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[要 約] 

共同実施(JI)はクリーン開発メカニズム(CDM)に比べて早期実現可能性のあるスキームだ

が、JI トラック２はあまり簡素化されておらず期待よりも時間がかかる。JI トラック１は

早期案件形成が可能だがホスト国準備体制が遅れ気味となっている。GIS は期待が大きい

がホスト国での制度整備がまだこれからの状況である。将来の国際的な枠組みや米国の動

向に注意する必要がある。 

第1章 クリーン開発メカニズム（CDM）と共同実施（JI） 

環境対策、省エネ対策が進んだ先進国では更なる排出削減を行うためには多大な費用がか

かるが、その経済的な負担を軽減するため京都議定書では次の三つの柔軟性措置が導入さ

れた。クリーン開発メカニズム（CDM）、共同実施（JI）、そして国際排出量取引（IＥＴ）

である。この中で新たに排出権（クレジット）を生み出すしくみは CDM と JI の二つであ

り、共に自国以外で排出削減プロジェクトを実施してその削減分を排出クレジットとして

譲り受け、自国の排出削減分にカウントできるというものである。 

１．１ CDM 制度の概要 

クリーン開発メカニズム(CDM)は京都議定書の第 12 条で定められているもので、附属書

Ⅰ国(いわゆる先進国)と非附属書Ⅰ国(いわゆる途上国：ホスト国)が共同で排出削減事業を

実施し、その削減分を投資国である先進国が自国の削減目標達成に利用できる制度である。 

先進国は資金と技術を提供する代わりに排出クレジットを獲得し、一方の途上国は提供さ

れた資金と技術により非効率で環境負荷の多い旧式設備を近代化できるため両者とも恩恵

を受ける優れた制度といえる。 

CDM は最も早く制度が確立し、2004 年 11 月に第 1 号案件が CDM プロジェクトとして

登録されてから 2009 年 2 月までで 1423 件が登録済みである。 

その手続きと審査は CDM 理事会（CDM-EB）で厳格に決められており、以下の課題があ

る。 

１） クレジット発行にいたるまでに手間と時間がかかる。 

２） CDM 体制構築力が乏しい国では案件形成が進まず、登録案件に地域の偏りがある。 

３） 登録できないリスク、事業実施されないリスク、削減効果減少のリスク、クレジッ

トが認証されないリスクなどあり、リスクが高い。 

４） 追加性がネックとなり日本のＯＤＡ資金がクレジット獲得に利用できない。 

５） ＣＤＭ案件を発掘し実施しようとするディベロッパーが日本には少ない。 

１．２ JI 制度の概要 

共同実施(JI)は京都議定書の第 6 条で定められているもので、投資国となる先進国とホス
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ト国となる先進国が共同で排出削減事業を実施し、その削減分をホスト国の排出枠から投

資国側の先進国へ移転し、投資国の削減目標達成に利用できる制度である。 

原則として投資国とホスト国が互いに協議し取り決めた条件でクレジットを移転できるト

ラック１と呼ばれるプロセスと、国連の共同実施監督委員会（JISC）の手順に沿って行う

トラック２と呼ばれるプロセスがある。JI の対象国は中東欧やロシアなどとなっており、

中東欧諸国は EU に加盟していることから EU 規制の影響を受けることになり、JI プロジ

ェクト進展の妨げとなっている。 

京都メカニズム情報プラットフォームによると日本政府承認のプロジェクト数は CDM 

415 件に対し JI 19 件と少ない。（2009 年 1 月 20 日現在） 

１．２．１ JI トラック１ 

JI は先進国同士で実施するプロジェクトであり、CDM と異なりプロジェクトの実施で新

たにクレジットが生み出されるわけではなくホスト国側の排出枠の一部を投資国へ移転す

るだけのものであるから、原則的に投資国とホスト国が互いに協議し取り決めた条件でク

レジットを移転できる。これがトラック１である。ただし、この原則が適用されるのは遵

守委員会（Compliance Committee）でホスト国が 6項目の適格性（Eligibility）を満たし

ており京都議定書を遵守できるとみなされるときだけとなっている。 

１．２．２ JI トラック２ 

トラック２は、ホスト国が上記要件のうち３項目だけを満たしている場合に適用され、

認定独立組織（AIE）によるプロジェクト適格性の決定や、JI 監督委員会（JISC）による

排出削減量の決定など、CDM に類似する手続が必要となる 

１．３ 米国の動向 

米国は京都議定書を批准していなかったが、2009 年 1 月オバマ新大統領が就任して、米

国回復・再投資計画(American Recovery and Reinvestment Plan)と、米国新エネルギー

総合計画(The Obama-Biden comprehensive New Energy for America plan)の２つの大

きな政策を打ち出した。京都議定書の第Ⅰ約束期間が 2008 年から 2012 年であるため、

2013 年以降の枠組みに米国の動向が大きな影響を与える。 

 

