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機密性○ 

前回の主な御指摘事項 

ＪＣＭでの貢献なのか、ＪＣＭ以上の貢献なのか、どこまでの貢献なのか、 
また適応も含むのか整理すべき。 

国内の資金ツール（ＮＥＤＯやＪＢＩＣ、ＪＩＣＡ）の規模感、資金の流れを整
理すべき。 

優れた低炭素技術について、想定する時間軸、削減効果、規模感を整理すべき。 

日本の今ある優れた技術の議論か革新的技術を対象とするのか整理すべき。 
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本ＴＦでの「貢献」の範囲 

 

途上国の削減
への貢献量 

協力的クレジット
制度に基づく移転
可能な削減量 

出所：海外展開戦略タスクフォース第一回会合 資料５手塚委員発表資料をもとに作成。  

技術による
世界全体の
削減量 

緩和 

温暖化対策 

適応 

 温暖化対策には一般的に緩和（排出削減）と適応（温暖化の影響を受ける地域・分野
への支援）が存在。本ＴＦでは、特にパリ協定下における、日本の優れた低炭素技術
を活かした世界の排出削減の方策について中心に議論をお願いしたい。 

【バングラデシュ塩害地域での緑豆栽培 
（塩害地での有効な肥料の特定・活用／塩害農業についての説明会）】 

【難民キャンプにおけるソーラーランタンプロジェクト】 
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日本における気候変動分野の途上国支援（2013-2014年実績） 

 日本は、温室効果ガス排出削減等の気候変動対策に取り組む途上国及び気候変動の影響に
対して脆弱な途上国を対象とした支援を実施。日本は99か国に対して543のプロジェクトを実施。 

 2013年から2014年における気候変動分野の途上国支援は約200億ドル。 
  （内訳    公的資金：約164億ドル、民間資金：約36億ドル） 

支援の種類  支援の実施主体 

（1）無償資金協力 

外務省、財務省、農林水産省、経済産業省、環境省等関係省庁 
並びに国際協力機構（JICA） 

（2）有償資金協力 

（3）技術協力 

（4）国際機関※への拠出金 外務省、財務省 

（5）その他公的資金 関係省庁及び国際協力銀行（JBIC） 

（6）民間資金 
民間事業者 
（国際協力銀行（JBIC）、日本貿易保険（NEXI）が民間資金を活用） 

出所：「気候変動に関する国際連合枠組条約」に基づく 第2回日本国隔年報告書 

気候変動分野における日本の支援の種類と実施主体 

※ 地球環境ファシリティ（GEF）、世界銀行、国連開発計画（UNDP） 
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気候変動分野の途上国支援実績の内訳 

種類 支援額 支援の内容 

緩和 172.6億ドル 

GHG排出抑制のため、再生可能エネルギーの利用促進及び省エネ設備
の導入等に関して支援を実施。 
• 地熱発電計画（ケニア、インドネシア、エチオピア、トルコ：4.97 億ドル） 
• 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画（トンガ、インドネシア：16百万ドル） 
• バイオマス燃料の活用（モルドバ：11百万ドル） 
• 送電設備の整備計画（ウガンダ、ガーナ、シエラレオネ、タンザニア：1.12億ドル） 

適応 24.6億ドル 

気候変動に伴う自然災害への対処能力を強化し、洪水等の被害対策
やその予防対策等に必要な機材や設備を供与。 
• 気候変動による自然災害対策能力向上（ミャンマー、ラオス、フィリピン等計14か国：

1.13 億ドル） 
• 洪水対策（アフガニスタン、フィジー：1.64 百万ドル） 
• 灌漑整備及び灌漑農業能力構築（東ティモール、ルワンダ、アゼルバイジャン等計8か
国：60百万ドル） 

