
主要排出量取引制度の概要
欧州排出量取引制度 米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州排出量取引制度 米国北東部地域

GHG削減イニシアティブ

中国全国排出量取引制度 中国省制度 韓国排出量取引制度

制度開始年 2005年 2013年 2017年 の予定 2013-2014 2015年

制度の期間

第１フェーズ：2005-2007年

第２フェーズ：2008-2012年

第３フェーズ：2013-2020年

第一遵守期間：2013年1月1日～2014年12月31日

（2年間）

第二遵守期間：2015年1月1日～2017年12月31日

（3年間）

第三遵守期間：2018年1月1日～2020年12月31日

（3年間）

2009年以降３年ごとに設定 不明 地域によって異なる。 第１期間（2015～2016）

目標・目的

対象となる部門からの温室効果ガス排出量を2005

年比21%削減

目標として2020年カリフォルニア州のGHG排出

量を1990年の水準に抑制することを掲げている。

RGGIに参加している州全体での排出削減目標は

ない。RGGIにおいては規制対象施設における排

出枠の総量のみが示されている。

第一遵守期間（2009年～2011年）：

121,253,550ショートトン（各年の総量）

第二遵守期間（2012年～2014年）：

165,184,246ショートトン （年間の総量：当

初、決定された総量）

第三遵守期間　以降（2020年まで）：

2015年: 66,833,592ショートトン 

2016年: 64,615,467ショートトン 

2017年: 62,452,795ショートトン 

2018年: 60,344,190ショートトン 

2019年: 58,288,301ショートトン 

2020年: 56,283,807ショートトン

１）気候変動問題に積極的に対応、温室ガスを効

果的にコントロールする。

2）INDC目標の実現

①2030年頃までにCO2排出量をピークアウトし、

出来るだけ早い時期にこれを実現すること、②

GDP当たりのCO2排出量（CO2原単位）を2005

年比60～65％低下すること、③一次エネルギー消

費に占める非化石燃料の比率（非化石燃料比率）

を20％程度に向上すること

１）低炭素社会の実現、持続可能な経済の発展、

12次5カ年関連計画の実現

２）全国統一市場の開設の準備とする。

2020年の国家削減目標（2020年BAUから30％）

とリンクする初期割当量（2015年~2017年：韓

国ETS部門の第1計画期間）

概要

EUの気候変動対策の柱の一つとして2005年に制

度が導入され、3年間の試行期間を経て、2008年

から本格的に稼働している。域内の約11,000か所

の施設を対象とし、約20億t-CO₂をカバーする世

界最大規模の排出量取引制度。

カリフォルニア州政府は、2006年に地球温暖化対

策法（AB32）を制定し、その中で州全体の排出

削減量を、2020年までに1990年の排出量まで削

減する目標を設定。このAB32では、排出量取引

制度の導入が明記され（section 38570）、この

規定を踏まえて制度構築が進められ、2010年に排

出量取引制度の導入が決定。2013年より産業部

門、エネルギー供給部門を対象として制度が開始

された。

2005年12月に、温室効果ガスの排出量削減に向

けた排出量取引制度を2009年から実施することを

アメリカのデラウェア州、コネチカット州、メイ

ン州、ニューハンプシャー州、ニュージャージー

州、ニューヨーク州、バーモント州の北東部7州

が合意し、その基本的な枠組を示した覚書に署名

（その後、ニュージャージー州が脱退する一方

で、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、

メリーランド州が参加）。

１）2017年の開設を目指している。

２）全国統一市場・統一基準を原則としている。

3）初期8産業を対象とする（石油化学、化学、非

金属、鉄鋼、非鉄、紙・パルプ、航空、電力）

１）2013年~2014年、下記7市場を試験市場とし

て開設

（深セン市、北京市、天津市、上海市、湖北省、

広東省、重慶市）

２）割当方法、対象分野、対象基準等はそれぞれ

異なる。

2015年から排出量取引制度を導入。

国全体の削減目標から割当て総量（3年間で約17

億トン）を設定。　※産業界からの申請量は20億

トン。

罰則

€100（$112）/t-CO2（但し物価上昇率を加味す

る）

オークションあるいは排出枠緩和リザーブを通じ

て、不足する排出枠の4倍の排出枠あるいはクレ

ジットを償却期限後、最初に行われるオークショ

ンあるいは緩和リザーブの売却の実施日から5日

以内に政府に提出する必要がある。

規制の遵守に失敗した場合、規制当局は不足する

排出枠の3倍に相当する排出枠を、遵守を失敗し

た事業者の遵守口座の排出枠を差し引く。制対象

施設の保有する排出枠が、控除される数量に満た

ない場合は、速やかに不足する排出枠を遵守口座

に移転しなければならない。