第2章 GIS スキームについて 

２．１ GIS スキーム成立の経緯と排出量取引 

京都議定書により、先進国と経済移行国には、第一約束期間（2008～2012）の間に京都議

定書に従って排出することができる温室効果ガス（GHG：Greenhouse Gas）の量：割当

量（Assigned Amount Unit）があるが、ロシアとウクライナのような大半の経済移行諸
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国にとって、2012 年までの GHG 排出量予測はその割当量を大幅に下回る。これらの国々

の割当量と GHG 予想排出量の明らかな差は、"Headroom"「余裕」（ホスト国によって好

まれる語）または”Hot Air”（ 自国の努力による削減量ではないため、「ばかげた話」や「空

手形」という意味で使われている）と呼ばれ、余剰 AAU として京都議定書の第 17 条の下

で GHG 排出削減が必要な主権を有する買い手国及び/または他の Annex B 国の認可され

た民間の買い手へ特定の状況下で販売することができる。 

余剰 AAU の売買については京都議定書の趣旨からして大いに議論のあったところである

が、AAU に「グリーニング（Greening）」を付加して AAU 移転を受け入れ易くしようと

いうアイデアが、2000 年 11 月に COP6 でロシアより公式に紹介された。即ち、グリーン

投資スキーム(Green Investment Scheme, GIS)とは、排出量取引によって排出量を売却し

た国が得る売却益の使途を環境問題対策（いわゆる「グリーン投資」）に限定するという仕

組みのことである。 

２．２ GIS スキームの特徴と現状 

GIS は気候変動枠組条約（UNFCCC）の枠内での文書で規定されているスキームではな

いから、基本的には GIS を実施する当事者同士でスキームを構築する必要があることが重

要なポイントである。スキームの構築に当たって考慮しなければならない項目としては、

グリーニング（ハードとソフト）の比率、アプローチ方法（プロジェクトまたはプログラ

ム）の選択、資金管理、財政面・法律面・環境面での追加性、ベースラインの特定、モニ

タリングと検証、時間枠の設定などが考えられているが、交渉次第では、JI と比較しても

相対的にフレキシブルなスキームとすることが可能だという大きな利点がある。 

NGO の多くは、二次的な利益なしで単に AAU を買うことには反対している。たとえば買

い手国政府がグリーニングが不十分な AAU を買えば、国内や国際社会から批判されるか

もしれないという、いわゆる潜在的評判リスクであるかも知れないとも言われている。 

２．３ GIS スキームの案件形成 

大きく２つの形成方法がある。 

「ファンド型 GIS」といわれるタイプは、まず AAU 移転・代金支払いを行いその代金を

ホスト国政府が指定したある機関（または口座）に一旦プールし、その後個別のプロジェ

クトを特定（承認）しその資金を活用していくものである。この型は一般的に想定されて

いるスキームで、プロジェクトの特定を事後に行うことから、一度に大量の AAU 移転が

可能なため事務コストを低減でき、またその結果として比較的小規模な PJ まで対象を拡

大できるという特徴がある。 

また、「プロジェクト型 GIS」とは、まず個別のプロジェクトを特定（承認）しその後個

 5



別プロジェクト毎に AAU 移転・代金支払いを行うもので CDM／JI の形に近いものであ

る。この型は AAU 移転の前に PJ を特定することから透明性が高く説明しやすいが、一度

の取引が比較的小規模になることから事務コストが高くなり、その結果対象 PJ が相対的

に減少する可能性がある。 

 

第3章 JI 及び GIS スキーム適用候補国について 

３．１ ブルガリア 

３．１．１ ブルガリアの JI 制度と手続き(トラック１及びトラック２) 

ブルガリアは JI に関する理解が進んでいる国のひとつであり、トラック２による JI プロ

ジェクトも実施されている。日本との協力覚書も締結されており、制度、能力、日本との

関係において JI 先進国の一つといえる。ただし、トラック１のプロセスはまだ決まってい

ない。2008 年 11 月になって、EU 制度との関連から JI プロジェクトを実施しないとの方

針を出した。現在日本政府等との間で調整中である。 

３．１．２ ブルガリアの GIS 制度と手続き 

GIS については前向きに進めたいとの方針であり、世界銀行のレポートに基づいて制度構

築をする予定である。 

３．２ ポーランド 

３．２．１ ポーランドの JI 制度と手続き(トラック１及びトラック２) 

