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AILCA: Independent Association of Latin America and the Caribbean (Asociación 
Independiente de Latinoamérica y el Caribe)

AGN: African Group of Negotiators
BASIC: Brazil, South Africa, India, and China
CBDR-RC: Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities
CGE: Consultative Group of Experts
CMA: Conference of the Parties, servings as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement
COP: Conference of the Parties
GHG: Greenhouse Gases
GST: Global Stocktake
INDC: Intended Nationally Determined Contribution
LMDC: Like-Minded Developing Countries
NDC: Nationally Determined Contribution
SCF: Standing Committee on Finance
UNFCCC︓United Nations Framework Convention on Climate Change
WIM: Warsaw International Mechanism for Loss and Damage

本章で⽤いる略語



（１）COP25における交渉の論点と結果
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2019年に残された交渉議題

パリ協定実施指針交渉の延⻑戦
2018年のCOP24（CMA1-3）で合意を得なかった事項（6条の実施指針等、NDCの共通タイムフレーム）
が存在し、2019年も交渉を継続
6条の実施指針は2019年が合意期限、共通のタイムフレームは合意期限を未設定。透明性枠組みの共通報
告表（common tabular format）については、2018年の合意に基づき、2020年を期限に交渉

パリ協定とUNFCCCの関係
両者で同様の機能が存在する場合、併存させるのか、パリ協定側に寄せるのかが、いくつかの議題で論
点に
緩和を扱うパリ協定4条は、⼤半の規定において先進国と途上国を区別していない。緩和について
UNFCCCの機能を残すことは、同条約の⼆分論構造（先進国と途上国の区別）を残すことにもつながる。
他⽅、途上国への⽀援（資⾦、技術、キャパシティビルディング）に関しては、パリ協定においても先
進国と途上国の区別を残しているものの、先進国以外の国による⾃主的な資⾦⽀援提供の規定も存在

議題の多くが途上国⽀援関連
COP24までにパリ協定の緩和関係の主要議題がほぼ終了したことから、結果的に、⽀援関係の議題が多
く残存

COP25開始時点における⽂脈①
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議題外のイシュー

正式な議題にはなっていないが、⼀部の国・グループが強い関⼼を⽰すイシューが存在
• 適応のグローバル⽬標（協定7条1）の具体化→AGN（アフリカ）が強い関⼼
• プレ2020の扱い→LMDC（特に中国）が強い関⼼
• 衡平（equity）の具体化→インドが強い関⼼
• 資⾦フローの低GHG排出・気候強靭発展の経路との整合（※協定2条1(c)の具体化）→EUが強い関⼼
• 海洋と気候変動→議⻑国チリ等が強い関⼼

NDCと⻑期戦略の提出年である2020年の前年であることから、これらについて議⻑国・NGO・メディア
等の関⼼が⾼い状況

関⼼国はこれらのイシューの新規議題化を提案したり、COP決定・CMA決定の中に欲しい⽂⾔を含めよ
うとしたりするなど、何らかの形で争点化することがある
COP25の開催直前にAGNが適応に関するCMAの新規議題を提案したことから、適応のグローバル⽬標の
具体化が争点化すると⾒込まれた。また、2020年の前年であることから、プレ2020の争点化も考えられ
た。さらに、議⻑国チリの関⼼事項であった海洋と気候変動についても議論になると予想された

COP25開始時点における⽂脈②
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【参考】適応のグローバル⽬標

パリ協定採択に⾄る交渉におけるAGNとAILACの提案
パリ協定採択までの交渉において、AGNとAILACが適応のグローバル⽬標を提案
• AGNは、2013年に「温度⽬標または緩和約束の積み上げシナリオにおける温度上昇」の下での被害⾒
込み額を「適応のグローバル⽬標」とし、この⾦額に相当する⽀援を求めることを提案

• AILACは、2014年に「適応のグローバル⽬標」を提唱し、AGNと同様に、緩和－適応－⽀援のリン
ケージを指摘しつつ、定量評価のためのメトリクスと指標（metrics and indicators）の作成に早急に
着⼿すべきと提案。ただし、メトリクスと指標は、AGNが提唱した被害⾒込み額とは異なるものを
想定

パリ協定における適応のグローバル⽬標と関連規定
7条1に適応のグローバル⽬標が盛り込まれたが、「2条の温度⽬標の⽂脈における持続可能な発展への貢
献と適切な適応対応の確保を⽬指すために、適応能⼒の向上、レジリエンスの強化及び気候変動への脆
弱性の低減」という定性的な記述
AGNとAILACが指摘した緩和と適応のリンクについては、7条4に「締約国は、現在の適応ニーズは顕著
であり、緩和の⽔準が⾼まるほど追加の適応努⼒の必要性が下がり、適応ニーズが⾼まるほど適応コス
トも⾼まりうることを認識する」という形で規定

パリ協定実施指針における適応⽀援ニーズ評価
AGNは、COP24までの協定実施指針の交渉においても、適応⽀援ニーズの定量化を追求。合意された実
施指針では、事務局がGST向けに作成する統合報告書の中に、途上国の適応報告やIPCCの報告書等に基
づく「途上国の適応⽀援ニーズの評価」を含めることに合意。パリ協定7条14は、GSTにおいて、「適応
および適応への⽀援の適切性と実効性」をレビューすると定めており、ニーズ評価はこのレビューの際
に参照される可能性。また、2026年以降の資⾦の新規⽬標は、途上国のニーズを考慮して設定されるこ
とから、⽬標設定においても何らかの形で参考にされる可能性あり



9

【参考】プレ2020

COP17決定（2011年）における2020年までの取組み不⾜（gap）の認識
2020年以降の新枠組みを検討するダーバンプラットフォーム特別作業部会の設置に合意したCOP17決定
（decision 1/CP.17）の前⽂に「2020年の世界の温室効果ガス排出に関する締約国の緩和誓約の積み上げ
効果と、世界平均気温上昇を産業化以前と⽐べて2℃または1.5℃以内に抑える⼗分な可能性（likely 
chance）がある総排出経路の間に⼤きな不⾜（gap）があることを深刻な懸念をもって留意」との⽂⾔。
ギャップを埋めるための⾏動オプションを特定するための作業計画を⽴ち上げ

COP19決定（2013年）におけるプレ2020に関する記載
2015年の約束草案提出に合意したCOP19決定（decision 1/CP.19）において、“Urging”との形で、先進国
による2020年⽬標の再検討、先進国による⽀援強化、途上国による緩和⾏動の実施と更なる⾏動を呼び
かけ

COP21決定（2015年）によるプレ2020に関する促進的対話の実施決定
パリ協定を採択したCOP21決定（decision 1/CP.21）において、COP22（2016年）でプレ2020に関する促
進的対話を実施し、COP19決定の実施状況を評価すると決定

COP23決定（2017年）によるプレ2020に関するストックテイクの実施決定
タラノア対話（2020年のNDC提出に先⽴って実施するストックテイク）の実施⽅法を決めたCOP23決定
（decision 1/CP.23）において、COP24（2018年）とCOP25（2019年）でプレ2020に関するストックテイ
クを実施し、プレ2020における締約国の緩和努⼒と⽀援提供等を検討すると決定

→2020年以降の枠組みに関する交渉の節⽬において、プレ2020が争点化
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パリ協定における衡平の記載
衡平はUNFCCCの原則を定める3条で⽤いられている⽂⾔であり、パリ協定の起草過程においても、多く
の途上国が衡平を協定に含めるように要求。他⽅、⼆分論（先進国と途上国の区別）を緩めたい先進国
は衡平及びCBDR-RCを含めることに消極的。結果として、パリ協定では、2条2に「衡平及び異なる国別
事情に照らしたCBDR-RCを反映するように協定を実施」、4条1に「世界全体の排出ピークの早期実現を
衡平に基づき⽬指す」、14条1に「GSTを衡平と⼊⼿可能な最善の科学に照らした実施」という形で衡平
を反映

GSTの実施指針における衡平
パリ協定実施指針（19/CMA.1）の交渉において、途上国は「衡平に照らした実施」の具体化を主張した
が、先進国は、GSTは世界全体での進捗を評価するものであるとして、具体化に対して反対。結果として、
GSTのモダリティの中で衡平を考慮（in the light of, consider, take into account）するとの⽂⾔が⼊り
（パラグラフ2, 13, 27, 31）、GSTの情報源にも衡平に関するものが記載された（パラグラフ36(h)、
37(g)）

またCOP24最終⽇のプレナリーにおいて、実施指針の採択前にインドが発⾔を求め、「グローバル・ス
トックテイクの決定案に留保（reservation）がある。しかし、建設的な精神により採択を許容（allow）
する」旨発⾔。2019年1⽉2⽇付のインド政府のプレスリリースでは、留保の理由として、「グローバ
ル・ストックテイクの結果（output）において衡平を考慮する必要がある」と説明

【参考】衡平の具体化
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パリ協定2条1(c)
パリ協定の⽬的の１つは「資⾦フローを低GHG排出・気候強靭発展の経路と整合させること」（2条1(c)）。「資⾦フ
ロー」は明確には定義されておらず、⽂字通りに解釈すれば、官⺠・国内外を問わず、あらゆる資⾦フローが対象。協
定9条は途上国への資⾦⽀援を定めているが、資⾦フローはこれを超えて、相当に広い範囲を指しうる

パリ協定実施指針における2条1(c)の扱い
域内でサステナブルファイナンスの制度整備を進めるEUが、2条1(c)をパリ協定の実施指針の関連部分に含めるように要
求。その結果、以下の内容に合意
• GSTに関する実施指針では、技術的対話（a technical dialogue）による作業を「緩和、適応、実施⼿段と⽀援という
テーマ別分野の中で、2条1(a)〜(c)を含む協定の⽬的と⻑期⽬標に対する全体進捗を評価するための棚卸しに沿って
構成する」と規定。2条1(c)がGSTのスコープに含まれることが明確に

• 資⾦の事前情報（9条5）の中に、「提供・動員された⽀援が、途上国による協定の⻑期⽬標を満たすための努⼒へ
の⽀援（資⾦フローを低GHG排出・気候強靭発展の経路に整合させる努⼒への⽀援を含む）にどのように振り向け
られたかに関する情報」が含まれた。2条1(c)の達成を狙いとした⽀援を事前に提⽰する形。また、SCFが、気候資⾦
の隔年評価の中で、4年ごとに2条1(c)に関連して⼊⼿可能な情報をマッピングすることも決定。これらの情報はGST
で活⽤される

• 2026年以降の新規の資⾦動員⽬標の議論に際しては、途上国のニーズに加え、「資⾦フローを低GHG排出・気候強
靭発展の経路に整合させることを含む形で、持続可能な発展と貧困削減の努⼒という⽂脈の中での気候変動の脅威
へのグローバルな対応を強化するという⽬的」も検討することに

タクソノミーとの関連
欧州連合は⾦融制度の中で経済活動をサステナブルなものとそうではないものに分類するタクソノミーを策定中。中国
はグリーンな産業活動を特定する「グリーン産業指導カタログ」を策定済み。カナダはトランジションのタクソノミー
の必要性を検討中。タクソノミーは各種資⾦の2条1(c)との整合性を判定する際にも⽤いられる可能性あり

【参考】資⾦フローの低GHG排出・気候強靭発展の経路との整合
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気候変動枠組条約と海洋
⻑年にわたり、有志国・団体の間で、Ocean Day、Because the Ocean Declaration、Ocean Pathway 
Partnershipなどの形で、海洋の重要性について検討し、具体的なイニシアティブを⽴ち上げ（図）

COP25議⻑国チリの関⼼
チリは早い段階からCOP25を”Blue COP”とする意向を表明

UNFCCCにおける海洋

出典︓Secretariat of the Because the Ocean 
Initiative (2019), “Ocean for Climate”

【参考】海洋と気候変動
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⽶国の脱退通告

2019年11⽉4⽇、⽶国のポンペオ国務⻑官は、パリ協定からの脱退を正式に通告したと発表
トランプ⼤統領は就任直後の2017年6⽉1⽇にパリ協定から脱退する意向を表明
しかし、協定の規定上、脱退を正式に通告できるのは、協定発効⽇から3年後の2019年11⽉4⽇以降であ
り、⼤統領の脱退表明後も、形式的にはパリ協定の締約国
パリ協定は、脱退が効⼒を有するのは通告から1年後と定めており、⽶国の脱退が確定するのは、2020年
11⽉4⽇
→COP25時点では、パリ協定の締約国

【参考】ブッシュ政権による京都議定書交渉離脱時の⽶国代表団の対応
ブッシュ元⼤統領が京都議定書からの離脱を表明した際、京都議定書は未発効であったことから、議定
書の実施規則に関する議題は、⽶国も参加するCOPの下に設定。この時、⽶国は交渉には実質的に参加
せず、コンセンサスを妨害もしなかった。
ただし、合意の採択後に、「⽶国には京都議定書を批准する意思はないが、他国が前に進むことを⽌め
ることもしない。京都議定書の実施規則の採択に関するコンセンサスを妨げなかったことは、議定書は
良い政策（sound policy）ではないという⽶国の⾒解を変えるものではない」と発⾔

COP25開始時点における⽂脈③
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2020年のNDC提出

パリ協定及びCOP21決定に基づき、2020年に2030年⽬標を提出
• パリ協定4条9︓各締約国はCOP21決定及び関連するCMA決定に従い、5年ごとにNDCを提出（shall）
• COP21決定パラグラフ23︓INDCのタイムフレームが2025年までの締約国は2020年までに新規のNDCを提出
• 同パラグラフ24︓INDCのタイムフレームが2030年までの締約国は2020年までにその貢献を提出または更新
（communicate or update）

• 同パラグラフ25︓締約国は関連するCMAの少なくとも9〜12か⽉前にNDCを事務局に提出すること（shall）を決定
Climate Ambition Allianceによる2020年のNDC強化意向の表明（2019年9⽉）
議⻑国チリは2019年9⽉の国連気候⾏動サミットの際にClimate Ambition Coalitionを⽴ち上げ、70か国が
2020年までに削減⽬標を強化、またはそれに向けた検討を開始したと表明

2019年の国連気候⾏動サミットにおいてClimate Ambition Alliance
としてNDC強化を掲げた国

70か国が2020年までに削減⽬標を強化、また
はそれに向けた検討を開始したと表明
このうち、59か国が2020年に削減⽬標を強化
すると意思表⽰（図の⻘⾊で表⽰した国）。
⼤半が⼩島嶼国、中南⽶諸国、アフリカ諸国
といった気候変動の悪影響を受けやすい途上
国。先進国は、ノルウェー、スイス、ウクラ
イナ、ベラルーシのみ
他⽅、⻄欧の11か国（英国、ドイツ、フラン
ス、オランダ、ルクセンブルク、スペイン、
ポルトガル、フィンランド、スウェーデン、
デンマーク、アイスランド）は、国ごとでは
なく欧州連合（EU）全体として削減⽬標を掲
げていることから、その引き上げには⾔及せ
ず、⾃国の政策を強化するための内部検討に
着⼿済みと表明（図の⻩⾊で表⽰した国）

出典︓mapchart（https://mapchart.net/）を⽤いて作成。
⼩島嶼国等の国⼟⾯積が⼩さい国々は丸印（●）で⽰されている

COP25開始時点における⽂脈④
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2020年の⻑期戦略提出

パリ協定及びCOP21決定に基づき、2020年までに⻑期戦略を提出
• パリ協定4条19︓全ての締約国は、協定2条を念頭に、異なる国別事情に照らしたCBDR-RCを考慮して、
⻑期低GHG排出発展戦略を策定・提出するように努めるべき（should）

• COP21決定パラグラフ35︓締約国に対して、2020年までに今世紀半ばの⻑期低GHG排出発展戦略を提
出するように招請（invite）

Climate Ambition Allianceによる2050年ネットゼロ排出（2019年9⽉）
議⻑国チリは2019年9⽉の国連気候⾏動サミットの際にClimate Ambition Coalitionを⽴ち上げ、66の締約
国（EUを含む）が2050年にネットゼロ排出を実現する戦略を策定済み、2050年ネットゼロ排出を⻑期の
国家⽬標として特定済み、またはパリ協定に沿った気候中⽴のための⻑期戦略を協議中と発表（図）