• 給水計画（ブルキナファソ、モザンビーク等計12か国：1.02億ドル） 

緩和・適応 3.04億ドル 

途上国の気候変動問題への取組（緩和・適応の双方）を支援するた
め、多国間基金への拠出や気候変動対策プログラム・ローン等を実
施。 
• 気候変動対策プログラム・ローン（2.46億ドル） 
• アジア諸国、島嶼国向け気候変動政策対話の開催（2013年8月、2014年7月） 

REDD+ 9.72 百万ドル 
持続可能な森林利用及び保全のため、必要な機材を供与し森林資源
現況の把握及び森林管理計画の策定、植林等の支援を実施。 
• 森林保全の実施・能力構築（アジア、南米、アフリカ、4.87 百万ドル） 

出所：「気候変動に関する国際連合枠組条約」に基づく 第2回日本国隔年報告書 
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排出削減量の測定例：JBIC 

 JBICでは地球環境保全業務（GREEN）案件について、温室効果ガス削減量を測定。 

契約調印 
年月 

国・ 
地域名 

借入人・ 
出資先 

使途 
JBIC 

出融資承諾額 

排出削減量（累
計値）（CO2t/

年） 

2011年3月 ブラジル 
ブラジル国立経済社会
開発銀行（BNDES） 

ブラジルの再生可能エネルギー案
件 

180百万米ドル（融
資)*1 

113,568 

2011年3月 中南米 
アンデス開発公社
（CAF） 

中南米諸国の再生可能エネル
ギー案件 

180百万米ドル（融
資）*1 

416,521 

2011年3月 インド ICICI銀行 
インドの再生可能エネルギー案件
及びエネルギー効率化案件 

120百万米ドル（融
資）*1 

801,898 

2011年10月 メキシコ 
メキシコ外国貿易銀行
（BANCOMEXT） 

メキシコの太陽光発電、風力発電
等の再生可能エネルギー案件 

60百万米ドル 
（融資）*1 

15,403 

2011年12月 
南アジア
地域 

South Asia Clean 
Energy Fund, L.P. 

南アジアの再生可能エネルギー事
業、省エネ事業等 

20百万米ドル 
（出資）*2 

36,892 
 

2012年2月 インド ICICI銀行 
インドの再生可能エネルギー案件
及びエネルギー効率化案件 

180百万米ドル（融
資）*1 

206,869 

*1別途、JBIC保証部分あり 
*2JBIC出資承諾額 

J-MRVガイドライン（※）に基づく温室効果ガス排出削減量計算結果（2016年3月末時点） 

出所：JBIC資料を元にみずほ情報総研作成 

（※）J-MRV：排出量削減事業において、教護メカニズムやＩＳＯ等の国際的な定量化手法を踏まえて、JBICにおい
て策定した簡易で実務的な定量化手法。 
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排出削減量の測定例：JICA 

