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【要約】 

我国が CO2 クレジットを期待できる重点国として中国及びインドを定め、我国企業等が今

後 CDM プロジェクトを発掘/形成/実施するに際して有益なガイドとなり得る戦略マップを作

成することを目的として調査を実施した。報告書には中国およびインドの重点政策から、重

点分野、CDM プロジェクトの実例、プロジェクト実施事業者、コンサルタント、現地製造メー

カなどの具体的な情報まで、 近の情報を幅広く盛り込んだ。今後の CDM プロジェクトの見

通しとして、中国、インドとも暫くは風力発電、水力発電のプロジェクトが大部分を占めるよう

な流れは続くと観られるが、他の分野の動きとして、廃ガス利用発電、バイオマス発電、廃棄

物処理（中国）、単層メタン回収（中国）、省エネルギー電力･熱（インド）が新しい分野として増

加して来ているので注目される。 

 



 

 

1 はじめに 

本調査は重点国として、CDM プロジェクトの GHG 削減量として 大の実施国である中国およ

び 大の CDM プロジェクト件数の実施国であるインドを対象として、この両国において過去の

CDM 案件に見る特徴を把握し、CDM 重点国市場としての分析を進めるとともに、有望なプロ

ジェクト分野・類型を絞り込み、CDM 案件組成に関心を持つ我が国企業の CDM 案件組成の

ための戦略策定、形成支援に資するものとしてまとめたものである。 
 

2. 調査研究の目的 

本調査の具体的な研究目的として以下の項目を実施する。 

＊ 我が国がクレジットを得ることが期待できる重点国として中国およびインドを定め、温室効

果ガス削減プロジェクトが成立する可能性について調査する。 

＊ 我が国企業等が今後 CDM/JI プロジェクトを発掘/形成/実施するに際して有益なガイドと

なり得る戦略マップを作成する。 
 

3. 調査研究の成果まとめ 

3.1 中国編 

3.1.1 今までの CDM プロジェクトの傾向 

今まで中国をホスト国として登録されているプロジェクトでは、初期に HFC の破壊プロジェクト

があったが、その後現在までは再生エネルギーのうち風力発電、水力発電のプロジェクトが大

部分（約 70％）を占めるに至っている。 

さらに、バリデーション段階のプロジェクトの傾向分析からも再生可能エネルギーの分野が約

63％と大部分であり、今後も暫くは風力発電、水力発電のプロジェクトが大部分を占めるよう

な流れは続くと観られるが、他の分野の動きとして、廃ガス利用発電（10％）、単層メタン回収

（7％）、バイオマス発電（4％）が新しい分野として増加して来ていることが観られる。廃棄物処理

の場合、比率は低下しているが、件数は増加しているので、注目される。 

3.1.2 今後の有望な分野 

CDM 管理弁法による重点分野は（第 4 条）以下の通りであるが、エネルギー効率の向上が

重点政策となっている。 

(1) エネルギー効率の向上 

(2) 新エネルギーと再生エネルギーの開発･利用 

(3) メタンガスと石炭層ガスの回収･利用 

 



 

 

(1) エネルギー効率の向上分野 

エネルギー効率の向上では、以下の分野での CDM プロジェクト形成が望まれる。 

 電力分野   

・ 低効率、老朽火力発電所のリハビリと建て替え 

・ 電力グリッドの改良と建設(ロスの低減) 