2050年ネットゼロ排出またはその検討を掲げた国
（国連気候変動サミット時点）

出典︓mapchart（https://mapchart.net/）を⽤いて作成。
⼩島嶼国等の国⼟⾯積が⼩さい国々は丸印（●）で⽰されている

COP25開始時点における⽂脈⑤
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パリ協定実施指針交渉の延⻑戦

6条の実施指針、NDCの共通のタイムフレーム、透明性枠組みの共通表様式のいずれも決裂
6条の実施指針は⼿続き的決定を採択→これまでの交渉⽂書が次回会合に引き継がれる
残りの２つについては、⼿続き的決定（または結論）を採択できず→これまでの⽂書が引き継がれない

決裂の原因は議題間で相違
• 6条の実施指針︓CDMの移管、6条2に対するshare of proceedsの是⾮と⽅法
• NDCの共通のタイムフレーム︓オプションの増加に伴う混乱。COP24の時点では3つのオプション（5
年、10年、5年または10年）まで収斂していたが、SB50及びCOP25において、様々なオプションが追
加された。各国のポジションに⼤きな変化は⾒られず、また、合意期限も決められていないことから、
合意の⾒通しは不透明。SB50では合意時期に合意することを試みたが、LMDC等の反対により、合意
できず

• 透明性枠組みの共通報告表︓”structured summary”を巡る意⾒の相違。セッション間のワークショッ
プの必要性に関する意⾒の相違。基本的な構図は、COP24までの透明性議題と同様で、途上国は柔軟
性の適応やキャパビルの必要性等を主張。COP25における⼿続き的な結論の採択にあたっては、中国
がプレナリーの場で強硬に反対

交渉の結果①
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ロス＆ダメージ（WIMのガバナンス）

ワルシャワ国際メカニズム（WIM）のレビューが議題
WIMの内容⾯に加えて、そのガバナンスが論点。パリ協定8条2はWIMはCMAの権限とガイダンスに従う
（shall）と定めており、CMAの下に置かれることになったが、⼀部途上国はCOPにも従うべきと主張。
また、CMAのみに従う場合、⽶国の脱退後は、ロス＆ダメージへの⽶国の関与が無くなる

ガバナンスの問題の背後には「賠償責任と補償」
⼀部報道*によれば、⽶国は、COP21決定における「協定8条はいかなる賠償責任または補償の基礎を含
まず、与えないことに合意」との⽂⾔をUNFCCCにも適⽤することを、COPの下にも置く際の条件として
提案
* Farand, Chloé (2019), “US seeking further block on compensation for climate damage,” Climate Home（2019年12⽉11
⽇）（https://www.climatechangenews.com/2019/12/11/us-seeking-block-compensation-climate-damage/）

ガバナンスについては合意を得ず、”COP26”で議論継続
パリ協定側では、”CMA2”の決定として、サンチアゴネットワークの設置など、WIMの強化について、⼀
定の合意
他⽅、UNFCCC側では、”COP25”の決定として、CMA2の決定に留意（note）しつつ、「WIMのガバナン
スに関する検討をCOP26において継続することに留意（※WIMのガバナンスに関する議論が成果を⽣ま
なかったことにも留意。このことは本件の更なる検討を予断しない）」とすることに合意

交渉の結果②
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決裂議題の多発

2種類の決裂
①内容⾯の合意を得なかったが、継続検討等の⼿続き的決定には合意する場合と、②⼿続き的決定にも
合意できない場合
②には、⼿続き規則案のRule 16を適⽤（合意を得なかった議題を、⾃動的に次回会合の議題として追加
するという規則）

COP25では、両⽅の決裂が多発
• ⼿続き的決定には合意した議題︓協定6条の実施指針（SBSTA51議題12、CMA2議題11）、WIMのガバ
ナンス（COP25議題4）、CGEのterms of reference（SBI51議題4(b)、COP24議題5）

• Rule 16を適⽤する議題︓透明性枠組みの共通報告表（SBSTA51議題11）、NDCの共通タイムフレーム
（SBI51議題5）、適応委員会の報告（SBI51議題10、CMA2議題4）、⻑期資⾦（COP25議題8(a)）、
協定4条登録簿（CMA2議題5(a)）、協定7条登録簿（CMA2議題5(b)）、適応基⾦（CMA議題7(b)）、
附属書I国のインベントリガイドライン（SBSTA51議題10(a)）、共通のメトリクス（SBSTA51議題
10(d)）、国際航空・海運からの排出（SBSTA51議題10(e)）、京都議定書の約束の野⼼強化（CMP議
題11）

• このうちの⼀部は毎回決裂している議題だが、今回は例年以上に決裂が頻発

交渉の結果③
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内容⾯の合意は少数

合意を得た議題
主なものは以下のとおり
• 条約下の第2回定期レビューのスコープ
• ロス＆ダメージの専⾨家グループ及び技術⽀援を促進するためのサンティアゴネットワークの設置
• ジェンダー⾏動計画の策定
• 対応措置の影響に関するフォーラム等の6カ年計画の策定
→合意期限が2019年であった議題がもともと少数である上に、6条の実施指針等が決裂したことから、合
意内容が⼀層少ない印象に

※条約下の第2回定期レビューのスコープに関する決定について
定期レビューのスコープ（パラグラフ4）
a)．条約の関連する原則と規定に則り、最善の科学に基づき、レビューは、以下の3点に関して締約国の
理解を深める︓
i) 条約の究極⽬的に照らした⻑期（気温）⽬標及びそれを達成するためのシナリオ
ii) ⻑期（気温）⽬標を達成するためのシナリオと、それに関連する影響の範囲に関するものを含む情報
及び知⾒のギャップへの対処に関する2013-2015年レビュー以来の進捗状況
iii) 条約の効果的な実施の確保を⽬指し、⻑期（気温）⽬標を達成するための課題と機会
b)．以下について評価（assess）する︓
条約の究極⽬的に照らした⻑期（気温）⽬標を達成するために、締約国が講じた措置の総合的な効果

ただし、レビューの結果はCOP21決定（10/CP.21）で合意した⻑期⽬標を変更、あるいは再定義しない
（パラグラフ5）。また、第1回GST終了後となるCOP30（2024年11⽉開催予定）にて、GSTやその他プ
ロセスとの重複及びシナジーを考慮し、定期レビュー⾃体の継続の⾒直しを検討する（パラグラフ8）

交渉の結果④
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プレ2020

LMDC・AGN・アラブグループ・BASICが作業計画を共同提案
COP23（2017年）に合意したプレ2020のストックテイクがCOP25で完了する機会を捉え、先進国に対し
て、2020年までの「ギャップ」を、2020年以降に埋め合わせるように求めるもの。共同提案の主な内容
は以下のとおり
• 附属書I国に対して、プレ2020のギャップを埋めるのに必要な量を、2025年まで、または遅くとも

2030年までに削減すべく、NDCの緩和要素の野⼼を引き上げるように要請。同時に、NDCの進捗追跡
を⾏う際に、隔年透明性報告の⼀部として、プレ2020におけるギャップの⽳埋めに関する進捗も報告
するように要請

• プレ2020の実施と野⼼に関する2年間の作業計画をSBIのもとに設置し、先進国によるプレ2020のコ
ミットメントにおける緩和・適応・資⾦・技術開発と移転・キャパシティビルディングの進捗と
ギャップを特定。作業計画には、サブミッション、進捗をレビューするワークショップ、COPに対す
るレコメンデーションを含む

→実質的に2020年までの緩和に関する⼆分論構造を2020年以降に持ち込むもの

COP25における検討は迷⾛したが、作業計画は⾒送られ、ラウンドテーブルの開催に合意
結果的に、ラウンドテーブルから第1回GSTまでの流れが発⽣
• COP26で締約国とステークホルダーによるラウンドテーブルを開催し、2021年9⽉までに事務局がサ
マリーレポートを作成

• ラウンドテーブルのサマリーレポートが、UNFCCC下の第2回定期レビューのインプットに（※同レ
ビューは2020年後半〜2022年。レビューのスコープに「取組み（steps）の全体効果（overall 
aggregate effects）の評価」を含む）

• 第2回定期レビューの報告は、第1回GST（2022年〜2023年）のインプットに
→プレ2020が限定的かつ⽬⽴ちにくい形で2023年まで残存することに

交渉の結果⑤
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適応のグローバル⽬標

AGNによる新規議題提案
会期前（2019年11⽉）に、適応に関するCMAの新規議題を提案。その意図は適応のグローバル⽬標（協
定7条1）を具体化するもの。開会前⽇までの調整によって、新規議題化は回避されたが、会期を通じて、
AGNが関連する主張を継続（たとえば、2019年12⽉14⽇の⾮公式ストックテイキングプレナリーにおい
て、「適応のグローバル⽬標を特定し、operationalizeして、フォローアップを⾏うプロセスが必要」発
⾔）

CMA2の結果
結果的に、CMA決定（Decision 1/CMA.1）に「適応委員会に対し、適応のグローバル⽬標の達成に向け
た全体進捗をレビューするアプローチを検討し、その結果を2021年の年次報告に含めるように要請」と
の⽂⾔。第1回GSTへのインプットとなるタイミング
※AGNは適応全般について、強い要求を継続するようになっており、6条交渉（6条2へのshare of 
proceeds適⽤）についてもこの傾向がみられる（たとえば、2019年12⽉13⽇の⾮公式ストックテイキン
グプレナリーにおいて、「6条について、適応への資⾦の重要性を忘れてはならない。適応への⼀般的な
資⾦ではなく、適応基⾦を通じた途上国⽀援への明確なコミットメントが必要」と発⾔）

交渉の結果⑥
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海洋と気候変動

COP25の結果
海洋と気候変動の関係を取り上げたい国々と、海洋を取り上げるのであれば⼟地も同時に取り上げるべ
きとする国々と、⼟地についての更なる取り組みを望まない国々の間で最後まで意⾒の相違があったが、
最終的には、COP25決定（Decision 1/CP.25）として以下の対話の開催に合意。新規議題化には合意せず
• SBSTA議⻑に対して、SBSTA52（2020年6⽉）において、海洋と気候変動に関する対話を開催し、この
⽂脈において緩和と適応の⾏動をどのように強化できるかを検討するように要請

• SBSTA議⻑に対して、 SBSTA52（2020年6⽉）において、⼟地と気候変動への適応関連の事項の関係
に関する対話を、条約・京都議定書・パリ協定の下での他のプロセスに⼲渉しないように開催するこ
とを要請

交渉の結果⑦
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NDCの野⼼

「野⼼強化を明確な⽂⾔に落とし込むべき」との意⾒と、「COP21決定（パラグラフ23＆24）を動かす
べきではない」との意⾒で対⽴したが、既存の合意された⽂⾔をつなぎあわせたものをCMA2決定
（Decision 1/CMA.2）に盛り込むことに合意
• 前⽂: Encouraging Parties to use the opportunity in 2020 to reflect the highest possible ambition in response to the 

urgency of addressing climate change and with a view to achieving the long-term goals set out in Article 2 and 
Article 7, paragraph 1, of the Paris Agreement, 
→パリ協定4条3（reflect its highest possible ambition）を踏襲した⽂⾔

• パラグラフ5: Re-emphasizes with serious concern the urgent need to address the significant gap between the 
aggregate effect of Parties’ mitigation efforts in terms of global annual emissions of greenhouse gases by 2020 and 
aggregate emission pathways consistent with holding the increase in the global average temperature to well below 
2 °C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial 
levels; 
→COP21決定前⽂の”re-emphasize”（新規要素なし）

• パラグラフ6: Recalls that each Party’s successive nationally determined contribution will represent a progression 
beyond the Party’s then current nationally determined contribution and reflect its highest possible ambition, 
reflecting its common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national 
circumstances; 
→パリ協定4条3の”recall”（新規要素なし）

• パラグラフ7: Recalls the request to Parties contained in decision 1/CP.21 paras 23 and 24, and urges Parties to 
consider the gap referred to in paragraph 5, with a view to reflecting their highest possible ambition when 
responding to this request; 
→前半部分はCOP21決定パラグラフ23&24の”recall”（新規要素なし）。後半部分（urges以下）は、gapと
ambitionとNDC提出をつなぐもので新規要素。ただし、gapは2020年のギャップであり、2020年のNDC提出
（2030年⽬標の提出）とは⽂脈がずれている

交渉の結果⑧
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NDCの野⼼

交渉とは別に、議⻑国チリは2019年12⽉11⽇に、9⽉の国連気候⾏動サミットで⽴ち上がったClimate 
Ambition Allianceの参加国拡⼤を発表。NDC強化意向の国の数が増加
103か国が2020年にNDCの野⼼を強化する意向（※9⽉のサミット時は59か国）、11か国が野⼼強化のた
めの国内プロセスを開始済み（※9⽉のサミット時と同数）。アフリカとアジアで参加国増加（図）

交渉の結果⑧

Climate Ambition Allianceの下でNDC強化を掲げた国

出典︓mapchart（https://mapchart.net/）を⽤いて作成。⼩島嶼国等の国⼟⾯積が⼩さい国々は丸印
（●）で⽰されている。⻘⾊が国連サミット時にNDC野⼼強化を表明した国、⻩⾊が野⼼強化のための国
内プロセスを開始した国、緑⾊がCOP25時にNDC野⼼強化を新たに表明した国
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⻑期戦略提出

CMA2決定（Decision 2/CMA.2）において、COP21決定パラグラフ35に⾔及（reiterate）

交渉とは別に、議⻑国チリは2019年12⽉11⽇に、9⽉の国連気候⾏動サミットで⽴ち上がったClimate 
Ambition Allianceの参加国拡⼤を発表。2050年ネットゼロ排出またはその検討を掲げる国が増加
120か国及びEUが2050年ネットゼロ排出を実現する戦略を策定済み、2050年ネットゼロ排出を⻑期の国
家⽬標として特定済み、またはパリ協定に沿った気候中⽴のための⻑期戦略を協議中と発表（図）

交渉の結果⑨

出典︓mapchart（https://mapchart.net/）を⽤いて作成。⼩島嶼国等の国⼟⾯積が⼩さい国々は丸印
（●）で⽰されている。⻘⾊が国連サミット時に表明した国、緑⾊がCOP25時に新たに表明した国

Climate Ambition Allianceの下で2050年ネットゼロ排出またはその検討を掲げた国（COP25時点）
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気候の科学と緊急性

2019年に起きた気候変動問題の捉えなおしの影響
⼀部の国は、科学に⽴脚すること、気候⾮常事態、緊急性（urgency）をCOP決定等に盛り込むべきとの
意⾒を提⽰

最終的には、気候⾮常事態という⽂⾔は⽤いられなかったが、科学の位置づけと緊急性に関する「認
識」を決定に反映
• 科学︓COP決定（Decision 1/CP.25）とCMA決定（Decision 1/CMA.2）に「気候変動に対処する⾏動は、
最善の⼊⼿可能な科学に基づき、新たな知⾒に照らして継続的に再評価される場合に、最も実効的で
あると認識する」とのパラグラフ

• 緊急性︓COP決定（Decision 1/CP.25）の前⽂に「緊急の野⼼的なグローバルな気候⾏動を求める市⺠
社会、特に若者と先住⺠の努⼒と懸念を認識」との⽂⾔。CMA決定（Decision 1/CMA.2）に「野⼼を
強化し、気候変動の脅威に対応する緊急性が⾼まっていることを認識」とのパラグラフ