 JICAの一部事業において温室効果ガス削減量を評価。地熱発電や鉄道事業からの
削減見込量が特に大きく見込まれている。 

開始年度 事業形態 国名 案件名 
削減量 

（CO2換算） 

2011 有償 インド デリー高速輸送システム建設事業フェーズ3 ※730,000t/y 

2011 無償 モルドバ 太陽光を利用したクリーンエネルギー導入計画 139.3t/y 

2012 有償 インド 貨物専用鉄道建設事業（フェーズ2）（II） 5,000,000t/y 

2012 有償 バングラデシュ ダッカ都市交通網整備事業（I） 約180,000/y 

2012 有償 バングラデシュ 再生可能エネルギー開発事業 40,422t/y 

2012 有償 ペルー エネルギー効率化インフラ支援プログラム 105,000t/y 

2012 無償 フィリピン イサベラ州小水力発電計画（灌漑） 70t/y 

2012 無償 フィリピン イフガオ州小水力発電計画 1,780t/y 

2012 無償 トンガ マイクログリッドシステム導入計画 886t/y 

2012 無償 ナイジェリア 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 723.5t/y 

2013 有償 インド デリー高速運輸システム建設事業フェーズ3（II） ※730,000t/y 

2013 無償 ボリビア 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 227t/y 

2014 有償 コスタリカ グアナカステ地熱開発セクターローン（ラス・パイラスII） 14,308t/y 

2014 有償 ボリビア ラグナ・コロラダ地熱発電所建設事業（第一段階第一期） 248,303t/y 

2015 有償 インドネシア ジャカルタ都市高速鉄道東西線事業（E/S）（フェーズ1） 約96,000t/y 

2015 有償 エジプト ハルガダ太陽光発電事業 約16,660t/y 

出所：JICA資料を元にみずほ情報総研作成 

※「本事業を含むフェーズ1～3事業による2002～2032年の合計削減量」として「2,200万t」と試算されているものを事務局にて年間平均に直した値。2011年開始の事業と2013年開
始の事業の削減量は同一の削減事業の内容であり合計することはできないことに留意。 

JICA事業における温室効果ガス削減量の事前評価結果 
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日本の優れた低炭素技術による削減例 

出所：日本エネルギー経済研究所の資料を基に 
経済産業省作成 

 高効率ガス火力は、世界の排出削減に貢献可能な日本の優れた低炭素技術の一つと
して期待。排出削減量は、測定手法によって大きく変動するため、手法の設計・選定が
重要。 

【試算事例】メキシコにおける高効率天然ガス火力発電導入による年間削減量 

ベースラインシナリオ 
天然ガス火力発電所の建設   
石油火力発電所の建設   

              
プロジェクト発電量（MWh） 7,120,000    

ベースライン 
CO2排出係数 
（tCO2/MWh） 

ビルドマージン※１ 0.350    
コンバインドマージン※２ 0.418    

ベースラインシナリオ
の排出係数※3 

天然ガス 0.421  発電効率48%を想定 
石油 0.714  発電効率39%を想定 

ベースライン排出量（tCO2） 2,492,000  ～ 5,086,966    
              
本プロジェクトの排出係数 0.331 
天然ガス消費量（t） 875,410    
天然ガス１tあたりのCO2排出量（tCO2） 2.693    
プロジェクト排出量（tCO2） 2,357,304    
リーケージ排出量（tCO2） 0   
              
排出削減量（tCO2） 134,696  ～ 2,729,663    
※１ 周辺地域で直近に建設された高効率発電所、再生可能エネルギーのみを抽出して算出した排出係数。 
※２ 既存の化石燃料による発電所（低効率）とビルドマージンを併せて算出した排出係数。・ 
※３ 低効率の天然ガス・石油発電所で本プロジェクトを代替した場合の排出係数。 
CDMでは、ベースライン排出係数を保守的に設定する傾向。 

出典：MHPSホームページ 

（89万kW、1600℃級J形、発電効率61%、年間8000時間稼働＝稼働率90％の場合） 
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１．パリ協定の評価 

— 途上国も含め削減約束をしたパリ協定は、日本の低炭素技術の普及拡大の
好機。一方、途上国の目標達成のためのきめ細やかな支援を行い、実効性
を高めていくことが必要ではないか。 

２．新たな海外削減支援のあり方 

— ＪＣＭに加えて新たな海外削減の支援策を進める必要があるのではないか。 

— 新たな削減貢献のための具体的方策にはいかなるものが適当か。インフラ輸
出や省エネ機器の海外輸出支援等、既存の海外展開支援施策について、
見直すべきことは何か。 

— その際、クレジット取得ではない形で海外削減貢献分が世界で評価される仕
組みが必要ではないか。 

３．ＪＣＭの民間活力導入 

— ＪＣＭはクレジット発行量や費用対効果に関して課題に直面しており、民間
活力の更なる導入により、クレジット量の増大を図るべきではないか。 

 