これ以外にも各州の規制当局は、それぞれ遵守に

失敗した規制対象施設に対する罰金などを設ける

ことが認められている。

不明 大半は市場価格の3倍以内の罰金。深セン市では

罰金規定がないが、市の優遇措置等を受ける失格

がなくなる規定がある。

１トン超過当たり１０万ウォン($90)以下もしく

は市場価格の3倍の値段の低い方を選択

単位 設備 事業者 事業者 事業者 事業者 事業者

対象ガス

CO2, N2O, PFCs CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 CO2 CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 CO2を対象（ただし深セン市はCO2換算の温室ガ

ス）

CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6

カバレッジ

約20億トン、ＥＵ全体の排出量の約50%をカ

バー。

2014年の実績排出量：4億5500万トン

2015年の割当量：3億9400万トン

2013年の実績排出量：3億7690万トン

2013年の割当量：1億5000万トン

8産業で36.7億t-CO2以上、カバー率として48％

（推定値（沈2016））

7試験市場合計12.5億tCO2をカバー、カバー率と

して天津60％、湖北35％、その他40％~55％

約5.7億トン、韓国全体の排出量の約68%をカ

バー。

2030年までのBAU比の削減率は未定（2020年ま

でに産業部門でBAU比で約19%、電力部門で

BAU比で約27%削減）。

【INDCへの貢献度】

2030年時点の削減量37％（BAU比）に対する貢

献度も未定。

負担軽減・リーケー

ジ対策

条件に合致する炭素リーケージの危険が高い産業

部門への全量無償割当

・「貿易集約度が10%を超え、かつコスト負担が

5%を超える」

・「貿易集約度が30%を超える、あるいは、コス

ト負担が30%を超える」

ETSによる間接費用の補償

・ETSによる電力価格の上昇分を補助金等で補償

することができる

・導入国：英国、ドイツ、スペイン、ギリシャ、

スロバキア

・対象となる産業：アルミ、鉄鋼、紙・パ等のエ

ネルギー集約産業

・州外の企業との競争や負担の増加（リーケージ

リスク）などを考慮して、製造業に対して基本的

には無償で排出枠を配分。（ただし、製造業の中

でも州外の企業との競争を考慮する必要のない産

業については無償での配分が第二遵守期間、第三

遵守期間で徐々に削減される。）

・規制対象となっている電力供給事業者にも、排

出削減の費用が電力価格に上乗せされることで電

力価格が高騰するのを避けるために排出枠は無償

で配分。

不明 北京市と上海市は認定省エネ量で軽減できる仕組

みがあり

１）ベンチマーク、グランドファザーリング

（GF）、またはこれらの混合体。地域によってば

らつきがある。

２）電力・熱供給等はベンチマークが多く、その

他がGFが多い

3）GFでも原単位GFか排出量GFかでまちまち

無償比率として湖北92％、深セン市83％、湖北

95％（発電の場合）、その他無償。オークション

比率として深セン市は3％。

5）政府事前・事後調整があり、調整方法は必ず

しも公表はされない。

有償割当は実施されておらず、事業者別に排出枠

を無償割当 

第二期（2018年～2020年）以降は、ベンチマー

ク方式を拡大。

割当方法

2014年時点の対象施設/設備(概ね、年間排出量が

25,000t-CO2を超える施設/設備)：10,646 施設/

設備

・エネルギー部門：20MWを超える熱投入を有す

る燃焼施設･石油精製･コークス炉

・鉄生産加工部門：焙焼･焼結･鉄鋼

・アルミ製造：20MWを超える熱投入を有する燃

焼施設、及びプロセス排出

・非鉄金属：20MWを超える熱投入を有する燃焼

施設、及びプロセス排出

・化学製品製造：20MWを超える熱投入を有する

燃焼施設、及びプロセス排出

・鉱物部門：ガラス･セメント･セラミクス

・その他部門：紙・パルプ

・運輸部門：域内の空港に離着陸する航空便

（2012年から）を運行する航空会社

・CCS：回収、輸送、及び地下貯留

GHG排出量年間25,000t以上 

（製造業、発電施設 電力輸入事業者、CO2供給業

者、天然ガス供給者、RBOBガソリン・蒸留燃料

油の供給者、液化石油ガス供給者、パイプライン

運営者）

電力セクターのみ（163発電所）

最高出力25ＭＷ以上で以下の条件を満たす発電

所。

（※稼働率を80%とし、米国全電源平均の原単位

を用いた場合約8万5000トンに相当）

・2004年12月31日以前に操業を開始した発電所

の場合、年間入熱量の50％以上が化石燃料の発電

所。

・2005年1月1日意向に操業を開始した発電所の

場合、年間入熱量の50％以上が化石燃料の発電

所。

エネルギー消費量標準炭換算1万t以上 

(2012年全産業16,078社。ただ、初期対象とされ

る8産業「石油化学、化学、非金属、鉄鋼、非

鉄、紙・パルプ、航空、電力」では4191社、排出

量37億トンCO2と推定（沈（2016年））)