・ 石炭火力発電は発電部門の 92％のエネルギー消費を占めている。 

・ 石炭火力発電の効率が悪く、CO2 排出原単位で見ると、中国は日本のそれぞれ

1.3 倍となっている。 

・ 石炭火力をガス火力、ガス コンバインド・サイクル発電への変更： 一部の要素プ

ロセスの方法論（ACM0007：単純サイクルからコンバインドサイクル化）もあり、これ

を有効に利用すれば、CDM 形成に も早道の分野である。さらに発電分野の

CDM 化を展開していくために、新方法論を提案、確立していくことを期待したい。 

・ 風力発電、水力発電の推進 

 工業分野   

重点省エネルギー工業は以下の分野が優先省エネ技術である。これらの工業部門に

おけるエネルギー消費は、中国の総エネルギー消費量の 70%になる。エネルギー消

費は 1980 年から 2000 年まで 20 年間に、約 2.3 倍に増加している。 

・ 鉄鋼工業 ： CDQ、DC アーク炉 

・ 建材（セメント）工業 ： 廃熱回収システム、プレ・カルサイナー付き乾式キルン 

・ 中国のセメント製造原単位はセメント トンあたり 171kgce、日本では 121 kgce で

あり、中国にとって 29％の改善余地がある。 

・ 肥料工業 ： 廃熱回収システム、プロセス廃熱回収用 CFBC-ボイラー、 

・ 紙・パルプ工業 ： 廃熱回収システム 

・ 石油精製工業 ： 廃熱回収システム 

この分野においては、要素プロセスに関しては方法論が成立しており、登録プロジェク

トも多数出ている。（ACM0004：廃熱回収システム、ACM0005：混合セメント、

ACM0007：コンバインドサイクル化、ACM0009：ガス転換など、） 

方法論が成立している要素は、今後も CDM 形成に も早道の分野である。さらに省エ

ネ技術のCDM化を展開していくために、新方法論を提案、確立していくことを期待したい。 

(2) 新エネルギーと再生エネルギーの開発･利用分野 

 風力発電 

・ 政策 ：引き続き「乗風計画」（1996 年制定、風力発電国産化）を推進している。 



 

 

・ 風力資源 ： 1,000GW と想定されている。風力資源の豊かな地域は、主に南東の

沿岸とそれに近い島の地域、内モンゴル、新疆、甘粛省北部、および中国北東部、

中国北西部、中国北部、および青海チベットの一部に位置している。 

・ CDM 可能性 ： 方法論が成立（ACM0002）しており、登録プロジェクトも多数出て

いる。今後も CDM 形成に も早道の分野である。 

・ 国産化が推進 ： 中国国内で小型風力発電機メーカは約 40 社。年間の生産能力

は 3 万台以上。中国企業と先進国企業との合弁で大型風力発電機の国産化を図

ろうとしており、現在単機 600W の風力発電機の国産化が実現した。 このように国

産化が推進されているので、日本からの機器の輸出だけでは参画が難しくなる。合

弁化や、協力体制の確立から進めていく必要がありそうである。 

 水力発電（小規模水力発電） 

・ 政策 ： 小規模水力発電を強く支持、支援する。農村地域での電化計画を含む。

小規模水力発電所の建設を政府債券からの特別基金を充当する支援策がある。 

・ 資源 ： 水力資源は、125 GW と想定されている。水力資源の豊かな地域は、主

に南西部の地域に位置している。 

南西部の省 ： 全国の65%の県、市が対象。資源能力の50%以上の役割を占める。 

・ CDM 可能性 ： 方法論が成立（ACM0002）しており、登録プロジェクトも多数出

ている。今後も CDM 形成に も早道の分野である。 

 太陽光発電 

・ 政策 ： 中国政府の政策 ： 遠隔地の電化計画「光明工程」の推進。 

・ 資源 ： 太陽エネルギー資源は、約 1 兆 7000 億トンの石炭と同等と想定されている。

太陽エネルギー資源はほぼ全国的に豊かである。特に、青海省-チベット高原の地

域と寧夏北部、甘粛北部、新疆東南部は全中国で も多量の太陽輻射を受ける。 

・ 普及の障害 ：  発電コストが高く普及に足かせとなっている。 

・ CDM可能性 ： 方法論が成立（ACM0002）しており、今後のCDM形成に有望な分野である。 

 中国 再生可能エネルギーのポテンシャル 

再生可能エネルギーのポテンシャル、現状設備、目標設置を以下の表にまとめている。 

表 5.13-1 中国 再生可能エネルギーのポテンシャル 

型式 資源 
ポテンシャル 現状 2020年目標 

風力発電 陸上250GW 
海上750GW 40発電所-570MW 30GW 



 

 

水力 390GW 
(小水力125GW) 

90GW 
(小水力30GW) 70-80 GW 小水力 

バイオマス/ 
バイオガス/ 
バイオ燃料 

500百万tce/年 
45億m3 

1,900MW 
400,000 t 

25億m3 
30GW 

百万 t（近未来） 
太陽光 

PV 
SWH 

1.7兆tce/年 50MW PV 
5,200 m2 

2 GW PV 
2億7,000万m2 

 