ポーランドは日本政府と JI及びGISに関する覚書を締結している。窓口は環境省であり、

JI 手続き等の制度も制定されている。2009 年 3 月現在、UNFCCC のウェブサイトにはト

ラック２案件として10件が進行中だが、まだDetermination段階まで進んだ案件はない。 

３．２．２ ポーランドの GIS 制度と手続き 

日本との覚書ではGISも含まれており、日本側担当機関としてNEDOが決まっているが、

ポーランド側窓口は決まっていない。GI についてはまだ準備態勢が整っていない。 

３．３ チェコ 

３．３．１ チェコの JI 制度と手続き(トラック１及びトラック２) 

チェコも日本政府と協力覚書を結んでいる。JI プロジェクトを取り扱うためのルールとガ

イドラインを定めている。ビルの省エネ、再生可能エネルギーなど優先分野も示されてい

る。JI プロジェクトとして政府承認された案件も１件ある。 

３．３．２ ポーランドの GIS 制度と手続き 

GIS に関する手続きはまだ決まっておらず、今後整備される予定である。 

３．４ ハンガリー 
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３．４．１ ハンガリーの JI 制度と手続き(トラック１及びトラック２) 

ハンガリーと日本は JI に関する協力覚書を締結している。JI に関する担当は環境・水省

であり、2007 年に JI に関する手続きが制定された。 

３．４．２ ハンガリーの GIS 制度と手続き 

日本との覚書には GIS も含まれており、今後協力することになっている。JI に関する手

続きを制定した際に、GIS に関する手続きも定められた。 

３．５ ウクライナ 

３．５．１ ウクライナの JI 制度と手続き(トラック１及びトラック２) 

ウクライナでは、JI に関する法律、国内手続きともに制定されており、国連を通じた手続

きでもプロジェクトが承認されている。トラック１及びトラック２についてのプロセスも

決まっている。 

３．５．２ ウクライナの GIS 制度と手続き 

GIS に関しては世界銀行がどのような制度が必要かレポートを出しているが、ウクライナ

自体での国内プロセスはまだ決まっていない。ウクライナは日本との協力覚書を締結して

いる。 

３．６ ルーマニア 

３．６．１ ルーマニアの JI 制度と手続き(トラック１及びトラック２) 

ルーマニアではトラック１及びトラック２の手続きが決まっており、必要な書式である

Project Idea Note(PIN)も公開されている。 

３．６．２ ルーマニアの GIS 制度と手続き 

GIS に関しては環境シンクタンクの Regional Environmental Centre for Central and 

Eastern Europe)が 2006 年にレポートを作成しており、GIS 体制の提案が出されているが、

実際の体制はまだ構築されていない。 

３．７ ロシア 

３．７．１ ルーマニアの JI 制度と手続き(トラック１及びトラック２) 

ロシアでは JI 実施のための手続きが決められている。必要な書類への記載事項なども公開

されているが、実際には政府承認はまだ出されておらず、国内の承認手続きが複雑になっ

ているためと思われる。 

３．７．２ ロシアの GIS 制度と手続き 

GIS については制度も手続きもまだ決まっていない。 

 

第4章 ブルガリア及びウクライナにおける JI プロジェクトの検討 
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４．１ ブルガリアにおける案件形成 

４．１．１ ブルガリアの JI 関連制度と組織 

JI ガイドラインが定められており、それに従って環境・水省が窓口に申請手続きを行う。

EU-ETS との関連に留意する必要がある。 

４．１．２ ブルガリアにおける JI 案件形成 

プロジェクト形成段階で 11 のステップ、プロジェクト建設後には 4 つのステップが定め

られており、それに従ってモニタリングを行う。 

４．１．３ ブルガリアの具体的案件の分析 

日本企業がブルガリアにおいて JI プロジェクトを形成したケースである。 

ブルガリア政府では覚書締結を求めたが、当初日本政府側では JI プロジェクトは民間同士

で進展するものとの考えにより、覚書締結の必要性を認識していなかったため、双方の覚

書締結まで時間が必要となった。JI プロジェクト形成において、両国政府の制度、準備状

況が影響を与えた例と言える。プロジェクトは稼動開始されたものの、今般、ブルガリア

政府が EU-ETS との関連で JI に対して否定的な判断を出したとの情報が伝えられた。 

４．２ ウクライナにおける案件形成 

４．２．１ ウクライナの JI 関連制度と組織 

ウクライナの窓口機関は環境保護省となっており、JI に関する制度は整っている。ウクラ

イナ政府から得る必要のある Letter of Endorsement、Letter of Approval など書式や評価

基準も決まっている。 

４．２．２ ウクライナにおける JI 案件形成 

プロジェクト承認段階では 7 つの段階が定められており、プロジェクト実施後についても

手続きが定められている。 

４．２．３ ウクライナの具体的案件の分析（その１） 

1 件目は、ウクライナにおいて、日本、オランダ、スイスの 3 社が協力し、JI 形成した案

件である。トラック２として JI に登録された。本プロジェクトに関しては、日本企業はク

レジットの購入の立場での関与となっていた。本プロジェクトにおいては主導的立場は海

外企業に任せ、クレジットのみを引き取る立場で割り切ってプロジェクトに参加している

ケースである。 

４．２．４ ウクライナの具体的案件の分析（その２） 

2 件目は日本企業が案件形成に取り組んだケースである。 

本件を推進した企業はウクライナ国内に自社事務所を保有しており、ウクライナ国の商業

慣習や一般制度を含む JI 関連制度整備進展状況を十分に認識しながら案件形成を進めた
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のではないかと推測される。本件はトラック１としてウクライナ政府の承認が出ている。