交渉の結果⑩



（２）COP26に向けた動き
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COP26の3つの側⾯

COP26は2020年11⽉9⽇〜20⽇に英国（グラスゴー）で開催予定。現時点において、COP26には以下の
3つの側⾯が存在

①交渉のCOP
6条の実施指針と透明性枠組みの共通報告表は合意期限
2025年以降の資⾦⽬標（ポスト1000億ドル⽬標）の検討開始

②NDC野⼼・2050年ネットゼロのCOP
次期COP議⻑に就任予定のシャーマビジネス・エネルギー・産業戦略省国務⼤⾂は、2020年3⽉に国連
本部を訪問し、全ての国に対して、野⼼的なNDCを提出することと、できる限り早い時期にネットゼロ
排出に⾄ることにコミットすることを求めると表明。グテーレス国連事務総⻑も、シャーマ⼤⾂の訪問
に合わせて、1.5℃以内に抑えることに寄与するようなNDCの野⼼強化と2050年にネットゼロ排出に⾄る
戦略が優先事項と表明

③⾦融のCOP
ジョンソン⾸相は、3⽉に退任する英中銀のカーニー総裁をCOP26の⾦融アドバイザーに任命。カーニー
⽒は、⾦融システムからの野⼼的な⾏動を、COP26に先⽴って喚起する⽅針
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①交渉のCOP

⽶国の協定脱退は2020年11⽉4⽇に発効→COP26時点で⾮締約国に
⽶国はパリ協定関連の議題に参加することができない
→⽶国の関与なしで、6条の実施指針や透明性枠組みの共通報告表をまとめることになるが、相当な困難
を伴うものと予想される。
CMA3では、ポスト1000億ドル⽬標の検討が開始され、合意期限や合意に向けた検討⼿順等を交渉する
ことになると⾒込まれるが、⽶国抜きで検討しなければならない

⽶国⼤統領選挙は2020年11⽉3⽇→COP26時点で結果判明済み
トランプ⼤統領が勝利した場合、⽶国の協定離脱が⻑期化することになり（※任期は2025年1⽉20⽇ま
で）、ポスト1000億ドル⽬標の交渉を⽶国抜きで⾏うことが実質的に確定するなど、パリ協定の先⾏き
に関して不安感が⾼まる可能性がある
⺠主党候補が勝利した場合、2021年の⽶国復帰が確定的となり、パリ協定への楽観論が広がると同時に、
残存議題を2020年にまとめるのが良いのか、2021年まで先延ばしした⽅が良いのかの計算が変わりうる
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②NDC野⼼・2050年ネットゼロのCOP

提出年COPの9〜12か⽉前までのNDC提出の意味
COP21に⾄るまでの交渉で、⽶国（オバマ政権）はNDCの草案を提出し、多国間での事前協議を経て、
最終提出を⾏うという2段階提出を提案。中国等の強い反発にあって、2段階提出と事前協議は⾒送られ
たが、様々な評価にさらされる時間を確保するという⽶国提案の意図を踏まえ、「9〜12か⽉前」の提出
が盛り込まれた。したがって、提出年のCOPにおいて、NDCの野⼼にフォーカスが当たるのは⾃然な流
れであり、COP26まで、年間を通じてNDC強化の圧⼒がかかり続ける構造

事務局による統合レポート
CMA2決定（Decision 1/CMA.2）に従い、条約事務局はCOP26までに、各国のNDCの積み上げ効果と協定
の⻑期⽬標を⽐較する統合レポートを公表予定。COP26における議論の材料になる⾒込み

※2020年2⽉時点までに提出されたNDC
ノルウェー（2020年2⽉7⽇、NDCの更新）、スリナム（2019年12⽉9⽇、第2回NDCの提出）、マーシャ
ル諸島（20018年11⽉22⽇、第2回NDCの提出）
※NDCを巡って予想される2020年の外交上の動き
• EU-中国サミット（2020年9⽉）
• 英連邦⾸脳会議（2020年6⽉。インド、南アフリカ等も参加）
※NDCの野⼼強化を巡る外交は2021年まで継続する可能性
2020年11⽉の⽶国⼤統領選挙の結果次第では、さらに⼤きなイシューとなりうる
• フォン・デア・ライエン欧州委員⻑︓NDCを巡る外交を2021年まで続けるとの意向を欧州議会に対し
て表明

• バイデン⽶前副⼤統領（⺠主党の有⼒⼤統領候補）︓就任から100⽇以内に主要排出国の⾸脳が参加
する気候サミットを開催し、現⾏⽬標を超える野⼼的な⽬標の提⽰を求めるとの考えを提⽰
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③⾦融のCOP

COP26⺠間ファイナンスアジェンダ（COP26 Private Finance Agenda）
英中銀のカーニー総裁は2020年2⽉27⽇にCOP26⺠間ファイナンスアジェンダを発表。その際のカー
ニー総裁による演説の主な内容は以下のとおり
• レポーティング︓TCFDに基づく共通枠組みの実施を通じた気候関連情報開⽰の量と質の改善。⺠間部⾨に対して以
下を奨励
 現⾏のTCFD枠組みのレビューへの寄与
 2021/22年の報告時期における完全なTCFD情報開⽰へのコミット
 貸出先とポートフォリオ対象企業に対するTCFDと整合的な情報開⽰の要求

• リスクマネジメント︓企業と投資家がネットゼロの世界への移⾏におけるリスクを測定し管理できるようにする。
⾦融部⾨と他国の中央銀⾏に対して以下を奨励
 気候ストレステストの枠組みの形成への⽀援
 企業内部での能⼒構築の開始
 知⾒と専⾨性の共有（Climate Financial Risk Forum (CFRF)もこの⼀環）
 他国におけるストレステストの実施

• リターン︓企業と投資家がネットゼロへの移⾏における機会を特定することを⽀援。資本の提供者は、①TCFD情報
開⽰を遵守する資産⽐率、②ネットゼロ整合的（パリ整合的）な資産割合、③業種別の移⾏経路に照らして評価し
た移⾏の進捗（リーダーとラガードの特定）、④ポートフォリオの温暖化ポテンシャルの4点を測定し開⽰しうる

• 多国間開発銀⾏と⾰新的なファイナンス
 多国間開発銀⾏と開発⾦融機関に対して、COP26までにパリ協定と整合的な実施計画を策定するように求める
 ⾰新的なファイナンスについて、①トランジションボンドやトランジションインデックスといった新たな⾦融
商品についての理解、②気候政策リスクに対する偶発債務構造（contingent liability structure）や新興国にお
けるマイクロインシュランスといった保険部⾨のイノベーション促進、カーボンオフセットとnature-based 
solutionsの⺠間市場の⾒通し評価



第２章
主要国（⽶国、EU、中国、インド）の動向
分析
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（１）⽶国
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2020年⽬標・2025年⽬標

2020年⽬標
オバマ政権は2009年のCOP15の直前に、2020年の排出⽬標として、「2005年⽐で17%程度
（in the range of 17%）の削減」を提⽰

「17％削減」は、当時検討されていた国内排出量取引法案と整合的な⽬標

2025年⽬標
オバマ政権は2014年11⽉の⽶中⾸脳会談後の共同声明の中で、2025年の排出⽬標として、
「2005年⽐で26〜28%削減」を提⽰

「26〜28%削減」は、既存法の下での施策で実現可能な数字と説明
ただし、削減内訳は明⽰せず

トランプ⼤統領はパリ協定脱退表明時（2017年6⽉1⽇）にオバマ前政権の⽬標（2025年に
2005年⽐26〜28%減）の実施中⽌を表明

⽬標・排出量









America First Energy Plan（2017年1⽉20⽇）
気候⾏動計画などの有害で不要な政策を撤廃
これにより、労働者の賃⾦が今後7年で300億ドル以上増加
シェールオイル・ガス⾰命を取り込み、多くのアメリカ⼈に雇⽤と繁栄をもたらす
500兆ドルにも及ぶ未開発のシェール、⽯油、天然ガスの資源を特に連邦公⽤地において活⽤
エネルギー⽣産からの収⼊を道路、学校、橋梁、公的インフラの再建に投⼊
クリーンコール技術と⽯炭産業の復興にもコミット
国産エネルギー⽣産の加速は、国家安全保障上の関⼼にも合致
OPECカルテルや⽶国の国益に敵対的な国からのエネルギー独⽴を実現することにコミット
エネルギーへのニーズは、環境への責任あるstewardshipと⼿を携えるもの
きれいな空気ときれいな⽔の保護等の優先順位は⾼い
環境保護庁（EPA）の焦点を空気と⽔の保護という本質的なミッションに再度絞る

トランプ政権のAmerica First Energy Plan国内政策
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全般
全省庁⻑官に対して、国産エネルギー源（特に⽯油、天然ガス、⽯炭、原⼦⼒）の開発または利⽤を阻
害しうる全施策をレビューし、120⽇以内に今後の具体的取組を詳細に記した報告案を⼤統領府⾏政管
理予算局（OMB）に提出し、180⽇以内にその報告を最終決定することを命じる
各省庁は最終報告に記された提⾔に基づき、施策の停⽌、改訂、撤回や、
それらのための⾏政⼿続き（notice and comment）を速やかに進める

気候変動対応
オバマ⼤統領の気候⾏動計画を撤回する
EPA⻑官に対して、クリーンパワープラン（CPP）と新設⽕⼒発電所への温室効果ガス排出規制の速やか
なレビューと、適切な場合にはこれらの停⽌、改訂、撤回やそれらのための⾏政⼿続きを進めることを
命じる
規制影響評価の際に⽤いる炭素の社会的費⽤に関する⽂書を撤回する

資源開発に関連する気候変動対応
内務⻑官に対して、炭鉱開発への連邦公有地のリースのモラトリアムを撤回するために必要な措置を取
るように命じる
EPA⻑官に対して、⽯油・天然ガス部⾨の新規排出源に対する排出規制について、適切な場合には停⽌、
改訂、撤回や、それらのための⾏政⼿続きを進めることを命じる
内務⻑官に対して、連邦公有地における⽯油・天然ガス部⾨の⽔圧破砕の規制やメタン排出の規制を、
適切な場合には停⽌、改訂、撤回や、それらのための⾏政⼿続きを進めることを命じる

→⼤統領令の内容を⼀⾔で表現すれば、「施策の⾒直し着⼿の号令」。ただし、⾒直し後の着地点は⽰
されておらず、最終決定までには、法律に則った規制⼿続きを経る必要あり

エネルギー独⽴と経済成⻑の促進に関する⼤統領令（2017年3⽉28⽇）国内政策
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Clean Power Plan（CPP）（⽕⼒発電所の排出規制）
2019年6⽉19⽇に、環境保護庁（EPA）がCPPの撤回と代替規制であるAffordable Clean Energy (ACE) 
Ruleを最終決定。環境団体や⼀部州等が提訴し、コロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所（D.C. 
Circuit）で審議中（※最終準備書⾯の期限が2020年7⽉30⽇）

⾃動⾞の燃費・GHG排出規制
2018年8⽉2⽇に、National Highway Traffic Safety Administration（NHTSA）とEPAは、燃費・CO2排出基
準の⾒直し案を発表。好ましいオプションとして、2020年時点の基準値を2026年まで据え置くことを提
⽰。同時に、カリフォルニア州による独⾃基準認可の可否についてのパブリックコメントも実施
2019年9⽉19⽇に、NHTSAとEPAはカリフォルニア州による独⾃のGHG排出基準及びゼロ排出⾃動⾞義
務に対する認可を取り消すと決定。カリフォルニア州等の24州が提訴
基準値の⾒直しについては、現在、NHTSAとEPAの提案を⼤統領府が審査中。審査完了後、最終決定の
⾒込み

メタン排出規制
2018年9⽉11⽇と2019年8⽉28⽇に、EPAは新規の油ガス⽥からのメタン排出規制の⾒直し案を発表し、
パブリックコメントを実施。最終決定はまだ⾏われていない
2018年9⽉18⽇に、内務省⼟地管理局（BLM）は公有地における排出制限⾒直しを最終決定。オバマ政
権が2016年に導⼊した規制を撤廃し、それ以前の規制を再導⼊。カリフォルニア州とニューメキシコ州
はカリフォルニア北部地区連邦地⽅裁判所に提訴

トランプ政権による規制緩和①国内政策
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HFC削減規制
2017年8⽉に、コロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所は、オバマ前政権によるHFC規制を否定し、EPA
に差し戻し
2018年4⽉13⽇に、EPAは通知（notice）を発出。前政権による規制を執⾏せず、裁判所による差戻に対
応するための⼿続きを開始する意向を表明
2018年10⽉9⽇に、連邦最⾼裁判所は、コロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所による決定に対する⼼
理を求める環境団体及びHFC代替物質メーカーの（裁量上訴認容を求める）申⽴（petition for writ of 
certiorari）を却下

各種の省エネ基準
環境団体や⼀部州の司法⻑官が、4件の基準（無停電電源装置、持ち運び型エアコン、空気コンプレッ
サー、商業⽤パッケージボイラー）の実施遅延は違法であると提訴
2018年2⽉にカリフォルニア北部地区連邦地⽅裁判所は、トランプ政権による遅延を違法と認定し、28
⽇以内にエネルギー効率基準を連邦公報に掲載するように命令。エネルギー省は第9巡回区連邦控訴裁
判所に上訴。同裁判所は2019年10⽉に地⽅裁判所の決定を⽀持

トランプ政権による規制緩和②国内政策

※その他の動向
太陽光パネルへの関税引き上げ
2018年1⽉に、トランプ⼤統領は太陽光パネルの輸⼊に対するセーフガードを発動し、関税を30%に引
き上げ、以後、毎年5%ずつ引き下げて、4年⽬の15%で固定化すると発表。WTOは韓国の提訴を受けて、
2018年9⽉にパネル設置を決定



44

税控除の継続・拡⼤
• 再⽣可能エネルギー︓2017年12⽉に税制改⾰が成⽴したが、当初、連邦議会下院の法案の中に、⾵
⼒発電への投資税控除と⽣産税控除を⼤幅に削減する案が盛り込まれ、上院の法案の中には、再エネ
への投資を減速させうるBase Erosion Anti-Base Tax（BEAT）が含まれていたが、両院協議会において、
これらはほぼ取り除かれた。

• CCUS︓2018年2⽉の議会予算合意の中で、CCUSへの税控除を⼤幅拡⼤。控除期間は12年で、利⽤に
対しては最⼤$35/tCO2分の控除を、永久的な貯留に対しては最⼤$50/tCO2分の控除を与える（図）。

• 原⼦⼒︓従来は原⼦⼒発電所新設への税控除は2020年末までの運転開始が条件となっていたが、
2018年2⽉の議会予算合意の中で、この期限を6GW分に限り撤廃。これにより、Westinghouseの倒
産で建設が遅れていたジョージア州の発電所や新型の⼩型炉も税控除を受けることが可能に

連邦議会（第115議会（2017〜2018年））の動向国内政策

出典：IEA (2018), “Commentary: US budget bill may help 
carbon capture get back on track”
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グリーンニューディール論の台頭と下院における特別委員会の設置
中間選挙直後から、若者によるサンライズ・ムーブメントと、当選したオカシオコルテス⽒が、気候変
動対策を雇⽤創出や社会正義の⽂脈で追求する「グリーンニューディール」を提唱し、後に下院議⻑に
就任したペロシ議員に対し、法案起草権限を有する特別委員会の設置を要求
他⽅、⺠主党議員の中には、既存のエネルギー商業委員会で扱うべきとの意⾒も
→⽴法権限と召喚権限を有さない「気候危機特別委員会（Select Committee on Climate Crisis）」の設
置を決定。他⽅、既存のエネルギー商業委員会において気候変動への⽴法等を検討

グリーンニューディール決議案
2019年2⽉にオカシオコルテス下院議員とマーキー上院議員がグリーンニューディール決議案を提出。
決議案には書かれていないが、グリーンニューディールの推進団体は、2035年までに全電⼒を再エネと
し、2040年までに化⽯燃料⾞を全廃とするといった急進的な要求をしており、⺠主党の⼀部に懸念
上院の議事を取り仕切る共和党のマコネル院内総務は決議案への投票を⾏い、⺠主党の中の意⾒相違を
炙り出そうとしたが、⺠主党側は賛否を明かさない「態度保留」として対応。ただし、同党の産炭州出
⾝等の議員3名は反対票を投じた