(3) メタンガスと石炭層ガスの回収･利用分野 

 炭鉱ガス（CMM）と石炭層ガス（CBM） 

・ 政策 ： 重点政策の「クリーンコール技術の産業化促進」の項で具体的目標が明示

されている。山西省沁水炭田他重点炭田での CMMおよびCBM探査評価及び

開発利用の推進。メタン資源は 13 の炭田地帯に主として分布している。 

・ 資源 ： メタン資源は、30-35 兆 m3 と想定されている。 

・ 優 遇 政 策  ： 所 得 税 減 免 、資 源 総 合 利 用 、外 資 など、奨 励 策 と優 遇 政

策 を採 っている。  

・ 方法論が成立（ACM0008）しており、登録プロジェクトも 1 件出ている。今後も CDM

形成に も早道の分野である。 

3.1.3  中国の電力グリッドの CEF（CO2 排出係数（CO2/kWh）） 

登録された PDD の事例から具体的な CEF の数値を地域ごとに一覧表にまとめた。同じ

サンプル年の電力網の CEF は同じになるはずであるが、事業者（PDD コンサルタント）が

違う場合以外は、CEF の数値が異なっており、整合していないことが判った。 

以下の表はその中の東北電力網の例の一部を示したものである。 
 

表 5.12-3 東北電力網の CEF（遼寧省、吉林省、黒龍江省、内蒙古東） 

Ref プロジェクト 方法論 CEF （CM） 
(tCO2/MWh) 

サンプル 
年 

CDM 
China 
CEF 

238 吉林省 49.3MW 風力発電プロジェクト ACM0002 1.017 
483 吉林省風力発電プロジェクト Phase I  ACM0002 1.010 

576 内蒙古自治区 45.05 MW 風力発電プロジェ

クト ACM0002 1.024 

599 吉林省風力発電プロジェクト ACM0002 0.929 

689 内蒙古自治区 49.3 MW 風力発電プロジェク

ト ACM0002 1.024 

2004 

0.778 
（50/50） 

 
0.882 

（75/25） 

 

表の右欄は、 近、中国の公式ウェブサイトで電力網の基礎データと CEF を掲載した「中



 

 

国ベースライン排出係数計算結果」を掲載しているが、そこで記載されている東北電力網

の CEF の数値を示している。この中国の公表データは中国語版でしか掲載されていない

が、英語版での掲載が強く望まれる。 
 

3.1.4 まとめと、提言 （中国編） 

 中国においては再生エネルギー（風力発電、水力発電）が、今後暫くは CDM プロジェク

トの主流であると想定される。方法論と CDM プロジェクトの登録にいたる経験も中国側で

確立しているので、CDM 化リスクは少なくなっている。中国側に経験者がいるので、日本

の投資家、事業者、メーカが先方と合弁事業化、SPC など協調を取りながら積極的に

CDM プロジェクトの形成を推進することを期待したい。 

 プロジェクトの設備費用に対するＯＤＡ提供は UNFCCC で OK とされたので、JBIC 始

め ODA 関係の政府機関に積極的な CDM プロジェクトの支援、スキーム構築を望みた

い。 

 省エネルギー技術に関しては、中国ではまだほとんど CDM 化されていないが、今後の

政策上の重点課題である。承認方法論の範囲での CDM プロジェクト形成及び新方法論

による新しい局面へのアプローチなど選択肢は広い。大型省エネプロジェクトの CDM 化

を期待したい。その推進のため、プロジェクト資金の大型化に対応できる投資、融資につ

いて日本側の体制の整備が望まれる。 

 日本からの ODA 支援は、産業用のセメント、鉄鋼、肥料などの分野は従来対象外であり、

しかも省エネルギープロジェクトなどは、検討外であったが、その主な理由は、産業分野と

して十分な収益性があるため ODA の対象とはなり得ないと判断されたことによる。しかし、

省エネルギープロジェクトの実態は、従来必ずしも自動的に BaU として実現していくよう

にはなっていない。このため収益性が必ず確保されているとはいえず（特に環境保全が

中心の場合はよりその傾向が強い）、省エネルギープロジェクトがなかなか実現していな

いという傾向がある。従って、再生可能エネルギーと同様に、省エネルギープロジェクトに

おいても CDM プロジェクト形成に当たっては、ＯＤＡ支援が可能となるような新たなる資

金支援スキームが構築されることを期待したい。 

 中国では電力グリッドの CO2 排出係数（CEF）の発電データを「電力年鑑」としてウェブ

サイトに公開しており、プロジェクト参加者への便宜を図っている。しか、中国語版しかなく、

このことは、ユーザーにとっては新たな労力を要すものであり、中国の現地調査の際にも

英語版の掲載を要請したが、早急な改善を中国側に望みたい。 



 

 

