科会活動が昨年度までを第１
期とすれば、これからは、新しい、ビジネス展開期に参入する第２期に入ることになると
いえるのではないか。
更なる努力をもって、欧米の動向や国内の動向調査を通じて、ビジネスチャンスの検討
に臨みたい。
最後に本分科会の調査活動にご協力頂いた委員の皆様に真摯なる謝意を表する次第であ
る。
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