連邦議会（第116議会（2019〜2020年））の動向①国内政策
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CCUSと原⼦⼒に対する超党派の⽀持
超党派の⼀部議員がCCUSと⼤気中からのCO2直接回収の研究開発を⽀援する法案（USE IT法案）や、先
進原⼦炉の研究開発を推進する法案を提出した。CCS・CCUに対する政府予算の拡⼤も超党派で提案
→このうち、USE IT法案については、2019年6⽉に、2020年度国防授権法の⼀部として、上院を通過

連邦議会（第116議会（2019〜2020年））の動向②国内政策
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下院エネルギー商業委員会のパローン委員⻑（⺠主党）の法案
⺠主党が多数派を占める下院では、エネルギー商業委員会が公聴会等を通じて気候変動関連の法案を検
討してきたが、同委のパローン委員⻑は2019年1⽉28⽇に法案（CLEAN Future Act）を発表。その主な
内容は以下
• 国家⽬標︓2050年までに100%クリーンエコノミー達成を宣⾔。各省庁が既存権限の下で国家⽬標達
成のための計画を策定し、2年ごとに⾒直し。GHG排出削減の中間⽬標については、EPAが議会に対
する提⾔を作成

• 電⼒︓電⼒⼩売事業者に対して、クリーン電⼒基準を設定。2022年に開始し、2050年に100%クリー
ン電⼒とする。基準達成に使⽤可能なクレジット取引を含め、0.82 metric ton/MWhを下回る分に対
して発⾏

• ⾃動⾞︓GHG排出基準を乗⽤⾞については年率6%以上の削減、中⼤型⾞については年率4%以上の削
減となるように設定するようにEPAに命令

• メタン︓⽯油・ガス部⾨のメタン排出を2012年⽐で2025年までに65%削減、2030年までに90%削減
との国家⽬標。EPAに対して⽬標達成のための規則策定を命令

• 州計画︓州政府に対して、2020年代・2030年代・2040年代の気候計画を、別途定める2030年基準・
2040年基準及び2050年ネットゼロ排出を満たすように策定し提出することを命令

• 国家気候銀⾏︓削減技術等に資⾦供給。開始年は100億ドル、以降の5年間は年50億ドル
• Buy Cleanプログラム︓連邦政府が資⾦⽀援するプロジェクトにおいて、建設材料・製品における体
化炭素排出（embodied carbon emission）の漸減

連邦議会（第116議会（2019〜2020年））の動向③国内政策
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下院気候危機特別委員会の動向
2020年3⽉末までに報告書を発表予定

下院共和党による法案
マッカーシー下院少数党院内総務と他数名の共和党下院議員は、2020年2⽉12⽇に、気候変動に関わる
以下の個別分野の法案を発表
・1兆本植樹
・CCUSへの税控除の延⻑
・CCUSのイノベーション
・エネルギー省の先進CCUS技術の研究開発・実証プログラム

連邦議会（第116議会（2019〜2020年））の動向④国内政策
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上院エネルギー天然資源委員会の超党派エネルギー法案パッケージ
上院エネルギー天然資源委員会のMurkowski委員⻑（共和党）と少数党筆頭委員のManchin議員（⺠主
党）は、2020年2⽉にエネルギー法案のパッケージ（アメリカエネルギーイノベーション法案）を提案。
その主な内容は以下
• エネルギー効率化（建物・産業・連邦政府の省エネ、低所得層の耐候性対策）
• 再⽣可能エネルギー（⽔⼒発電へのインセンティブの2036年度までの延⻑、海洋エネルギーの研究
開発、先端地熱発電の研究開発と連邦公有地での探査加速化等、⾵⼒・太陽光の研究開発プログラム
の2025年度までの延⻑）

• エネルギー貯蔵（エネルギー貯蔵技術の研究開発実証プログラム、連邦エネルギー規制委員会に対す
るエネルギー貯蔵コスト回収規制の策定指⽰）

• 炭素回収利⽤貯留（効率・環境性能改善のための⽯炭・天然ガス技術プログラムの創設、炭素貯留と
炭素利⽤の研究開発・実証プログラムの創設、⼆酸化炭素除技術の開発プログラムの創設（直接空気
回収のパイロット・実証プログラムを含む））

• 原⼦⼒（既存炉の継続運転を可能にするための軽⽔炉サステナビリティプログラム、先進原⼦⼒エネ
ルギー研究プログラム、エネルギー省による10年戦略計画の策定等）

• 産業技術（イノベーション、スマート製造業）
• ⾃動⾞（各種の研究開発プログラムの実施）
• ARPA-Eの2025年度までの延⻑
• サプライチェーンの安全保障（鉱物資源の安全保障（⽯炭及びその副産物からのレアアース回収技術
の開発プログラムを含む）、電⼒網のセキュリティと近代化）

連邦議会（第116議会（2019〜2020年））の動向⑤国内政策
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インフラ・⾼速道路法案における気候変動条項
インフラ投資拡⼤はトランプ政権の優先事項の１つで、超党派の⽀持あり。2019年4⽉30⽇に、トラン
プ⼤統領と議会⺠主党指導部はインフラ投資法案の検討に合意したが、その後、下院で弾劾プロセスが
始まり、下院の検討は停滞
共和党主導の上院では、2019年7⽉に、環境公共事業委員会が「アメリカ運輸インフラストラクチャー
法」の法案を全会⼀致で可決。気候変動に関する章（subtitle）が含まれ、その主な内容は以下
• 電気⾃動⾞・燃料電池⾞・天然ガス⾃動⾞の充電・燃料供給インフラ整備
• 港湾施設におけるトラックからの排出削減
• 炭素削減インセンティブプログラム（※州政府等への補助）
• 渋滞緩和プログラム
• 貨物輸送プログラム
• ⾰新技術による排出の⼤規模利⽤（※直接空気回収、⼆酸化炭素利⽤、⼆酸化炭素回収貯蔵等の研究
推進のインセンティブ等）

• レジリエンス向上への補助プログラム
• ディーゼル排出削減
今後は上院の他委員会・本会議及び下院による検討。下院のペロシ議⻑らは2020年1⽉にインフラ法案
の枠組みを提⽰。気候変動対策も柱の１つ

連邦議会（第116議会（2019〜2020年））の動向⑦国内政策





州レベル排出量取引の動向（RGGI）

参加州の変遷
北東部9州で開始された電⼒部⾨のCO2排出のみを対象とする制度。参加州は、コネチカット州、デラウェア州、メイン
州、ニューハンプシャー州、ニューヨーク州、バーモント州（以上は2005年設⽴時からの参加）、メリーランド州
（2006年より参加）、マサチューセッツ州、ロードアイランド州（以上は2007年より参加）。2012年に設⽴時から参加
していたニュージャージー州が離脱。 2019年5⽉にバージニア州は2020年から加⼊の⽅針を⽰したが、議会との調整が
難航。2019年11⽉の州議会選挙を経て、2020年2⽉にRGGI参加を最終決定、2021年の早い時期に参⼊。2019年6⽉に、
ニュージャージー州は2020年の復帰を決定。2019年10⽉にペンシルバニア州のTom Wolf 州知事はRGGI参⼊を⽬指す⾏
政命令を発出
オークション価格は$2〜8/tCO2で推移（図）

国内政策（州）
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RGGIのオークション価格の推移

出典︓RGGIウェブサイト（https://www.rggi.org/auctions/auction-
results/prices-volumes）に基づき作成





州における炭素税導⼊の検討状況とRPSの導⼊・検討状況

RPSの導⼊・検討状況
再エネ⽐率基準（renewable portfolio standards, RPS）については、29州で導⼊済みであり、このうちの
4州（カリフォルニア州、コネチカット州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州）が2018年に基準
を強化

国内政策（州）

出典: Barbose (2018), “U.S. Renewable Portfolio Standards – 2018 Annual Status Report.”
http://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2018_annual_rps_summary_report.pdf
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州の再エネ⽐率基準⽬標



州における既存原⼦⼒発電所の維持策

制度導⼊の背景
⽼朽化した原⼦⼒発電所が、⾃由化された電⼒市場の中で天然ガス⽕⼒に対する競争優位性を失い、存
続が困難となる事例が続出。閉鎖により⽕⼒の発電が増えるとCO2の排出量が増加することから、排出増
加の抑制を⽬的とする補助が必要に

制度導⼊の状況
• ニューヨーク州︓2017年4⽉に、炭素の社会費⽤(SCC)に基づき算定された固定価格で、発電量に応じ
て発⾏されるゼロ排出クレジット（ZEC）を買い取る仕組みを導⼊

• イリノイ州︓2017年7⽉に、ニューヨーク州と同様の制度を導⼊
• コネチカット州︓ ⻑期契約による原⼦⼒発電所維持策を法制化
• オハイオ州︓2019年7⽉に、発電量に応じてクレジット発⾏し、固定価格で買い取る仕組みが州法と
して成⽴。ただし、補助額の算定において、炭素の社会的費⽤を⽤いていない（※温暖化対策との位
置づけが必ずしも明確ではない）

国内政策（州）
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トランプ⼤統領のパリ協定脱退表明（2017年6⽉1⽇）
パリ協定を脱退し、「⽶国にとって公平な条件で、パリ協定または全く新しい取り決めに再加⼊
（reenter）するための交渉」を開始すると表明。また、⾃国決定貢献（NDC）の実施終了と緑の気候基
⾦（GCF）への拠出停⽌を含む、協定の全ての実施停⽌も表明
脱退の理由として、①⽬標が中国・インド等に⽐べて不公平であること、②GCFに拠出していない国が
多いこと、③憲法上の問題と法的責任の問題を提⽰
※環境保護庁のプルイット⻑官（当時）は6⽉2⽇の会⾒で、司法省がパリ協定からの脱退⽅法を検討中
と発⾔。また、同⻑官は「我々はUNFCCCの⼀員であり（中略）今後も関与を続け、合意に取り組み、
⽶国の利益を第⼀とする成果を達成するように努める」とも発⾔し、UNFCCC脱退は選択肢には含まれ
ていないことを⽰唆

パリ協定脱退の通告（2019年11⽉4⽇）
ポンペオ国務⻑官は、パリ協定からの脱退を正式に通告したと発表

【参考】パリ協定の脱退規定（28条）
１ 発効から3年経過後以降に、その意思の書⾯通告によって脱退可能
２ 脱退が効⼒を有するのは通告から1年後
３ UNFCCCから脱退すれば協定からも脱退と⾒なされる
※協定は2016年11⽉4⽇に発効

パリ協定からの脱退⼿続き対外政策
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COP25閉会後に提出された⽂書（2019年12⽉16⽇）
COP25の終了を踏まえて、以下の⽴場を表明
• 環境を守りながら、経済成⻑を促進し、エネルギー安全保障を改善することを⽀持
• 2019年11⽉4⽇にパリ協定からの脱退を正式に通告。脱退は通告から1年後に効⼒を持つ。今回の

COPにおける決定は、気候変動とパリ協定に関する⽶国の⽴場を予断しない
• 今次会合におけるいくつかの決定について、以下の⽴場を明確にする
 IPCC特別報告書について、報告書の受諾と各報告書の政策決定者向け要約の承認は、報告書の個別

のファインディングや基礎となる内容について、⽶国としての是認（endorsement）を⽰唆するも
のではない。決定におけるIPCC特別報告書への⾔及は、⽶国の⽴場を予断しない

 資⾦に関連する事項、特に1000億ドルの全体資⾦⽬標について、⽬標は全体としても、個別の国に
対しても法的拘束⼒を有さず、権利や義務を⽣じさせるものではない。いかなる国の資⾦動員⾏動
も、先進国であれ、途上国であれ、各国が決定するものである。この⽂脈において、前政権による
資⾦プレッジに法的拘束⼒はない

 技術について、全ての技術移転は⾃発的なものであり、相互に合意された条件によることを強調す
る。イノベーションへのインセンティブを減じる全ての要求を拒否する

• 持続可能な開発の2030年アジェンダは法的拘束⼒を有さない⽂書であり、国際法の下での権利や義
務を⽣じさせるものではなく、新たな資⾦約束も⽣じない。⽶国は、2030年アジェンダは、世界の
平和と繁栄に向けて取り組むことを助ける持続可能な開発のグローバルな枠組みと認識している

• 仙台防災枠組について、2015年の国連総会で⽴場を説明したが、その⾒解は変わっていない。⼈命
の損失と災害による社会経済影響を減らすための災害リスク低減のイニシアティブを引き続き⽀持
する

COP25終了時における⽴場の説明対外政策
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世界経済フォーラムによる1兆本植樹イニシアティブ
国連による「⽣態系回復の10年」（2020年〜2030年）に合わせて、ダボス会議を主催する世界経済
フォーラムが1兆本植樹イニシアティブを2020年1⽉の同会議で発表

トランプ⼤統領による参加表明
ダボス会議に参加したトランプ⼤統領は、世界経済フォーラムによる同イニシアティブへの参加を表明

⼀般教書演説での強調
2020年2⽉4⽇の⼀般教書演説において、1兆本植樹イニシアティブに参加したことを再度強調

58

1兆本植樹イニシアティブへのトランプ⼤統領の参加表明対外政策



100%クリーンエネルギー経済と2050年までのネットゼロ排出の実現
• 2050年までにクリーンエネルギー100％を実現し、国内排出をネットゼロにするという⻑期⽬標

（※2025年⽬標・2030年⽬標は⽰さず）
• 提案全体として、10年間で1.7兆ドルを連邦政府が投資。レバレッジされる⺠間・地⽅政府の投資と

あわせて合計5兆ドル以上。財源は、企業に対するトランプ減税の⾒直し、租税回避のインセンティ
ブ低減、富裕層を利する税の抜け道の封鎖、化⽯燃料補助⾦の廃⽌

• 就任当⽇に、⽯油ガスの⽣産に伴うメタン排出の制限、全ての乗⽤⾞の新⾞が電化されることを確
保するための新たな燃費基準の策定、上場企業に対する気候リスク開⽰等を求める⼤統領令に署名

• 就任１年⽬に、⻑期⽬標達成に向けた新規⽴法を議会に要求。その柱は以下
 ①2050年⽬標達成のための「強制メカニズム」の創設（汚染者負担の原則に基づく。負担を少

数の部⾨に寄せるのではなく、経済全体での削減を⽬指す。ただし、具体的な制度案は⽰され
ていない。2025年⽬標をこれに含めるが、具体的な値は議会に委ねる）

 ②研究と技術⾰新に対する10年間で４千億ドルの投資（バッテリー、⼩型原⼦炉、再エネ⽔素
などを例⽰しつつ、炭素回収利⽤貯留（CCUS）の開発と原⼦⼒発電の諸課題に関する研究を特
記）

 ③クリーンエネルギー技術の迅速な導⼊へのインセンティブ（建物の省エネ、電気⾃動⾞の導
⼊、低排出製造業による雇⽤拡⼤等）

⼒強くレジリエントな国家建設
• 気候適応アジェンダの設定（ゾーニングと建築基準の設計に向けたイノベーターの結集）
• レジリエントインフラ経済の建設（気候レジリエント産業の雇⽤創出等）
• 第2次鉄道⼤⾰命（second great railroad revolution）の活性化
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⺠主党有⼒候補のバイデン前副⼤統領の気候公約①⼤統領選挙



他国との再結集による気候の脅威への対処
• 就任当⽇にパリ協定に再加⼊するだけではなく、就任100⽇以内に主要排出国の⾸脳が参加する気候

サミットを開催し、現⾏⽬標を超える野⼼的な⽬標の提⽰を要求
• 気候変動対策が不⼗分な国からの炭素集約度の⾼い輸⼊品に対し、炭素調整の課⾦や割り当てを課

し、国際競争上の悪影響を緩和
• 将来の貿易協定について、パリ協定の強化された⽬標へのコミットを条件とする
• 中国は⼀帯⼀路構想の下で、⽯炭など化⽯燃料プロジェクトに多額の融資を⾏っており、⽯炭や他