１）工業は2万tCO2、非工業1万tCO2が多く、た

だし、深センは5000tCO2、湖北は6万t石炭換算

という要件。

２）対象企業数は、北京市551社、上海市191

社、広東省社186、天津市社114、深セン市832

社、湖北省167社、重慶市242社、合計2,253社

（省市により毎年変化）

・125,000t以上の事業者もしくは、25,000t以上

の事業所を有する事業者

・事業者数：526社

主な対象者の要件

割当方法

発電事業者

・オークション

・東欧諸国には2019年まで一部を無償割当

産業部門

・炭素リーケージの危険がある産業部門：全量無

償割当

・炭素リーケージの危険が低い産業部門：一部無

償割当（2013年に80%、2020年には30%）、段

階的にオークションへ移行

その他

・割当総量の5%は新規参入リザーブとして2020

年まで留保する。

・割当総量の内、3億t-CO₂をオークションで売

却、再生可能エネルギーやエネルギー効率改善、

CCSプロジェクト等の技術開発に投資するための

NER300という基金を設立

運輸(航空部門)

・2004年から2006年の航空部門からの総CO2排

出量の平均に対して、無償割当（82%）、オーク

ション（15%）、新規参入リザーブ（3%）

製造業部門：基本的には無償で排出枠が配分。

（基本的にベンチマークを踏まえて決定される

が、ベンチマークの設定が困難な事業者について

は、エネルギー利用量を踏まえて配分量が決めら

れた。）

発電事業者・電力輸入事業者：入札によって排出

枠が配分されている。排出枠緩和リザーブと呼ば

れる固定価格での排出枠の売却制度があり、この

制度を通じて排出枠を入手することも可能となっ

ている。

対象

①無償割当：

RGGIにおいて、参加州は配分方法を無償と有償

（入札）の両方を行うことが認められているが、

現在全ての参加州が有償割当のみ実施している。

②入札制度：

４半期ごとに入札が実施される。最低留保価格

（Minimum Reserve Price）が設定されてお

り、2014年はUS$2を下限価格とし、それ以降、

毎年、前年の最低留保価格に1.025を乗じた価格

とすることになっている。

初期は無償割当を主とし、段階的に有償割当の比

率を高めるとの報道
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欧州排出量取引制度 米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州排出量取引制度 米国北東部地域