 
3.2 インド編 

3.2.1 インドの CDM への対応、取組み 

インドは、二酸化炭素（CO2）換算で 3 億トンに相当する温室効果ガス（GHG）の排出削

減が可能であると言われる。体制整備も行われており、CDMプロジェクトのホスト国としては

も有望な国の一つである。国連のCDM理事会で登録済みプロジェクトの登録件数でも

世界で も件数が多い。それは以下の体制によって推進されている。 

1) 効率的な承認体制 

・ ウェブを通じた承認申請を受付ける方法 : インドのDNAが採用 

・ プロジェクトの審査方針、方法も明確にされ、公表されている。 

・ プロジェクト形成のための知識やノウハウを持った人材が揃っている。 

・ キャパシティ・ビルディング（CB）の取組み： インドは早くからドイツ技術協力公社

（GTZ）や日本の（財）地球環境戦略研究機関（IGES）などの支援を得てCBを促進して

いる。 

・ 地方自治体レベルの取組み： 地方自治体の中でもアンドラ・プラデシュ州、マディア・

プラデシュ州、ウエスト・ベンガル州は、CDM 促進機関の役割を果たすノーダル

（Nodal）を設置している。Nodal は CDM のキャパシティ・ビルディング やプロジェク

ト形成を行う機関であり、これらの３州は特に CDM に対して積極的である。 

（参考 ：京都メカニズム・ 排出権取引をめぐる各国の対応 2006 JETRO ） 

3.2.2 今までの CDM プロジェクトの傾向 

今までインドをホスト国として登録されているプロジェクトでは、初期に HFC の破壊プロジェク

トがあったが、その後現在までは再生エネルギーのうち風力発電、水力発電のプロジェクトが

大部分（約 56％）を占めるに至っている。 

さらに、バリデーション段階のプロジェクトの傾向分析からも再生可能エネルギーの分野が約

43％とやはり 大部分であり、今後も暫くは風力発電、水力発電のプロジェクトが大部分を

占めるような流れは続くと観られる。しかし、他の分野の動きとして、廃ガス利用発電を始めと

した省エネルギー電力･熱（18％）、バイオマス発電（10％）が新しい分野として増加して来て

いることが観られる。混合セメントの場合、比率は低下（4%）しているが、件数は増加（25 件）

しているので、注目される。 

3.2.3 今後の有望な分野 

 再生可能エネルギー分野 

インド政府の 第 10 次 5 カ年計画で、「62,000 の村の電化をグリッド延伸で 2007 年まで



 

 

達成し、残りの 18,000 は 2012 年までに、再生可能エネルギー(太陽、風力、小水力、バイ

オマス)で達成する」」 とされており、再生可能エネルギー分野は、貧困対策、電化対策と

あいまって重要な位置づけとなっている。 

(1) 太陽光 

• 太陽光発電（ＰＶ）システムは、以下の分野で広範囲に利用されている。 

農村電化、鉄道シグナル、マイクロウェーブ･リピーター、ＴＶ放送の伝送・受信。 

(2) 風力発電 

• インドは世界第 5 位の風力発電大国である。 

• 風力ポテンシャルとしては、13,000MW、ポテンシャルサイトとしては、208 箇所が見込

まれている。 

• 今後の設置目標として、10 年間で 1,500MW としている。 

• 会計上の支援をする優遇措置として、特定の風車の部品に対して、MNRE（再生エネ

ルギー省）が償却期間の短縮などの会計上の支援をする優遇措置が準備されている。 

(3) バイオマス利用 

• インドは、サトウキビの 大生産地である。バガスによるバイオマス燃料発電のポテンシ

ャルとして、3,500 MW、バイオマス ガス化システムのポテンシャルとして 16,000MW

が見込まれている。 

• バイオマス燃料発電プラントとして、85 プロジェクト/537MW の設備が設置されており、

536MW が建設中である。 

• 農村地帯では、320 万台余りのバイオガス設備が設置されている。330 万台の改良型

ストーブ（炉）が設置されている・ 

• バイオマスの有資格プロジェクトには、MNRE（再生エネルギー省）が会計上及び財務

上の支援をする優遇措置が準備されている。 

(4) 小規模水力（～25MW）エネルギー 

• 小規模水力のポテンシャルとしては、15,000MW が見込まれている。25MW までのポ

テンシャルサイトの数としては、10,071MW、4,096 箇所が見込まれている。 

• 小規模水力の設置された設備容量は 1,406MW である。 

 電力事業分野 

以下の重点分野を推進している 

・ 電源の多様化を進めている。（石炭、水力、ガス、再生可能エネルギーのベストミックス

化） 

・ 石炭の節減、効率向上、汚染抑制 



 

 