の⾼排出技術への輸出補助を⽌めない限り、中国とは炭素削減に関する合意を結ばない。⾼炭素プ
ロジェクトに対する輸出補助停⽌のG20合意を⽬指す

• ⼀帯⼀路の国々に対して、低炭素エネルギー投資の代替的な開発資⾦を提⽰
• 開発プロジェクトの負債返済の優先順位に関するIMFと地域開発銀⾏の基準を改⾰（⾼炭素影響のプ

ロジェクトの返済優先順位を最後とする）
• 化⽯燃料補助⾦の世界的な禁⽌を要求
• 世界気候変動報告を制度化し、各国がパリ協定の約束を満たしているかどうか、気候変動の解決に

寄与しているか阻害しているかを評価（name and shame）
• 気候変動を国家安全保障の重要な優先事項とする
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⺠主党有⼒候補のバイデン前副⼤統領の気候公約②⼤統領選挙



Communities of colorと低所得コミュニティを傾斜的に害する汚染者の権⼒乱⽤への対抗
• Communities of colorと低所得コミュニティに対する連邦政府による保護の再導⼊。クリーン経済⾰

命の競争的補助プログラムでこれらのコミュニティを優先
• 汚染者に対する責任の強化。必要に応じて、追加の⽴法によって、企業の経営層に対する個⼈とし

ての責任（懲役刑を含む）を基も得る
• 全てのコミュニティに対する安全な飲料⽔の確保

産業⾰命を興し、経済成⻑を⽀えた労働者とコミュニティに対する責務
• 炭鉱労働者とその家族が受けてきたベネフィット（年⾦、医療等）の確保
• ⽯炭・発電所コミュニティに関するタスクフォースの設置。気候変⾰の影響を受ける⽯炭・電⼒・

その他のコミュニティに対する投資（雇⽤確保、労働訓練等）
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⺠主党有⼒候補のバイデン前副⼤統領の気候公約③⼤統領選挙



グリーンニューディール構想に沿ったものであり、主な内容は以下のとおり

エネルギーシステムの100%再エネへの転換と2000万⼈の雇⽤創出
• 遅くとも2030年までに、電⼒と運輸を100%再エネとし、遅くとも2050年までに、経済全体を完全脱

炭素化。気候危機の解決を通じて、2000万⼈の雇⽤を創出。これらの努⼒に16.3兆ドルの公共投資
• ⾮サステナブル資源のフェーズアウト。原⼦⼒発電所の新設の中⽌、原⼦⼒の廃棄物問題の現実的

解決策の模索、原⼦⼒発電所のライセンス更新のモラトリアム。ジオエンジニアリング、炭素回収
貯留、ごみ焼却炉にも依存しない

• 気候変動を国家⾮常事態と宣⾔
• エネルギー省の電⼒販売公社を全⽶に拡張し、⾵⼒・太陽光・エネルギー貯蔵・地熱を開発。電⼒

を公営事業者および公益にコミットした他の電⼒会社に優先販売
• 緑の気候基⾦への2000億ドル拠出とパリ協定復帰。2030年までに国内排出を少なくとも71%削減。

同年までに⾮⼯業国（中国除く）の排出を2017年⽐で36%削減すべく排出削減⽀援。拘束⼒があり、
強制可能な多国間⽬標を主導

• 戦争と⼤量破壊兵器への⽀出を気候危機対応に⽤いるべく、主要先進国と協⼒（⽶国は⽯油の供給
輸送ルートに年間810億ドルを⽀出と指摘）

• 強制⼒ある気候の基準、労働者の権利、⼈権を確保するために貿易協定を再交渉
• 海外の化⽯燃料ファイナンスの廃⽌
• 国内のインフラとコミュニティを気候変動影響から守るために気候正義強靭化基⾦を創設
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⺠主党有⼒候補のサンダース上院議員の気候公約①⼤統領選挙



化⽯燃料産業に対する責任の追及
• 化⽯燃料に対して、訴訟・課⾦・税・補助⾦撤廃を通じて汚染に対する⽀払いを⾏わせる（化⽯燃

料収⼊への⼤規模課税、化⽯燃料⽣産からの汚染に対する罰⾦の引き上げ、化⽯燃料インフラ所有
者に対する連邦化⽯燃料リスク債の買い取り義務）

• 化⽯燃料産業が引き起こした被害に関する訴追（事業活動が気候変動を引き起こすと気づいていた
化⽯燃料企業に対する司法省と証券取引委員会による捜査と提訴）

• 排出削減⽬標を満たさない企業に対する罰⾦
• 化⽯燃料補助⾦の中⽌
• 化⽯燃料の輸出⼊禁⽌
• シェール開発技術の禁⽌
• 連邦年⾦基⾦による化⽯燃料ダイベストメント
• 炭素汚染集約的な輸⼊品に対する課⾦（GATT20条に基づく）

影響の最前線のコミュニティに対する正義と労働者の公正な移⾏
• 化⽯燃料関連の労働者等に対する公正な移⾏（just transition）。5年間の給与、住宅⽀援、労働訓練、

ヘルスケア、年⾦⽀援、早期退職⽀援等を保証
• 気候変動の悪影響を真っ先に受けるコミュニティ（frontline communities）に対する気候変動影響対

応への⽀援（400億ドルの気候正義強靭性基⾦を含む）
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⺠主党有⼒候補のサンダース上院議員の気候公約②⼤統領選挙



（2）EU
（※離脱後の英国を含む）
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2020年⽬標と2030年⽬標

2020年⽬標
2013年以降も京都議定書の第２約束期間に参加。EU27か国全体で2020年に1990年⽐20％削
減の⽬標
カンクン合意の下では森林吸収源なしで2020年に1990年⽐で20%削減との⽬標

2030年⽬標
2015年3⽉に約束草案として、1990年⽐で少なくとも40％減の域内削減（domestic 
reduction）との⽬標を提⽰
その後採択されたパリ協定では、4条16において「4条2の規定に基づいて共同して⾏動する
ことについて合意に達した締約国（地域的な経済統合のための機関及びその構成国を含む）
は、NDCを通報する際に、事務局に対し、当該合意の条件（各締約国に割り当てられた該当
する期間内の排出量の⽔準を含む）を通報」と定められているが、2020年3⽉17⽇時点にお
いて、EUはパリ協定発効後にNDCを提出しておらず、本規定はまだ適⽤されていない

⽬標・排出量
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欧州委員会による国別エネルギー気候計画（NECPs）草案の評価
エネルギー同盟及び気候⾏動のガバナンスに関するEU規則2018/1999（ガバナンス規則）に基づき、加盟
国は、2030年⽬標の達成のための、国別エネルギー気候計画（National Energy and Climate Plan, 
NECPs）草案を欧州委員会に提出
2019年6⽉、欧州委員会は、NECPsの評価結果を公表。2030年のGHG排出量については、EUの法律に書
き込まれた⽬標が全て達成されれば、約45%削減に到達すると試算
• ⾮ETS部⾨︓2005年⽐28%削減 （⽬標30%削減）
• 再エネ︓2030年の最終エネルギー消費の30.4%-31.9% （⽬標32%）
• 省エネ︓2030年の最終エネルギー消費の26.3%-30.2% （⽬標32.5%）

（出典）欧州委員会, United in delivering the Energy Union and Climate Action - Setting the foundations for a successful clean energy transition, COM(2019) 285 final

⾮ETS部⾨ 再エネ

⽬標・排出量 2030年⽬標の達成⾒通し
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欧州委員会
フォンデアライエン委員⻑は、2019年7⽉16⽇の政治指針にて、2030年⽬標を「少なくとも50%削減」
まで引き上げ、また55%削減を責任ある形で実現するためのプランを提⽰することを約束
2019年12⽉11⽇に公表された欧州グリーン・ディールでもこの⽅針は踏襲され、2020年夏までに、影響
評価を⾏ったプラン（an impact assessed plan to increase the EU’s greenhouse gas emission reductions 
target for 2030 to at least 50% and towards 55% compared with 1990 levels in a responsible way）が提⽰
される⾒込み

欧州議会
2020年1⽉15⽇に採択された欧州グリーン・ディールに関する決議では、2030年⽬標を55%削減までに
引上げ、COP26までにNDCの更新として提出するため、欧州委員会が出来る限り早期に提案を策定する
ことを強く促した（urge）（2019年3⽉14⽇採択の⻑期戦略に関する決議においても55%削減を⽀持）

今後の⾒通し
EU加盟国の間では、仏独をはじめとする⻄欧・北欧諸国などが引き上げを⽀持している⼀⽅、東欧諸国
などが消極的。欧州委員会による影響評価の結果や、影響を低減するための施策の提案などが、⽬標引
き上げに合意できるか否かを左右すると⾒られる
仮に2030年⽬標の引き上げに合意した場合、引き上げられた⽬標を実現するための制度の検討・交渉が
始まる

⽬標・排出量 2030年⽬標の引き上げを巡る動き
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①欧州委員会（European Commission）による⻑期ビジョン（2018年11⽉）
”A Clean Planet for all: A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy”を公表
2050年に温室効果ガス（GHG）ネットゼロ排出の実現を打ち出すことを⽰唆し、付随するシナリオ分析
においても、検討された8つのシナリオのうち2つが2050年ネットゼロ

②欧州理事会（European Council）結論⽂書（2019年12⽉）
2050年に気候中⽴（climate neutral）なEUを達成するとの⽬的を⽀持（endorse）
1つの加盟国（注︓ポーランド）は、現時点では、この⽬的を実⾏することにコミットすることが出来ず、
欧州理事会は、2020年6⽉にこの問題に⽴ち戻る

③欧州委員会による欧州気候法（European Climate Law）（2020年3⽉4⽇）
2050年気候中⽴⽬標の法制化が中⼼。今後、EU理事会及び欧州議会により検討される

④UNFCCCに提出した⻑期戦略（2020年3⽉6⽇）
2020年3⽉6⽇、EUはUNFCCC事務局に対して⻑期戦略を提出
内容は①を引⽤しつつ、2050年気候中⽴⽬標を⽀持する旨通告するもの

⽬標・排出量 2050年⽬標
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英国の気候変動政策と2030年⽬標・2050年⽬標

英国のEU離脱
2020年2⽉1⽇、正式に英国はEUを離脱。従って今後、EUと英国は（時に協調しながらも）別個に気候
変動対策に取り組むこととなる。パリ協定の下でもEUとは別に単独でNDCを掲げることになる

2030年⽬標
2008年気候変動法により、英国はカーボンバジェットを定めている。2016年に制定された第5次カーボ
ンバジェット（2028〜2032年）における、2030年⽬標は1990年⽐57%削減。ただし、気候変動委員会の
2019年進捗報告によれば、第4次カーボンバジェット（2023〜2027年）も含めて、⽬標達成に向けた具
体的な政策の実現は不⾜
2020年3⽉17⽇時点で、英国はパリ協定の下でのNDCを未提出。クワーテング⺠間企業・エネルギー・
産業戦略相は2020年2⽉に議員に対する回答として「EU離脱後、英国はCOP26に⼗分先⽴って、⾃らの
引き上げられたNDCを提出する。英国のNDCは、国内における気候変動の緩和に関する⼗分に確⽴され
た分析と政策発展の基礎の上に築かれる。その基礎は、第5次カーボンバジェット（2028〜32年）の設
定にも⽤いられ、クリーン成⻑戦略にも記載された。気候変動委員会は、ネットゼロに関する助⾔にお
いて、クリーン成⻑戦略はネットゼロを実現するために必要な野⼼的⾏動のための正しい枠組みを与え
続けることを明確にしている」と表明

2050年⽬標
気候変動法には、2050年に1990年⽐80％削減という⽬標が含まれていた
IPCC1.5度特別報告書の刊⾏を受け、英国政府は気候変動委員会に対して、ネットゼロ排出の⽬標時期等
を諮問
2019年5⽉、英国気候変動委員会は報告書を公表し、2050年ネットゼロを⽬標とすべき旨提⾔
同6⽉、気候変動法が改正され、2050年ネットゼロ⽬標が法制化
同11⽉、英国財務省はネットゼロ達成に必要なコスト等の検討を開始、COP26までに報告書が公表され
る⾒込み

⽬標（英国）
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EU ETSをめぐる動き①－価格動向と制度変更
2005年1⽉に温室効果ガス排出量取引制度（EU ETS）を導⼊。EU加盟国の主要エネルギー集約産業のうち、約12,000施
設（installations）を対象（EUのCO2総排出量のほぼ半分）
2011年7⽉以降、⾦融危機・経済低迷に伴う排出減により、供給過剰となり、排出枠の価格が低迷。2008年には
30€/tCO2近くまで⾼騰した価格が、2012年には6€/tCO2程度に
• 価格低迷を踏まえ、英国は2013年に発電部⾨への上乗せ価格（Carbon Price Support）を導⼊。フランスも検討していたが、2016年10

⽉に導⼊⾒送りを決定
供給過剰で使い切れなかった余剰枠が年々累積し、約20億トンに到達。これを踏まえ、欧州委員会は排出枠オークショ
ンを先送りして、供給量を絞ることを提案。欧州議会により⼀旦は否決されたが、2013年12⽉に欧州議会と閣僚理事会
で最終案を採択。9億トン分のオークションを先送りに
2015年に、2018年の市場安定化リザーブ（MSR）創設、翌2019年からの運⽤開始を決定。価格低下に⻭⽌め
2018年2⽉、 2021年以降の制度改⾰で上限値を超えるMSRの無効化が決まると、価格は25€/tCO2近くに上昇

域内政策

EU ETSの取引価格

（出典）Markets Insider 
(https://markets.businessinsider.com)
をもとに作成。
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EU ETSをめぐる動き②－EU-ETS改⾰

リザーブ創設
オークションを先送りしても余剰枠が増⼤すると⾒込まれることから、欧州委員会は2014年1⽉に市場
安定化リザーブの創設を提案。その後、2015年7⽉7⽇に欧州議会が同案を承認し、同10⽉6⽇に欧州理
事会でも承認。2018年にリザーブが創設され、2019年1⽉1⽇までに排出枠のリザーブへの取り置きが開
始。また、2014〜16年のオークションを先送りした9億トン分も、オークションで放出するのではなく、
リザーブに組み込むことを決定。詳細は以下
• 2020年までの第3フェーズで割当されなかった全ての排出枠を2020年にリザーブに追加
• 2019年から毎年、流通している排出枠の12%分に相当する枠のオークションを取りやめ、リザーブ

に追加
• 流通している排出枠が4億トンを下回ったら、1億トン分をリザーブから市場へ投⼊
• 流通している排出枠が4億トンを上回り、かつ価格⾼騰して加盟国が指令に基づく対応をとった場合、

1億トン分の排出枠をリザーブから市場へ投⼊

域内政策
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EU ETSをめぐる動き②－EU ETS改⾰

2021年以降の第4フェーズ制度の確定
2015年7⽉に欧州委員会が発表した指令案を受けて議論を重ね、2017年2⽉に欧州議会と閣僚理事会がそ
れぞれ改⾰案提⽰。両者で調整を重ねた結果、2018年2⽉27⽇に新たなEU指令Directive (EU) 2018/410
を承認

域内政策

新指令の内容

キャップ 2021年以降の削減スケジュールを年率2.2％とする．

市場安定リザーブ（MSR)
2023年までのMSRへの組み⼊れを⼀時的に倍増し、年24％とする．
2023年にMSR累積残⾼の適正化を図る措置（制度レビューにおいて特段の変更がない限り、2023年
以降は前年のオークション量を上まわるMSRは無効）

オークション枠 キャップの57％とする枠を設け、CSCF＊が発動された場合は全部⾨で⼀律3％縮⼩する．

無償割当

実際の⽣産活動を反映した割当ルールとし、ベンチマークを更新する．
リーケージの虞のある部⾨は100％を無償で割当てる．
他⽅、リーケージリスクがそれほど⾼くない部⾨は、2025年までは30％の無償割当を⾏うが、2026
年以降段階的に割当率を低下させる（地域熱供給部⾨のみ、30％の無償割当を維持）