本日ご議論いただきたい論点 



機密性○ パリ協定のポイント 

●長期目標（２℃目標） 

・世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を
追求。 

・出来る限り早期に世界の温室効果ガスの排出量をピークアウトし、今世紀後半に人為的な温室効果ガ
スの排出と吸収源による除去の均衡を達成。 

※先進国、途上国を問わず、特定年次に向けての世界の削減数値目標は合意されなかった。 

 

●プレッジ＆レビュー 

 ・主要排出国を含む全ての国が自国の国情に合わせ、温室効果ガス削減目標（ＮＤＣ：  

  Nationally Determined Contribution）を策定し、5年ごとに条約事務局に提出・更新。 

 ・各国は目標の達成に向けた進捗状況に関する情報を定期的に提供。提出された情報は、専門家による 

  レビューを受ける。 

 

●長期低排出発展戦略 

・全ての締約国は、長期的な温室効果ガスの低排出型の発展のための戦略を作成し、及び通報するよ
う努力すべきであるとされた。 

※COP21決定において、長期低排出発展戦略について、2020年までの提出が招請されている。 
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機密性○ パリ協定の意義 

国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ） （1992年採択） 

COP3 
1997年 

COP21 
2015年 

COP16 
2010年 

京都議定書 パリ協定 

京都議定書採択 日本は京都議定書第二約束
期間に参加しないことを宣言 

パリ協定に合意 

○京都議定書の下では、日本は自国（2.8%分）の削減を最大限行い、かつ海外での削減 
  量約４億トン（0.8%分）につき、数千億円を支払いクレジットを購入。 

京都議定書第一約束期間 

2008～2012 2013～2020 2020年以降 

京都議定書第二約束期間 

22% 15% ほぼ100% 
2016年6月 
時点99% 

米、中、印、韓、 
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等不参加 

米、中、印、韓、 
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等不参加 

日、露等も不参加 数千億円を投じ、 

世界から約４億トン 
（約0.8％分）の 
排出削減量を 
クレジットとして購入 

日本2.8% 日本2.8% 

我が国技術
により、海外
97％の約束
達成に貢献 

課題： 
これまでは海外削減を 
掲げつつも、その具体
的な効果は不明であり、 
国際的にも認知されず。 

○パリ協定の下では、１）国内削減、２）クレジット購入以上に、歴史上初めて削減約束を 
  行った途上国に対し、我が国技術の海外展開と併せ、３）約束達成を支援することが 
  重要。 
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現状レベルの政策が継続した場合の排出見通し

2020年以降の約束草案を踏まえた排出見通し（119カ国の約束草案を考慮）

２℃安定化＿気候感度2.5℃（濃度は、一旦、580 ppmを若干超える）

2100年に２℃（一旦２℃を超える）＿気候感度3.0℃（濃度は、一旦、530 ppmを超える）

２℃安定化＿気候感度3.0℃（濃度は、500 ppm以下。2300年頃に450 ppm程度）

AR5 430-480 ppm

(GHG排出は

2010年比

▲41▲72%)

AR5 
480-530 ppm

(GHG排出は

2010年比

▲25▲57%)

AR5 
530-580 ppm

(GHG排出は

2010年比

+7▲47%)

パリ協定の課題 
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注）気候感度※には大きな不確実性が残っている。IPCC第5次評価報告書では1.5～4.5℃が
likelyとしている。ここでは気候感度3.0℃および2.5℃の場合の＋２℃以内とする気温上昇目標の
排出経路例を示している。Y. Kaya et al., The uncertainty of climate sensitivity and its 
implication for the Paris negotiation, Sustainability Science, 2015も参照されたい。 

※ 気候感度：GHGの濃度変化量に対する、気候の温度変化量を定める係数 

パリ協定と気候変動の抑制 

パリ協定の約束達成 
を想定した排出シナリオ 

シナリオ別、年間GHG排出量（出典：RITE） 
気候変動の抑制
（+2℃以内） 
を実現する世界の 
排出水準には、 
大きな不確実性と 
幅があるが、より 
排出が少ない程、 
抑制確率が高い。 