GHG削減イニシアティブ

中国全国排出量取引制度 中国省制度 韓国排出量取引制度

バンキング・ボロー

イング

第2フェーズから第3フェーズへのバンキングが可

能。

ボローイングは認められていない。

余剰の排出枠が生じた場合には繰り越しが認めら

れている。

ボローウィングは認められていない。

余剰の排出枠が生じた場合には繰り越しが認めら

れている。

他方、ボローウィングは認められていない。

不明 なし 同期間でのボローイングを認める。

他クレジットの活用

・2013年以降、LDCs (Least Developing 

Courtiers)で実施されたCDMプロジェクトによっ

て発行されたCERのみが利用可能

・EUとの二国間合意を締結した国からのオフセッ

トクレジットの移転

・HCFC及びN2O関連プロジェクトによって発行

されたCERの利用禁止

・2013年以降に京都議定書第二約束期間に数値目

標を持たない国で発行されたERUの移転禁止

オフセットクレジットについては、遵守期間の排

出量の８％の範囲で利用が認められている。認め

られているのは以下の三つのタイプ。

ARBオフセットクレジット：CARBが設定する要

件を満たすプロジェクトに由来するもの（現状で

認められているのは家畜メタン回収、植林事業な

ど）。 

早期行動オフセットクレジット：規制開始前に行

われた排出削減事業へのクレジット発行制度

セクター別オフセットクレジット：途上国での特

定部門におけるセクター別のクレジット（現在

REDDなどが認められている）

遵守期間の排出量の3.3％の範囲で利用が認めら

れている。

認められているのは以下の三つのタイプ。

RGGI Model Ruleが認めるもの：LFG、SF6削減

プロジェクト、植林事業、建築物における省エ

ネ、家畜メタン回収

早期行動オフセットクレジット：規制開始前に行

われた排出削減事業へのクレジット発行制度(実

績はゼロ）。

バイオマス燃焼：バイオマス燃料分をCO2排出量

から控除することが認められている。

不明 １）CCER利用可（利用上限は5％～8％）

２）ローカル比率の規定があり（湖北70％以上、

広東省100％等）。

３）CCERのタイプやガス種類の限定規定があ

り。

国内外の削減事業はKORに転換後、活用可。上限

値あり （10%まで）

価格急騰対策

過去2年間の平均EUA価格よりも連続して6ヶ月間

以上にわたって3倍の価格となった場合には、以

下の価格急騰対策を実施する。

・加盟国がオークションを早期に実施

・新規参入リザーブの25%を上限としてオーク

ションを実施

政府保留制度あり（例深セン市は割当枠の2％を

政府の価格調整枠として保留）

価格

EUA：約4.5ユーロ($5)/t-CO2

（2016年8月末時点）

- 2016年第2四半期でのRGGI's CO2 allowanceの

先物取引価格の加重平均はUS$5.14

不明 １）2015年平均価格は4$で低空飛行。北京

（7$）と深セン（6$）は比較的高い。

2）深セン市では取引開始当初（2013年）の最高

値の20％程度に下落。その他市場でも下落傾向に

あったが、2015年横ばいで推移。

場内取引価格は1万～最高2万1000ウォン

($9~11)で推移

取引高

オークション：6億3100万トン（2014年）

ICE（先物）：2億8569万トン（2014年）

- 取引所での取引量は4200万ショートトン（2016

年第2四半期）

不明 1）7市場合計取引高は3263万tCO2（2015年）

２）湖北省は1420万t(全体の44％、同2015年)

2016年１月中旬以降取引なし（ほとんどの企業で

割当不足）

取引形態と取引所

主な取引形態：

・オークション(一次市場)：加盟国政府が実施す

るEUAオークションに規制対象事業者及び金融機

関等が参加

・先物取引(二次市場)：規制対象事業者及び金融

機関等が取引

主な取引所：ICE、EEX

- 規制対象事業者、金融機関なども取引に参加して

いる。商品取引所のICEにおいて、取引されてお

り、オークション以外にも取引所取引も行われて

いる。

不明 上海は環境エネルギー取引所、北京は環境取引

所、その他省市は炭素排出権取引所にて取引

韓国取引所

（注１）特に記載がない場合、「トン」は「メトリックトン」を意味する。

（注２）現地通貨から米ドルへの換算は日本銀行「報告省令レート（2016年10月）」より推計 

柔軟性措置

量的措置

2014年以降は、費用抑制留保（CCR： Cost 

Containment Reserve）が設けられ、入札にお

いて市場で取引される排出枠の価格が一定の基準

価格を越えて高騰した場合（入札における指し値

が基準を上回った場合）に、取引価格の抑制のた

めに入札を通じて追加的に排出枠が供給されるこ

とになった。以下が基準価格：

2014年　US$4 

2015年　US$6

2016年　US$8

2017年　US$10

2018年～2.5％ずつ上昇。

【下限価格】

・2014年現在　US$2　毎年2.5%上昇

排出枠価格変動リスクを緩和するために、固定価

格で排出枠を売却する以下の制度がある。

○排出枠総量の中の一部を、価格緩和留保に留

保。

2013－2014：１％

2015－2017：４％

2018－2020：８％

○留保された排出枠を以下の三つの価格で売却。

　US$40

　US$45

　US$50

*毎年、「5％＋物価上昇率」ずつ上昇

【下限価格】

・US＄10、毎年5%ずつ上昇＋物価上昇率

・2016年の価格はUS$12.73

市場

市場安定化措置実施条件の提示（基準価格を1万

ウォンに設定し、市場価格が1万ウォンを越える

場合は、市場安定化措置を実施。

不明

オークション規則改正（Backloading）

・2014年から2016年に予定されているEUAオー

クションの一部(0億トン)を2019年以降に延期

市場安定化準備制度 （Market Stability 

Reserve, MSR)

・2015年7月に導入を決定、2019年から実施

・市場の余剰EUAが8.33億トンを超えた場合、当

該年に実施されるオークションの12%を上限とし

て市場からMSRに吸収する。

・市場の余剰EUA が4億トンを下回る場合には、

MSRから1億トンがEUAオークションの増加とい

う形で市場に放出される。

・Backloadingの対象となった9億トンのEUAも

MSRに2019年に自動的に移行

・第4フェーズに向けて、未使用の新規参入リ

ザーブ、未使用の無償割当等、市場の需給を緩和

させる要因を全てMSRに移行

不明