新規リザーブ 現フェーズ（2013-2020）の排出枠の余り、およびMSRからの2億EUAを2021年以降の新規リザーブと
する．2021年以降、余ったリザーブ枠は2億EUAを上限としてMSRに戻される．

補償措置 EU ETSによって間接的な費⽤負担を被る部⾨に対し、各国は国家補助規則（State Aid Rules）に反し
ない範囲で費⽤を補償できる．

* CSCF（Cross-Sectoral Correction Factor）：EUAの無償割当がEU指令10条a(5)に定める最⼤量を超えないための調整係数
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2030年⽬標（1990年⽐で少なくとも40％削減）の達成施策

温室効果ガス削減⽬標・再エネ⽬標・エネルギー効率化⽬標・EU-ETS改⾰の組み合わせ
2014年11⽉に、欧州理事会は、2030年に1990年⽐「少なくとも40%削減」という⽬標を含む下表の①〜
④のパッケージに合意。さらに、⽬標達成のための施策等を2018年に相次いで決定（2⽉︓EU-ETS改⾰、
5⽉︓⾮ETS部⾨の加盟国間分担、12⽉︓再エネ・省エネ⽬標）

分野 概要

①拘束⼒ある
温室効果ガス
削減⽬標

• 2030年に1990年⽐で少なくとも40%削減（域内削減のみ）（EU-ETS部⾨は2020年以降、年率
2.2%ずつ、排出枠を削減（2030年に2005年⽐43%削減）。⾮ETS部⾨は2005年⽐で30％削減
とし、2018年5⽉に加盟国間の義務的な分担を決定

②EU全体の
拘束⼒ある
再⽣可能
エネルギー⽬標

2018年12⽉に以下を決定（Directive (EU) 2018/2001）
• EU全体で最終消費エネルギーに占める再⽣可能エネルギーの⽐率を2030年に32％以上とする
ことを義務化。さらに、欧州委員会は同⽬標の上⽅修正の可能性を2023年に検討

• 各加盟国に対し、国家統合エネルギー気候計画の中でEU全体⽬標への貢献を設定することを
義務化

③エネルギー
効率化

2018年12⽉に以下を決定（Directive (EU) 2018/844）
• 「EU全体で2030年に32.5%改善」という⾮拘束的⽬標を設定。さらに、欧州委員会は同⽬標
の上⽅修正の可能性を2023年に検討

• 各加盟国に対し、国家統合エネルギー気候計画の中でEU全体⽬標への⽰唆的（indicative）な
貢献を設定することを義務化

④EU-ETSの改⾰
• 2021年以降、市場安定化備蓄（market stability reserve）を創設することを2015年に決定。既
存の余剰枠問題に対処しつつ、オークション枠の調整によって市場ショックを緩和（※⼀定
のルールに基づき、備蓄分の排出枠を放出））

• 排出枠の2%を備蓄し、域内低所得国⽀援に充当

域内政策
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⾮EU-ETS部⾨の加盟国間割当

欧州委員会による “Effort Sharing Regulation”提案（2016年7⽉）
⾮ETS部⾨について2030年までに2005年⽐30％の削減⽬標を達成するため、達成への柔軟性措置を含め
た加盟国分担を決定（ルクセンブルク／スウェーデン40％から，ブルガリア0％まで幅広い分担率）
⽬標達成において、EU ETSの排出枠利⽤（上限あり）、⼟壌吸収クレジット（上限あり）、繰り越し・
前借り・移転等の柔軟性を含める

環境閣僚理事会による規則案への合意（2017年10⽉）
2021年から2030年における毎年の削減⽬標を加盟国別に設定し義務化（ルクセンブルク／スウェーデン
40％から，ブルガリア0％まで幅広い分担率）
セーフティリザーブ（1.15億トン、⼀⼈当たりGDPが低い国向け）、EU ETSの排出枠利⽤（制限あり）、
LULUCF（Land use, land-use change, and forestry）の利⽤（制限有）、繰り越し・前借り・移転等の柔
軟性を含める

議⻑国（エストニア）と欧州議会による暫定合意（2017年12⽉）
セーフティリザーブは1.05億トンに

規制（Regulation (EU) 2018/842）の決定（2018年5⽉）
加盟国間の削減率は0%〜40%に分布、セーフティリザーブは1.05億トン、EU ETSの排出枠利⽤（EU全体
で2021〜2023年の累積で1億トン以下）、LULUCFの利⽤（制限有、最⼤で2.8億トン）、繰り越し・前借
り・移転等の柔軟性

域内政策
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⼟地部⾨の排出・吸収の勘定

約束草案における説明（2015年3⽉）
2015年3⽉6⽇にUNFCCCに約束草案を提⽰。⼟地部⾨の排出・吸収の勘定⽅法について、「テクニカル
な条件が整い次第、いずれにせよ2020年より前に、政策を確⽴する」として詳細を⽰さず

欧州委員会による提案（2016年7⽉）
2016年7⽉20⽇に、欧州委員会は2030年⽬標における⼟地部⾨の勘定⽅法を提案。⼟地部⾨からの排出
に対して、それと同量の吸収を確保するように加盟国に義務付けるもの（no debitルール）。⾮ETS部⾨
の割当の充当や加盟国間の取引などの柔軟性も含める

環境閣僚理事会による規則案への合意（2017年10⽉）
No debitルールは欧州委員会の提案通りに維持
参照レベルを2000〜2009年の実績に基づき設定（※欧州委員会の提案は1990〜2009年。後ろ倒しする
ことでバイオマス燃料⽣産に伴う排出が参照レベルに含まれる）
No debitルールの達成が困難な国に対する補償スキームを設定（国別に補償量を設定、EU全体で最⼤3.6
億トン）。ただし、EU全体でのno debit達成等が条件

議⻑国（エストニア）と欧州議会の⾮公式合意（2017年12⽉）
湿地のアカウンティングの開始時期を2026年に先送り。それ以外は⼤きな変更なし

規則（Regulation (EU) 2018/841）を決定（2018年5⽉）
上記の内容で決定

域内政策
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欧州議会とEU市⺠の環境意識

2019年5⽉に⾏われた選挙では、⻑く「⼤連⽴」を形成してきた主要2政党（中道右派EPP、中道左派S&D）が過半数を
失い、欧州議会は多極化。中でも緑の党は議席を50から74に伸ばし、「緑の波」とも称された（Brexit後は67に減少）
2019年4⽉に⾏われた欧州委員会による世論調査（Eurobarometer）では、EU市⺠の気候変動問題に対する意識や関⼼
の⾼まりが確認された。例えば、「世界が直⾯している最も深刻な問題は何か︖」という問いに対して、気候変動と回
答したのは23%だったが、これは、貧困・飢餓・⽔不⾜に次いで、2番⽬に⾼い。また、前回（2017年3⽉）と⽐べると
2倍に跳ね上がている
EU市⺠の環境意識の⾼まりを⽰すように、近年、グレタ・トゥンベリ⽒をはじめとする若者による環境運動などが活発
になっている

域内政策

欧州議会2019-2024の構成

（出典）欧州議会プレスリリース
Redistribution of seats in the European Parliament after Brexit

（出典）欧州委員会
Special Eurobarometer 490
Climate Change

欧州委員会による世論調査
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欧州グリーンディール

欧州委員会による政策⽂書の公表（2019年12⽉）
2019年12⽉11⽇、欧州委員会は、欧州グリーンディール（The European Green Deal）と題する政策⽂書
を公表。同⽉1⽇に発⾜した、ウルズラ・フォンデアライエン⽒を委員⻑とする新たな欧州委員会にとっ
て、欧州グリーンディールは最優先課題のひとつ。

欧州グリーンディールの主な要素［実施時期の⽬安］
• 2050年気候中⽴（climate neutrality）⽬標を含む欧州気候法［2020年3⽉］
• 2030年⽬標の引き上げ（少なくとも50%削減、可能であれば55%削減）の計画［2020年夏］
• 引き上げた野⼼を達成するための規制等の改正案の提⽰［2021年6⽉］
• ⼀部のセクターに対する炭素国境調整メカニズムの提案［2021年］
• 国家エネルギー気候計画の評価［2020年6⽉］
• EU産業戦略［2020年3⽉］
• 公正な移⾏メカニズム及び持続可能な欧州投資計画の提案［2020年1⽉］

（1⽉14⽇に提案済。後者は欧州グリーン・ディール投資計画の名も冠する）
• サステナブルファイナンス戦略の改定［2020年秋］
• 国家補助ガイドラインの⾒直し［2021年］

欧州委員会による欧州気候法（European Climate Law）の提案（2020年3⽉）
2020年3⽉4⽇、欧州委員会は、2050年気候中⽴⽬標の法制化を中⼼とする、欧州気候法の案を提⽰
今後、EU理事会及び欧州議会により、検討される

域内政策
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EUタクソノミー

タクソノミーとは、経済活動のサステナビリティに関する分類⽅法
EU理事会と欧州議会によるEUタクソノミーを確⽴する規則への政治合意（2019年12⽉）
6つの環境⽬的（下記）の1つ以上に貢献し、また他の環境⽬的を著しく阻害しない（Do No Significant
Harm）ことが要件
• 気候変動の緩和
• 気候変動への適応
• ⽔及び海洋資源の持続可能な利⽤と保全
• 循環経済への移⾏
• 汚染の予防と管理
• ⽣物多様性及び⽣態系の保全と回復
EUタクソノミーの対象から、⽯炭⽕⼒は明⽰的に除外
2020年12⽉までに、欧州委員会が技術スクリーニング基準（technical screening criteria）を策定

技術専⾨家グループ（TEG）によるタクソノミーに関する最終報告書の公表（2020年3⽉）
TEGは、技術スクリーニング基準に関する提⾔をマンデートとしており、この最終報告書は、2019年6⽉
に公表した報告書を、パブコメ等を踏まえて修正したもの

域内政策



NDC引き上げを巡る外交⽅針
2019年7⽉に、フォンデアライエン欧州委員⻑が欧州議会からの承認を受ける際に提⽰した政治指針に
おいて「EUは2021年までに他の主要排出国の野⼼度引き上げのための国際交渉を主導する」と表明
2019年12⽉に欧州委員会が発表した欧州グリーンディールでは「EUは全体努⼒を引き上げるべく、全て
のパートナーにより集中的に関与し、これらの国々がNDCを改訂・実施し、野⼼的な⻑期戦略を策定す
ることを⼿助けする」との⽅針
2020年2⽉のEU理事会による気候変動外交に関する結論⽂書では「EUは第三国に対してEUとともに努⼒
を強化するように促す必要がある。EUは、関係国に対して、COP26に先⽴つものも含めて、NDCの改
訂・実施への⽀援と野⼼的な⻑期戦略の策定⽀援を強化する」と表明

炭素国境調整
2019年7⽉のフォンデアライエン欧州委員⻑の政治指針及び同年12⽉に欧州委員会が発表した欧州グ
リーンディールに国境炭素税または炭素国境調整に関する記載。欧州グリーンディールでは、2021年ま
でに具体的な提案を⾏うこととされている
2020年2⽉のEU理事会による気候変動外交に関する結論⽂書では「WTO整合的な⽅法で炭素リーケージ
に対処する実効的な措置を策定することを含む形でEUの競争⼒を保護しながら気候中⽴を実現する必要
があることを想起し、理事会は、欧州委員会が炭素集約的部⾨に関する炭素国境調整メカニズムを提案
する意向であることに留意する」と表明
2020年3⽉に欧州委員会が発表した炭素国境調整メカニズムに関する開始影響評価（inception impact 
assessment）の⽂書では影響評価の⼀環として「国連、G20、その他の国際的な場において、ステーク
ホルダーの意⾒を聴取するためのイベントを⾏う」「第三国との対話をWTOのチャネルやその他のチャ
ネルを通じて⾏う」と表明

80

NDC引き上げを巡る外交⽅針、国境炭素調整対外政策



（３）中国
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2020年⽬標・2030年⽬標

2020年⽬標
2009年のCOP15の直前に、2020年の排出⽬標として、「GDP当たりCO2排出量を2005年⽐で
40〜45％削減」を提⽰

2030年⽬標
(1)⽶中共同声明（2014年11⽉12⽇）
習近平国家主席は、⽶国オバマ⼤統領との共同声明のなかで、
「①2030年頃に⼆酸化炭素排出のピークを実現かつ早期となるように最善努⼒」
「②2030年頃に⼀次エネルギー消費に占める⾮化⽯燃料のシェアを20％程度」という⽬標を
発表
(2)約束草案（INDC）の提出（2015年6⽉30⽇）
①と②に加えて、
「③CO2排出のGDP原単位を2030年に2005年⽐で60-65%削減」と
「④森林ストック量を2005年⽐で45億⽴⽅メートル拡⼤」を提⽰
⇒ピーク時である2030年頃のCO2排出総量の⾒通しや、CO2以外の温室効果ガスの排出⾒通
しは⽰していない

⽬標・排出量
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CO2排出量（GDP原単位・総量）の実績

CO2排出総量の報告状況と実績
中国政府は、UNFCCCの下で過去に4度、温室効果ガスのインベントリ（排出と吸収の⽬録）を提出
• 2004年に1994年のインベントリを、2012年に2005年のインベントリを、2017年に2012年のインベン
トリ、2019年に2014年のインベントリを提出

• 排出総量の時系列は提⽰せず
BPのエネルギー統計によれば、2000年以降、エネルギー起源CO2排出量が急増していたが、2013年以降
は横ばい・微減。しかし、過去2年は微増

エネルギー起源CO2排出量の実績（1990年〜2018年）
（百万トン）

出典︓BP統計に基づき作成

⽬標・排出量
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排出ピーク時における原単位低下率とGDP成⻑率の関係
中国はCO2排出原単位（GDPあたりのCO2排出量）の⽬標とCO2排出ピーク年を掲げているが、CO2排出
の増加が⽌まるタイミングにおいて、「GDP(t)/GDP(t-1)>Intensity (t-1)/Intensity (t)」から
「GDP(t)/GDP(t-1)≦Intensity (t-1)/Intensity (t)」に反転。⾔い換えれば、GDPの対前年⽐が原単位の対前
年⽐の逆数を上回る限り、排出は増加
• CO2(t)≦CO2(t-1) ⇔(CO2(t)/GDP(t))*GDP(t)≦(CO2(t-1)/GDP(t-1))*GDP(t-1)

⇔GDP(t)/GDP(t-1)≦Intensity (t-1)/Intensity (t)

原単位低下率
BP統計（エネルギー起源CO2）と世界銀⾏統計（2010年固定価格⽶ドルのGDP）に基づいて、GDPあた
りのCO2排出量（原単位）を計算すると、2018年時点で2005年⽐49%減
2030年⽬標（2005年⽐60〜65%減）の達成に必要な低下率︓低下率を定率とすれば、今後、年平均で
3.09%のペースで低減すれば、2030年に65%減となる）。対前年⽐の逆数は1.032

GDP成⻑率
中国政府は第12次五カ年計画（2011〜2015年）のGDP成⻑率⽬標を年平均7%、第13次五カ年計画
（2016〜2020年）のGDP成⻑率⽬標を年平均6.5%としている。今後も5年毎に平均成⻑率の⽬標が0.5ポ
イント低下するとすれば、2021〜2025年は6%・2026〜2030年は5.5%。他⽅、UNFCCCへの第3回国別報
告書では、2020〜2025年は6%、2025〜2030年は5%と想定するシナリオを提⽰

2030年⽬標の達成時における原単位の対前年⽐逆数は、GDPの対前年⽐を⼤きく下回り、排出は2030年
においても増加。したがって、原単位⽬標をぎりぎり満たす状態では、2030年ピークを達成できない
⇒2030年の排出ピークを維持するのであれば、原単位⽬標は引き上げ可能

原単位⽬標と排出ピーク年の整合性①⽬標・排出量

87









国家気候変動戦略研究・国際協⼒センター（NCSC）
Chai QiminらによるNDCシナリオの分析では、2030年の原単位は2005年⽐で69％減（※2030年のGDP成
⻑率は5.2%と想定）。また、このシナリオでは、2025年以降のCO2排出量は横ばい（左図）