シナリオ① 

シナリオ② 

シナリオ③ 

フィリピン 
国際社会による資金・技術移転・能力構築の支援を
条件に、2035年までに温室効果ガス排出量を基準シ
ナリオ比で32%削減。 

メキシコ 

BAU比で2030年までに温室効果ガスおよび短寿命気
候汚染物質の排出量を25%削減（うち、GHGのみで
は22％削減）。ただし、国際炭素価格、資金・技術支
援等の条件次第では、同40％削減（うち、GHGのみ
では36％削減）へ引き上げることを示唆 

インドネシ
ア 

無条件での目標として、BAU比で2030年までに温室
効果ガス排出量を29％削減。国際支援を条件に、
BAU比で2030年までに同排出量を41％削減。 

バングラデ
シュ 

無条件での目標として、BAU比で2030年までに温室
効果ガス排出量をCO2換算で1200万トン削減、もしく
は5%の削減。追加的な国際支援を条件に、CO2換
算で3600万トンもしくは15%の削減。 

イラン 

無条件行動として、2030年までにBAU比で4%削減。
外部からの資金援助や 
技術供与、排出量取引などを条件として、BAU比4%
をさらに緩和可能である。 

インド 
制限のないクリーン技術や資金支援を条件に、2030
年までに温室効果ガス排出量を単位GDPあたり33-
35%削減。 

パリ協定における新興国の約束草案 

フィリ
ピン 

2030 年までに GHG 排出量を 2000 ～2030 年 
のBAU 比70%削減を目指す。削減はフィリピン
が得られる技術移転等を含む資金援助の度合いに
よる。 

メキシ
コ 

2030年までにGHGおよび短寿命気候汚染物質の
排出量をBAU比25%削減（うち、GHGのみでは
22％削減）。ただし、資金・技術支援等の条件次
第では、最大40％（うち、GHGのみでは36％）
まで削減可能。 

インド
ネシア 

2030年までにGHG排出量をBAU比29％削減。 
技術移転や資金提供等の国際支援を条件に、最大
41％まで削減可能。 

バング
ラデ
シュ 

2030年までにGHG排出量をCO2換算でBAU比
1200万トンもしくは5%の削減。追加的な国際支
援を条件に、CO2換算で3600万トンもしくは
15%の削減。 

イラン 
2030年までにBAU比で4%削減。国際的な資金援
助や技術移転、排出量取引などを条件として、さ
らに８%を緩和できるポテンシャルがある。 

インド 

2030年までにGHG排出量を単位GDPあたり33-
35%削減。 
ただし実現は、先進国によって提供される実施手
段を含む野心的なグローバル合意次第と付記。 

パリ協定では途上国を含め世界各国が削減約束を掲げており、日本の低炭素
技術の更なる海外展開にとってビジネスチャンスである一方、削減義務がな
い分、実効性を高める仕組みづくりが重要。 
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京都議定書とパリ協定におけるクレジットの扱い 

 京都議定書と異なり、パリ協定では、削減目標達成の法的拘束力がなく、途上国も削減
目標にコミットしているため、目標達成に必要な削減量を先進国企業に奪われるクレジット
化には後ろ向きになる可能性。 

 加えて、足下のクレジット価格が低く、企業の削減インセンティブとして働きにくい。また、近
年、経済発展した途上国において、ＪＢＩＣ等の公的ファイナンスを活用した民間ベース
での排出削減プロジェクトが進展。 

 従って、今後のクレジットニーズは限定的であると考えられることから、クレジットによらないイ
ンセンティブ設計や、クレジット化しない海外削減量が世界で評価される仕組みの構築が
必要ではないか。 