トラック１のため UNFCCC の手続きを経る必要がないことから、先行してウクライナ国

内の手続きを進めることができ、時間的な節約を図ることができたケースと言える。 

４．３ ケーススタディに基づく分析 

事例としては決して多くはないが、2 カ国 3 件の例を取り上げて検討した。その結果とし

て、JI プロジェクトに取り組むに当たっては以下の点に留意する必要があると言える。 

１）ホスト国における制度準備状況 

２）ホスト国及び支援国との協力体制 

３）プロジェクト参加企業の決意 

４）EU 加盟国においては EU 規制との関連 

 

第5章 結論と提言 

５．１ JI に関するリスク 

 JI 制度の概要、GIS 制度の概要、関係各国における JI/GIS の進展状況、個別プロジェ

クトの検討を通じ得た内容に関し、JI 取り組みに当たってのリスク項目は以下が考えられ

る。 

－ JI 制度整備状況(トラック１とトラック２の手続き、体制) 

－ (制度以外の)運営能力（人的資源、能力） 

－ 商習慣等対象国固有のリスク（国際商習慣、人的コネクションん、地域特殊性） 

－ EU 関連での制約（EU 加盟国が EU 規制を受ける場合） 

－ 日本との協力状況（日本との協力覚書の有無） 

一方、国に限らない JI リスクとしては以下の点が挙げられる。 

－ 京都議定書後の枠組み進展（2013 年以降の枠組みが JI 案件形成に影響） 

－ 審査機関の信任状況（認定独立組織（AIE）がまだ 1 組織しか認定されていない。） 

－ クレジットの信頼性（市場価格に差があること） 

－ 案件組成時間(トラック１は短期形成が可能だが、トラック２は期待されているほど早

くない) 

－ プロジェクト自体のリスク（環境問題に影響を与えるプロジェクトなど、当該国の環

境法規を満たしていても、環境保護団体等の反対を受ける可能性） 

これらの項目の基本的チェックを行い、JI プロジェクトに取り組むことが望ましい。 

さらに、米国はオバマ大統領になって環境や地球温暖化防止に積極的な姿勢を打ち出して

いる。2009年のCOPMOP5/COP15において 2013年以降の枠組みが決まることになるが、
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JI または JI に類似した枠組みが将来も維持されるか、2009 年が大きな節目となると考え

られ、注視する必要がある。 

５．２ CDM、JI(トラック１とトラック２)、GIS の特徴と相違点 

第１章から第 4 章までの検討に基づき、排出クレジットを生み出す仕組みである CDM

と JI、さらに GIS の主な特徴と相違点を整理した。 

CDM ＞ JI(トラック 2) ＞ JI(トラック 1) ＞ GIS の順で 時間がかかり困

難性が高いがクレジット価格が高めであり、一方自由度が高いのは GIS や JI(トラック 1)

と言える。 

５．３ 総括 

 本調査の終了間近の 2009 年 3 月 9 日、日本政府がウクライナ政府から 3,000 万トンの

排出枠を購入するとの新聞記事（日本経済新聞夕刊）が掲載された。日本の排出量削減計

画のうち海外からは約 1 億トンを見込んでおり、今回の購入はその 3 割に相当する。2008

年 7 月 15 日に締結したウクライナ国との JI 及び GI 協力覚書に基づくクレジット購入と

思われるが、最近の価格低下のタイミングを見ての決定と思われる。この購入が GIS に繋

がるものか見ていく必要がある。 

今回の調査対象は当初想定したよりも広範囲に及んだ。可能な限り調査の上検討を行った

が、本報告書を読む立場によって、より詳細な内容を望む人がいるかもしれない。さらに

京都議定書後の枠組みが JI に影響を与えることが懸念されている。2008 年 12 月にポー

ランド・ポズナンで開催された COP14/COPMOP4 において議論される予定だったが、具

体的な進展が見られなかった。そのため 2009 年にコペンハーゲンで開催される

COP15/COPMOP5 までの議論の進展と COP15/COPMOP5 における議論における京都議

定書後の枠組みの進展状況を見守る必要がある。 

 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  

 

 

 10

http://ringring-keirin.jp/