エネルギー研究所（ERI）
Jiang Kejunらによる2℃シナリオ分析では、2022年までにCO2排出量はピーク。その後、2030年頃までほ
ぼ横ばいが続いてから、急減（右図）

中国政府系シンクタンクの研究

出典︓柴麒敏, 傅莎, 温新元（2019）, “中国实施国家⾃主贡献的路
径研究”

⽬標・排出量

NCSCのシナリオ分析におけるCO2排出量の推移
（2005年〜2030年）

ERIのシナリオ分析におけるCO2排出量の推移
（2000年〜2050年）

出典︓姜克隽ほか（2016）, “我国能源活动CO2排放在2020-
2022年之间达到峰值情景和可⾏性研究 “

91



92

エネルギーの2020年計画と2030年戦略
2016年12⽉に、国家発展改⾰委員会の国家能源局は「エネルギー発展第13次五カ年計画（2016－2020）」を公表。
2016年3⽉に全国⼈⺠代表⼤会で採択された「第13次五カ年計画綱要」に掲げられた⽬標を含む形で、表に⽰す各種⽬
標を提⽰。2016年11⽉に、国家発展改⾰委員会の国家能源局は「電⼒発展第13次五カ年計画」を公表
2016年12⽉に、国家発展改⾰委員会は「エネルギー⽣産・消費⾰命戦略（2016－2030）」を公表

国内政策

分野 2020年⽬標 2030年⽬標
エネルギー
消費と効率

１次エネルギー消費量を50億t（⽯炭換算）未満（年増加率3%未満）
電⼒消費量を6,8兆〜7.2兆kWh（年増加率3.6〜4.8%）
⽯炭消費量を41億t（⽯炭換算）（年増加率0.7%）

エネルギー消費量を
60億t（⽯炭換算）以内
（※2050年に安定化）

天然ガスの⽐率を10%に拡⼤ 天然ガスの⽐率を15%

GDP当たりのエネルギー消費を5年間で15%削減
⽯炭消費の⽐率を58%に縮⼩（※2015年は64％）
⾮化⽯エネルギー消費の⽐率を15%に向上（※2015年は12％）

GDP当たりのエネルギー消費（現在価格）
を世界平均⽔準
主要⼯業製品のエネルギー効率を国際先端
⽔準

エネルギー
⽣産と供給

１次エネルギー⽣産能⼒を40億t（⽯炭換算）に増強（年増加率2.0%）
⾮化⽯エネルギー発電量⽐率を31%（※2015年は27％）

⾮化⽯発電量の⽐率を50%
（※2050年に⾮化⽯エネ⽐率を50%以上）

エネルギー⾃給率を80%以上（※2015年は84%）

電源開発 発電設備容量を20億万kWに拡⼤（年増加率5.5%）
このうち、⽯炭⽕⼒11億kW未満、ガス⽕⼒1.1億kW、⽔⼒3.4億kW、原
⼦⼒5800万kW、⾵⼒2.1億kW、太陽エネルギー発電1.1億kW

環境保護 GDPあたりのCO2排出を5年間で18％削減 GDPあたりのCO2排出を2005年⽐で60-
65%削減。2030年頃に排出ピーク

⽯炭⽕⼒発電1kWhあたりの⽯炭消費量を310kg（⽯炭換算）に抑制
（※2015年は318）

⽯炭⽕⼒について、超低汚染・超低排出発
電所の⽐率を80％以上

「エネルギー発展第13次五カ年計画（2016－2020）」「電⼒発展第13次五カ年計画」「エネルギー⽣産・消費⾰命
戦略（2016－2030）」の主要政策⽬標 ※太字は拘束⼒あり





再⽣可能エネルギーに関する導⼊⽬標・施策

固定価格買取制度（Feed in Tariff: FIT）とその⾒直し状況
FITによって導⼊拡⼤してきたが、2018年5⽉に政策の⼤幅に⾒直す⽅針を発表。太陽光については2022年前後を⽬途に、
⾵⼒については2019年にFITを廃⽌というもの
 他⽅、2018年11⽉に、省政府別に電⼒消費量に対して⼀定の再エネ電⼒⽣産ないし買⼊を義務付ける制度を2019

年1⽉から運⽤することを決定。Renewable Portfolio Standard（RPS）に類似した制度
 堀井（2019）によれば、現⾏の導⼊量では、⼤半の省政府が⽬標を達成できず、⾃ら導⼊拡⼤するか、他省の超過

導⼊分を買い⼊れる必要があるとのこと。全国でみても、現在の導⼊量は⽬標と⼤きく乖離（表）。この政策が実
⾏される限り、中国の再エネ拡⼤はペースが多少緩むものの、今後も継続する⾒通し

※堀井伸浩（2019）「中国の再エネFIT制度⾒直し－巨額の社会的コストを隠蔽して導⼊継続－」
http://ieei.or.jp/2019/08/special201705011/

国内政策

出典︓堀井（2019）

省別再エネ電⼒配額割当量（2018年データによる試算、単位︓億kWh）
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新エネルギー⾞の導⼊政策

新エネルギー⾞クレジット規制
中国政府（⼯業情報化部）は2017年9⽉27⽇に規制を最終決定。2019年に開始
⾃動⾞メーカーに対して、⼀定量の「新エネルギー⾞（NEV）クレジット」の取得を義務付け

• 取得義務量は、従来⾞の販売台数に⼀定⽐率を乗じた量。⽐率は、2019年は10%、2020年は12%、2021年以
降は今後決定

電気⾃動⾞（BEV）、プラグインハイブリッド⾃動⾞（PHEV）、燃料電池⾃動⾞（FCV）の販売台数に応じて当該企業
にクレジットを発⾏。1台当たりの発⾏量は以下の計算式によるが基本的にBEVとFCVに⼿厚い

• BEV︓0.012×⾛⾏距離（km）＋0.8（上限は5）（※電⼒消費が⼤きい⾞はこの0.5倍、⼩さい⾞は1.2倍）
• PHEV︓2（※エネ消費が⼤きい⾞はこの0.5倍）
• FCV︓0.16×燃料電池の定格出⼒（kW）（上限は5）（※出⼒が⼩さい⾞はこの0.5倍。上限は5）
• ただし、BEVは⾛⾏距離100km以上かつ最⼤速度100km/h以上、PHEVは電動⾛⾏距離が50km以上、燃料電池

⾞は⾛⾏距離が300km以上であることがクレジット発⾏の条件
超過達成メーカーは残余クレジットを未達メーカーに売却可能。ただし、BEVで電⼒消費の⼤きいもの、PHEVでエネ消
費が⼤きいもの、FCVで定格出⼒が⼩さいものについては、発⾏クレジットは当該企業でしか⽤いることができない。
クレジットのバンキングは原則認められていないが、例外的に2019年から2020年へのバンキングのみ認められている
燃費基準（regulation for corporate average fuel consumption）の達成にもNEVクレジットを充当することが可能。逆は
不可
2019年1⽉1⽇に制度運⽤開始。2019年7⽉には、2021年以降の⽬標設定と制度⾒直しに関する草案を発表。クレジット
の取得義務量を2021年に14％、2022年に16％、2023年に18％としつつ、⽐率の外側にある⾃動⾞の⾼効率化を促すた
めに、ハイブリッド⾞等の低燃費⾞の販売に応じて、クレジット取得義務を緩和する仕組みを導⼊⾒込み
中国政府はEV導⼊に多額の補助⾦を交付してきたが、2019年3⽉に縮⼩を発表。新規事業者による参⼊の過熱を抑える
ことが狙い。補助制度による押し上げもあり、NEVクレジットは供給過剰の状況

国内政策
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排出量取引をめぐる動向①

第12次五カ年計画期（2011〜2015 年）の動き
中国政府は、第 12 次５カ年計画において、「炭素排出取引市場を逐次確⽴」することを発表
国家発展改⾰委員会は、河北省、広東省の２省と、北京、上海、重慶、深圳、天津の５つの市に対して、
排出量取引のモデル事業を⾏うよう通知を発出
2013年に試⾏スキームを導⼊

試⾏スキームを開始した省・市
深セン市（Shenzhen）︓2013年6⽉18⽇開始／上海市（Shanghai）︓2013年11⽉26⽇開始
／北京市（Beijing）︓2013年11⽉28⽇開始／広東省（Guangdong）︓2013年12⽉19⽇開始
／天津市（Tianjin)︓2013年12⽉26⽇開始／河北省（Hubei）︓2014年4⽉2⽇開始
／重慶市（Chongqing）︓2014年6⽉19⽇開始

2014年12⽉に、国家発展改⾰委員会気候変動対応司は、全国規模の排出権取引の創設を推進するために
「⼆酸化炭素排出権取引の管理に関する暫定措置」を発布。さらに2015年1⽉には、「全国規模の⼆酸
化炭素排出権取引市場の創設推進に関する基本状況と今後の構想」と題する⽂書を発表し、①2014-
2015年を準備段階、②2016-2020年を実施・改善段階、③2020年以降を安定深化段階と位置付けて、全
国を対象とする排出権取引市場を徐々に発展させていく⽅針を提⽰。特に②については、2016年と2017
年を試⾏段階と位置付けて、省・市を段階的に全国市場に取り込んでいき、2017年から2020年にかけて
全国市場を全⾯実施し、改善を通じて市場を安定化させるという考え
2015年9⽉25⽇の⽶中共同声明に、「中国が全国⼤の排出量取引（鉄鋼、発電、化学、建設材料、製紙、
⾮鉄⾦属等をカバー）を2017年に開始する」という内容を掲載

国内政策
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排出量取引をめぐる動向②

第 13 次五カ年計画期（2016〜2020 年）における電⼒部⾨限定の制度設計の検討
2017年12⽉20⽇に公表された9⾴の⽂書によると、制度構築（MRV，取引システム整備等）とシミュレーション試⾏に
各1年を要することから、電⼒部⾨（電⼒会社1,700社が対象）を対象とする全国制度の開始は、早くても2020年電⼒以
外の部⾨を対象に含めるのはさらに後となる⾒込み
2019年9⽉27⽇の報道*によれば、全国制度は総量⽬標ではなく原単位⽬標となる⾒込み。中国環境⽣態省（MEE）主導
で年間の排出総量を定めるとしていた当初案から後退（*Reklev, Stian (2019), “China set to drop absolute emission cap 
on ETS, says government advisor,” Carbon Pulse, Septembe 27, 2019)
2019年10⽉1⽇の報道**によれば、⽯炭⽕⼒に対する排出原単位基準は0.848 t-CO2/MWh。旧式施設は設備の改修をし
ない限り、排出枠の購⼊が必要な⼗分厳しい⽔準。ただし、基準値を1.015 t-CO2/MWhとする別案も出回っており、詳
細は不明（表）（**Reklev, Stian (2019), “China flags tough coal power standards in draft ETS allocation plan,” Carbon 
Pulse, October 1, 2019)
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割当⽅法 7割は2018年の発電量に応じて事前に割当て
3割は2019年の発電量に応じて2020年春に割当て

原単位⽬標値
(t-CO2/MWh)

在来型⽯炭⽕⼒
・⼀律 もしくは
・設備容量に応じてクラス分け
（300MW超は0.827、以下は0.879）

⾮在来型⽯炭⽕⼒
※⽯炭脈⽯・⽯炭スラリーを燃料
とする発電施設

在来型在来型より2割⾼め

ガス⽕⼒ 0.382

スケジュール 試⾏取引を2020年の早い段階で開始し、
同年下期には本格取引を開始する（遵守期間は2020年単年）

中国で検討中と報じられた排出量取引制度の制度設計案

出典︓Carbon
Pulseの記事に
基づき作成



グリーン産業指導カタログ

グリーンな産業活動を特定するリスト
2019年3⽉に、国家発展改⾰委員会、⽣態環境部、⼈⺠銀⾏、国家エネルギー局等が発表。中国政府の
基準・規格や政策⽂書等に基づき、「グリーン産業」をリスト化。中国版のタクソノミーと考えられて
いる

⼤分類は以下のとおり
• 省エネ・環境保全
• クリーン⽣産
• クリーンエネルギー
• ⽣態環境
• グリーンインフラ
• グリーンサービス

⽯炭関係も多数（⼤気汚染物質の超低排出化、ピーク柔軟性改造、バイオマス混焼、クリーンな利⽤
等）。原⼦⼒発電所の建設と運営も適合

政府の諸施策（政府補助⾦、グリーン税制、その他の⽀援策等）をリストに準拠させることを⽬的

国内政策
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第14次五カ年計画（2021－2025）に向けた論点

今後、2021年にかけて検討が進む⾒通し
現時点で、公表されている情報はほとんど存在していない
第13次五カ年計画では、エネルギー消費総量の上限⽬標を定めたが、第14次五カ年計画において、⼆酸
化炭素排出総量の上限⽬標を定めるかどうかは、潜在的な論点。2020年に110GWとされた⽯炭⽕⼒の上
限を、2025年に向けて引き下げるかどうかも注⽬点
五カ年計画に先⽴って、2020年にNDCと⻑期戦略の提出が控える。⽔⾯下での検討が進んでいると思わ
れ、第13次五カ年計画に⼊っていない数字等が、第14次五カ年計画に先⽴って盛り込まれる可能性あり

国内政策
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気候変動とクリーンエネルギーに関するEU中国⾸脳共同声明（2018年7⽉16⽇）
⻑期低排出発展戦略を2020年までに提出
資⾦フローを低GHG排出・気候強靭発展の経路と整合させるというグローバルなビジョンを強調
排出量取引が費⽤効果的な政策⼿段として重要であることに合意。排出量取引に関する⼆国間協⼒を強
化することに合意
中国財務省と欧州投資銀⾏（EIB）がEIBの対中投資のスコープに低GHG排出公共交通、気候強靭化、エ
ネルギー効率化、再⽣可能エネルギー、森林等を含める覚書に署名したことを歓迎

EU中国サミット共同声明（2019年4⽉9⽇）
カーボンプライシングと化⽯燃料補助⾦改⾰が重要なステップであることを想起。⺠間の資本フローを
環境⾯でよりサステナブル経済へと振り向けるためにグリーンファイナンスの分野での協⼒を強化

EUとの共同声明等における気候変動の扱い対外政策
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中仏共同声明（2019年3⽉25⽇）
今世紀半ばに向けた⻑期低排出発展戦略を2020年までに公表
国際なファイナンス（特にインフラ分野）をSDGsとパリ協定に整合させる。サステナブルファイナンス
のG20実施ガイドラインを歓迎

中仏国連事務総⻑の共同声明（2019年6⽉29⽇）
現⾏NDCよりも前進し、最⼤限の野⼼を反映する形でNDCを更新する約束と、今世紀半ばに向けた⻑期
低排出発展戦略を2020年までに公表するとの約束を再確認
Nature-based solutionに対するファイナンス増加の重要性を強調
フランスと国連は中国による⼀帯⼀路グリーン化へのコミットメントに感謝。関連するインフラ投資を
パリ協定及び持続可能な発展の2030年アジェンダと整合させるべく、中国と協⼒する⽤意

中仏共同声明（2019年11⽉6⽇）
不可逆なプロセスであり、強⼒な気候⾏動のための基準であるパリ協定への強固な⽀持を再表明
通商協定は、UNFCCCとパリ協定の⽬的及び持続可能な発展の2030年アジェンダと整合的であるべき
全ての国に対して、現⾏NDCよりも前進し、最⼤限の野⼼を反映する形でNDCを提出または更新し、今
世紀半ばに向けた⻑期低排出発展戦略を2020年までに公表することを求める
全ての国・地⽅政府・企業・NGO等に対して、中国が主導するNature-Based Solutions Coalitionの活⽤
を求める