京都議定書（1997年） パリ協定（2015年） 

削減の法的拘束力 法的拘束力あり 法的拘束力なし 

削減対象国 先進国のみ削減義務 途上国も含め削減約束 

クレジット価格 1600円/ｔ（第１約束期間

（2008～2012年）における取得価
格） 

500円/ｔ（ＥＵ－ＥＴＳ） 

40円/ｔ（ＣＤＭ） 
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国連報告書に日本の
協力による「貢献量」
として記載 

国連統一ルールの下、
「貢献量」の多寡を競う
協力的なゲームへ 

途上国の削減への
貢献量 

協力的クレジット制
度に基づく移転可能

な削減量 

海外展開戦略タスクフォース第一回会合 資料５手塚委員発表資料を基に作成。  

• 日本の優れた低炭素技術による世界の削減貢献量の拡大に主眼を
おいた取組に再構築していく必要があるのではないか。 

技術による
世界全体の
削減量 

世界の排出削減への貢献拡大（再掲） 

13 
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途上国への削減貢献スキーム（イメージ） 

出所：日本エネルギー経済研究所資料をもとに経済産業省作成 

 パリ協定を契機とした、日本の優れた低炭素技術による世界の排出削減に更に貢献す
るため、途上国の削減目標達成計画の策定支援、ファイナンスや技術協力等を組み合
わせたきめ細かな政策パッケージが必要ではないか。 

発電部門 

産業部門 

民生部門 

運輸部門 

ファイナンス 
技術協力 
人材育成 
国際実証 

官民によるトップ
セールス 

・石炭火力：○○トン 
・ガス火力：○○トン 

・鉄鋼  ：○○トン 
・セメント：○○トン 

・ＢＥＭＳ：○○トン 
 

・自動車 ：○○トン 
・鉄道  ：○○トン 

部門 

ＣＯ２削減 

日本の貢献による削
減量として、相手国
から国連に登録 

クレジット化せ
ず、海外削減分
が評価される仕
組みの構築 

分野 

クレジット化 
 

インドネシアの約束草案 

・2030年までにGHG排出量をBAU比29％削減。 
・技術移転や資金提供等の国際支援を条件に、 
 最大41％まで削減可能。 

BAU 

目標（条件なし） 

目標（条件つき） 

＋ 
約束草案実現計画の

策定支援 
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ＪＣＭ（二国間クレジット制度）の課題 

○高コスト 
 ・計195億円の国費投入に対し、年間削減量は4６万トン／年 
 
○審査の長期化 
 ・二国間合意文書の締結の後も、プロジェクト毎に、方法論決定やプロジェクト登録、 
  クレジットの発行など、非常に手続が煩雑で時間がかかる。 

○クレジット発行量が過小 
 ・現在の総発行量は約0.02万t。日本再興戦略２０１６では、「毎年度の予算の範囲内で 
  行う政府の事業により2030年度までに5000万～1億t」の排出削減を目指す旨記載 

○大型・ビジネス案件が対象外 
 ・現行のＪＣＭは、補助金案件、小規模案件（数十億円規模）のみが事実上対象。 
 ・実証、設備補助ともに量が少なく、単価が高く、大型・ビジネス案件のJCM化が必須。 
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2013 2014 2015 2016 2030年度目標（下限） 

○4年間の案件形成 
 予算額 １９５億円 
 案件数 ８８件 
 

→４６万トン/年 

案件を形成 

約10年間 
クレジットが発生と仮定 

累積 
4６０万 
トン 

約3年後にクレジット
発生開始と仮定 

５０００万トン 

約2500万トン 

累積 
2３０万
トン 

総クレジット量のうち、 
日本の取り分は 
１／２程度 
（補助率と同等と仮定） 

１０倍に加速が必要 
（費用対効果改善がなければ    
10倍の国費投入が必要） 

現行JCMの課題 （構造的な量的不足） 

累積発行量（万トン） 

（年度） 

採択年度 

初のクレジット発行 
（約200トン） 