・ 民間参入、規制の再編 → 低効率設備の高効率化 

・ 送電系統の民営化 

 省エネルギー政策の重点分野 

以下の分野においてタスクフォースを形成する。 

セメント分野、製紙分野、繊維分野、肥料分野、塩素アルカリ分野、アルミニウム分野 

省エネ分野において、一部の要素プロセスに関しては方法論が成立しており、登録プロ

ジェクトも多数出ている。（ACM0004：廃熱回収システム、ACM0005：混合セメント、

ACM0007：コンバインドサイクル化、ACM0009：ガス転換） 

方法論が成立している要素プロセスは、今後も CDM 形成に も早道の分野である。さら

に省エネ技術の CDM 化を展開していくために、新方法論を確立していくことを期待す

る。 

3.2.4  インドの電力グリッドの CEF（CO2 排出係数（CO2/kWh）） 

登録された PDD の事例から具体的な CEF の数値を地域ごとに一覧表にまとめた。同じ

サンプル年の電力網の CEF は同じになるはずであるが、事業者（PDD コンサルタント）が

違う場合以外は、CEF の数値が異なっており、整合していないことが判った。 

以下の表はその中の南部地域電力網の一部を示したものである。 

 
南部地域電力グリッド （アンドラ・プラデシュ州、カルナータカ州、ケーララ州、タミル・ナドゥー州） 

Ref プロジェクト 方法論 
CEF （CM） 
(tCO2/MW

h) 

サンプル 
年 

User 
Guide 

312 18MW ミニ水力発電プロジェクト(カルナタカ

州) 
ACM000
2  0.814 

471 タミルナドゥ 54.25 MW 風力発電プロジェクト
ACM000
2 0.831 

516 ガンディ水力発電プロジェクト(カルナタカ州) ACM000
2  0.845 

2005 0.86 

 

表の右欄は、インドの CEA のウェブサイトで電力網の基礎データと CEF を掲載した「User 

Guide」を掲載している。そこで公表されている南部地域電力網の CEF の数値を示している。 

今後、方法論側での対応など改善が望まれる。 

3.2.5 まとめと、提言（インド編）  

 インドにおいては再生エネルギー（風力発電、水力発電）が、今後暫くは CDM プロジェクト

の主流であると想定されるが、同時にバイオマスプロジェクトの増加の傾向が観られる。今後

風力、水力に続く分野としての流れを形成する可能性もある。方法論と CDM プロジェクトの



 

 

登録にいたる経験もインド側で確立しているので、CDM 化リスクは少なくなっている。インド

側に経験者がいるので、日本の投資家、事業者、メーカが先方と合弁事業化、SPC など協

調を取りながら積極的に CDM プロジェクトの形成を推進することを期待したい。 

 プロジェクトの設備費用に対するＯＤＡ提供は UNFCCC で OK とされたので、JBIC 始め

ODA 関係の政府機関に積極的な CDM プロジェクトの支援、スキーム構築を望みたい。 

 省エネルギー技術に関しては、インドでは CDM 化されたプロジェクトが増加する傾向が見ら

れる。今後の政策上の重点課題でもある。承認方法論の範囲での CDM プロジェクト形成及

び新方法論による新しい局面へのアプローチなど選択肢は広い。大型省エネプロジェクトの

CDM 化を期待したい。その推進のため、プロジェクト資金の大型化に対応できる投資、融資

の日本側の体制の整備が望まれる。 

 日本からの ODA 支援は、産業用のセメント、鉄鋼、肥料などの分野は従来対象外であり、し

かも省エネルギープロジェクトなどは、検討外であったが、その主な理由は、産業分野として

十分な収益性があるため ODA の対象とはなり得ないと判断されたことによる。しかし、省エネ

ルギープロジェクトの実態は、従来必ずしも自動的に BaU として実現していくようにはなって

いない。このため収益性が必ず確保されているとはいえず（特に環境保全が中心の場合はよ

りその傾向が強い）、省エネルギープロジェクトがなかなか実現していないという傾向がある。

従って、再生可能エネルギーと同様に、省エネルギープロジェクトにおいても CDM プロジェ

クト形成に当たっては、ODA 支援が可能となるような新たなる資金支援スキームが構築され

ることを期待したい。 

 インドでは電力グリッドの CO2 排出係数（CEF）の計算を中央電力庁が詳細なデータまでウ

ェブサイトに公開しており、プロジェクト参加者への便宜を図っている。このことは、大変な労

力を要すもので、インドの関係者の並々ならぬ意欲を感じるものである。ただし、残念ながら

UNFCCCの方法論の側で、CEFを単純に公表資料から引用することは今のところ認められ

ておらず、インド側の努力が十分活用されているとはいい難い。 

今後方法論側にも引用で可能なように働きかけていくとのインド側の関係者の話もあり、そう

なると、大いに活用されていく事が期待され、プロジェクトの新規参入者にとっては、大きな参

入障害の一つが解消するとも言える。是非、インド側のさらなる努力を期待したい。 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://keirin.jp/
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