フランスとの共同声明等における気候変動の扱い対外政策
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中国政府代表団を率いるZhao Yingmin⽣態環境省副⼤⾂による会⾒（2019年11⽉27⽇）
2018年まで中国政府代表団を率いた解振華⽒は毎年のCOPの直前に会⾒を⾏っていたが、Xie⽒を引き継
いだZhao⽒もこれを踏襲し、COP25の直前に会⾒。メディアとの質疑において、以下を発⾔
• 世界経済の成⻑⾒通しを害する⼀国主義と保護主義を防ぐべく努⼒すべき。経済成⻑が鈍ると、国
際社会の気候変動に取り組む意思と信頼が弱まり、この問題に対処するグローバルな努⼒が損なわれ
る（※会⾒と同時に発表された報告書では、⼀国主義の例として⽶国による協定脱退通告を、保護主
義の例として炭素国境調整を挙げている）

• 中国は、気候変動に関連する取組の変化に対応すべく、NDCを提出する。また、NDC実施のために準
備している政策措置も発表する
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サミットに向けて、ニュージーランドとともに、Nature-Based Solutions（NBS）の議論をリード
サミットに先⽴ち、”The Nature-Based Solutions for Climate Manifesto”と題する⽂書を取りまとめ、
Group of Friends for NBS（GOF4NBS）の創設を提唱し、中国がGOF4NBSの取りまとめ役を務める意思
を提⽰。UN Environmentに既存イニシアティブをリスト化するプラットフォームを設置
サミットで演説したWang外相もNBSの重要性を強調
中国はポスト2020⽣物多様性世界枠組にNBSを組み込むことを提唱
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2020年⽬標
「GDP当たり排出量を2005年⽐20〜25％削減」（ただし農業部⾨を除く）を提⽰
※中国はCO2排出のGDP原単位を⽬標としているがインドは対象ガスを明確には指定してい
ない

2030年⽬標
インド政府は2015年10⽉1⽇に約束草案を提出。定量的な⽬標は以下。また、約束草案を成
功裏に実施できるかは、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
次第であると付記
• GDPあたりの排出量を2030年に2005年⽐で33〜35%減少
• 技術移転と緑の気候基⾦（GCF）を含む低コストの国際資⾦の⽀援を得て、2030年までに、
全発電容量の40%を⾮化⽯エネルギー源とする

• 2030年までに追加的な森林被覆を通じて、25〜30億トン分の追加的な炭素吸収

2020年⽬標・2030年⽬標⽬標・排出量
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⾮化⽯発電容量⽐率の⾒通し

中央電⼒庁の「国家電⼒計画」における⾒通し
2022年の再エネ175GW⽬標の達成と、2023年から2027年にかけて100GW分の更なる再エネ増設があれ
ば、2027年に⾮化⽯電源の容量⽐率が57.37%に達するとの⾒通し

※⾮化⽯年燃料ー⽔⼒、原⼦⼒、再⽣可能エネルギー源
出典︓インド中央電⼒庁(2018), “National Electricity Plan (Volume 1) Generation”に基づき作成

⽬標・排出量
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年 導⼊量
（MW）

化⽯燃料の
導⼊量
（MW）

⾮化⽯燃料の
導⼊量
（MW）

導⼊量に占め
る⾮化⽯燃料
の割合

2016年3⽉ 326,833 218,330 108,503 33.2 %
2022年3⽉ 477,419 243,038 236,381 49.31%
2027年3⽉ 619,066 263,885 355,181 57.37%

国家電⼒計画における⾮化⽯電源⽐率



インド政府のシンクタンクNITI Aayog（旧計画委員会）によるシナリオ分析
2017年7⽉12⽇に、国家エネルギー政策案を発表し、2040年に向けたBAUシナリオとNITI Ambition 
Scenario (NAS)を提⽰。いずれも、モディ政権の再エネ⽬標達成が前提。両シナリオの主な結果は以下
• 電源（容量）の⾮化⽯⽐率︓57-66%
• ⼀⼈当たりエネルギー需要︓503 kgoe（2012年）→1055-1184 kgoe（2040年）
• ⼀⼈当たり電⼒消費量︓887 kWh（2012年）→2911-2924 kWh（2040年）
• ⼀⼈当たりエネルギー関連排出量︓1.2tCO2（2012年）→2.7-3.5tCO2（2040年）
• 輸⼊依存度（⾮商業エネ含む）︓31%（2012年）→36%-55%（2040年）
• 排出原単位の低下︓2030年に2005年⽐で45-53%減（→⽬標を超過達成の⾒通し）

NITI Aayog（旧計画委員会）の国家エネルギー政策案

BAU Ambitious BAU Ambitious
ガス⽕⼒ 24 34 39 46 70
⽯炭⽕⼒ 125 266 251 441 330

炭素回収貯留 (CCS) 0 1 1 26 26
原⼦⼒ 5 12 12 23 34
⽔⼒ 41 61 61 71 92

太陽光（PV） 1 59 59 237 275
太陽熱（CSP） 0 4 5 28 48
陸上⾵⼒ 17 62 62 168 181
洋上⾵⼒ 0 2 2 19 29
分散太陽光 0 36 36 102 120

その他の再エネ 8 18 20 43 56
合計 221 555 548 1204 1261

⾮化⽯容量⽐率 33% 46% 47% 57% 66%

（単位はGW） 2012
2022 2040

BAU Ambitious BAU Ambitious
ガス⽕⼒ 115 128 154 181 302
⽯炭⽕⼒ 708 1526 1482 2606 1984

炭素回収貯留 (CCS) 0 5 5 137 137
原⼦⼒ 27 82 87 164 237
⽔⼒ 144 214 214 248 324

太陽光（PV） 2 99 99 422 489
太陽熱（CSP） 0 11 14 105 185
陸上⾵⼒ 32 129 129 390 423
洋上⾵⼒ 0 6 6 62 92
分散太陽光 0 55 55 164 193

その他の再エネ 46 86 101 203 281
電⼒輸⼊ 5 15 25 71 126
合計 1079 2356 2371 4753 4773

⽯炭⽕⼒⽐率 66% 65% 63% 55% 42%
⾮化⽯発電⽐率 23% 29% 30% 37% 47%

（単位はTWh） 2012
2022 2040

⽬標・排出量
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国家エネルギー政策案のシナリオにおける電源種類別の発電容量 国家エネルギー政策案のシナリオにおける電源種類別の発電量

出典︓NITI Aayog (2017), “Draft National Energy Policy”に基づき作成 出典︓NITI Aayog (2017), “Draft National Energy Policy”に基づき作成



2022年の175GW⽬標に向けた施策
2015年2⽉、新エネルギー・再⽣可能エネルギー省は、2022年までに再エネ発電容量を175GWに増やすという⽬標を提
⽰。内訳は太陽光100GW（ユーティリティースケール60GW、ループフット40GW）、⾵⼒60GW、バイオマス10GW、
⼩⽔⼒5GW
太陽光発電については、中央政府による⼊札で導⼊するものと各州政府が導⼊⽀援するものが中⼼。2017年には2.5ル
ピー/kWhを切る落札価格。2018年も複数回の⼊札で2.5ルピー/kWhを切る。2019年の⼊札でも2.5ルピー/kWhに近い価
格での落札実績
2016年1⽉20⽇に改定された電⼒料⾦政策では、配電会社に対して2022年までに販売電⼒量の8%分（ただし⽔⼒発電
分を除く）を太陽光発電から調達することを義務付け。また、新規の⽯炭⽕⼒発電所に対して、⼀定期⽇後から再⽣可
能エネルギーを開発または調達することを義務付け
2017年11⽉24⽇に、インド政府は太陽光100GW・⾵⼒60GW達成のための経路（trajectory）を公表し、以下の⽅針を
表明
 地上設置型ソーラーパークの⼊札︓2017年度に20GW分を、2018年度及び2019年度にそれぞれ30GWを実施（⇒
ルーフトップ40GWの⽬標を事実上放棄）

 ⾵⼒発電の⼊札︓2017年度に8GW分を、2018年度及び2019年度にそれぞれ10GW分を実施
2018年に、新エネルギー・再⽣可能エネルギー省は太陽光⼊札を⾏うSolar Energy Corporation of India（SECI）に対し、
買取価格を2.5ルピー/kWh（設備へのセーフガード関税なしの場合）または2.68ルピー/kWh（設備へのセーフガード関
税ありの場合）とするように指⽰
⼤規模⽔⼒発電の再エネ認定
2019年3⽉に⼤規模⽔⼒発電を再エネと認定し、再エネ買取義務の対象に位置付け
2022年以降の⽬標
モディ⾸相は2019年9⽉の国連気候⾏動サミットにおいて、2022年の175GW⽬標を超過達成し、その後、450GWまで
拡⼤すると表明（※ただし、450GWの実現時期を⽰さず）

再エネ導⼊⽬標・施策国内政策
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効率改善
インドでは今後も⽯炭⽕⼒が発電部⾨で中⼼的役割を果たすと⾒込まれることから、政府は効率改善の
取り組みを実施。全ての新設の⼤規模⽯炭⽕⼒に超臨界圧技術を義務付け、⽼朽⽕⼒の改修も段階的に
実施中。⽯炭⽕⼒は省エネ達成認証取引制度（PAT制度）
の下でも効率改善の対象

供給過剰の可能性
中央電⼒庁は、2018年1⽉に、国家電⼒計画（発電編）を発表。再エネ、⽔⼒、原⼦⼒の導⼊計画及び
既存発電所の廃⽌⾒込みを所与とすると、2017〜2022年に必要な新設⽯炭⽕⼒は6,445MWであるが、
計画発表時点において、47,885MW分の⽯炭⽕⼒が着⼯済みであり、供給過剰となり、稼働率（PLF）が
低下する恐れがあるとの⾒⽅を提⽰。他⽅、2022〜2027年には着⼯済みの47,885MWに加えて、新たに
46,420MW分の⽯炭⽕⼒が必要であるが、変動再エネの調整が求められるため、稼働率が低くなると指
摘

⽯炭課税
⽯炭課税を2014年に1トン当たり50ルピーから100ルピーに引き上げ、2015年には200ルピーに引き上げ。
クリーンエネルギーと再⽣可能エネルギーを⽀援するNational Clean Energy Fundに充当。さらに2016年
には、1トン当たり400ルピーに引き上げ。2017年に、今後5年間にわたって、⽯炭課税の税収を物品
サービス税（GST）補償基⾦（※州の税収減を埋め合わせる基⾦）に充当する⽅針を発表
2019年12⽉末の報道によると、モディ⾸相府は、電⼒会社の財務状況を改善して⽯炭⽕⼒発電所の脱硫
対策の原資とすることを⽬的に、⽯炭課⾦の⼀時免除を検討中

⽯炭⽕⼒関連の施策国内政策
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2030年頃までの導⼊⾒込み
インド政府がUNFCCC事務局に提出した隔年更新報告書によれば、2018年6⽉時点で、運転開始済みの原
⼦⼒発電所の発電容量は合計で6,780MWである。発電容量を2032年までに63GWに増加させることが⽬
標
原⼦⼒省が2019年11⽉に発表した原⼦⼒⽬標によれば、7基（5,300MW）が建設中、4基（3,400MW）
が建設開始に向けた掘削⼯事中、10基（各700MW）が⾏政認可済み。これらが全て運転開始すれば、
2031年までに22,480 MWとなる⾒込み

⽶印協⼒
2019年3⽉に発表された⽶印戦略安全保障対話の共同声明において、⽶国製の原⼦⼒発電所6基の建設を
含む、⺠⽣原⼦⼒協⼒の強化を約束。2020年2⽉のトランプ⼤統領訪印時の共同声明において、両⾸脳
は、インド原⼦⼒発電公社とウェスチングハウスがインドにおける6基の原⼦⼒発電所の建設について早
期に合意するように奨励

原⼦⼒導⼊計画国内政策
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FAME第1期
2013年1⽉に” National Electric Mobility Mission Plan 2020（NEMMP）”を策定。” Faster Adoption and 
Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles in India (FAME) “を2015年4⽉にNEMMPの下に定め、政府補
助⾦によりハイブリッド⾞・電気⾃動⾞の普及・製造を促進

2030年の全新⾞EV構想
ゴヤル電⼒・⽯炭・新・再⽣可能エネルギー⼤⾂（当時）は2016年春頃より、「2030年に全新⾞を電気
⾃動⾞にする」とのビジョンを繰り返し表明。2018年3⽉に電⼒省のSingh⼤⾂は国家E-モビリティプロ
グラムを⽴ち上げ。⾃動⾞メーカー、充電インフラ会社、フリートオペレーター、サービスプロバイ
ダーのエコシステム活性化が⽬的

FAME第2期
2019年2⽉に、モディ内閣はFAME第2期（FAME II）を承認。2019年度から2021年度にかけて1000億ル
ピーの⽀出を予定。公共交通の電化と充電施設の設置に重点。電気⾃動⾞に対する物品サービス税
（GST）の減免も継続。また、電⼒省は充電⽤の電気を「サービス」として販売すること認可
• NITI Aayog（旧計画委員会）が⽶ロッキーマウンテン研究所と実施した分析によれば、FAMEII及びそ
の他の措置が成功すれば、新⾞販売に占める電気⾃動⾞⽐率が、2030年までに個⼈所有⾞の30%、商
⽤⾞の70%、バスの40%、⼆輪・三輪の80%になる⾒通し

電気⾃動⾞の導⼊政策国内政策
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省エネ達成認証取引制度（PAT制度）
事業者に省エネ⽬標を課し、未達時に証書取引を⾏う制度（Perform, Achieve and Tradeの略称）
2012年に開始。8業種（⽕⼒発電、鉄鋼、セメント、アルミニウム、塩化アルカリ、肥料、紙パイプ）
の478社の指定事業者（Designated Consumers、略称はDCs）に対して、エネルギー消費原単位⽬標を
設定。⽬標未達の場合は、DCsは指定罰⾦を払うか、省エネ証書を購⼊して埋め合わせ
第1サイクル（2012年4⽉1⽇〜2015年3⽉31⽇）は、事業者⽬標の合計が6.69Mtoe削減であったところ、
8.67Mtoeの削減を実現。⽕⼒発電以外の業種は、業種全体として超過達成。309事業者に対して合計
3.825Mtoe分の省エネ証書を発⾏し、110事業者が未達分（合計1.425Mtoe）を満たすために市場参加。
2017年9⽉から取引開始し、96事業者が証書購⼊により規制遵守
対象とする部⾨と事業者を逐次拡⼤しながら、制度を継続中

省エネ達成認証取引制度（PAT制度）国内政策

出典︓ 柳美樹ほか（2013）「インド省エネルギー達成認証制度PAT（Perform, Achieve and Trade）と省エネバリア低減への貢献」等をもとに作成

項⽬ 内容

期間
第1サイクルは2012年度〜2014年度。第1サイクルの指定事業者＋新規部⾨の事業者を対象に、第2サイクルを2016〜
2018年度で実施中。また、対象事業者を逐次拡⼤し、新規対象事業者への3年刻みのサイクルを設定（※現時点では、
第3サイクル（2017〜2019年度）〜第5サイクル（2019〜2021年度）を設定済み）

⽬標設定と
対象事業者

「⽣産量あたりのエネルギー消費量（specific energy consumption、略称はSEC）」を指標として、指定事業者別に削減
⽬標を設定。第1サイクルは8業種（⽕⼒発電、鉄鋼、セメント、アルミニウム、塩化アルカリ、肥料、紙パイプ）の
478社。第2サイクルは鉄道、⽯油精製、配電を追加し、合計621社。第3期は対象部⾨の新規事業者（116社）の追加

⽬標未達時
の対応 指定事業者は未達時に、下記の罰則に従うか、省エネ証書を購⼊して未達分を埋め合わせなければならない

罰則 原単位⽬標の未達分にベースライン⽣産量を乗じた量を「不遵守量」とし、不遵守量に「エネルギーコスト（※）」を
乗じて、「罰⾦額」とする（※）エネルギーコストは、⽯炭・⽯油・ガス・電⼒の重み付け平均価格

省エネ証書
取引

原単位⽬標を超過達成した場合に、省エネ証書（Energy Saving Certificates、略称はESCerts）を発⾏。発⾏量は、超過
達成分にベースライン⽣産量を乗じた量
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