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はじめに 
 

2016 年 11 月にパリ協定が発効した。予想を上回る速さでの発効であったが、パリ協定

の発効と同じ 2016 年 11 月に行われた米国の大統領選挙において、パリ協定の脱退を公約

に掲げていた共和党のトランプ候補が当選し、2017 年に米国はパリ協定からの脱退を決め

た。しかし、各国からのパリ協定への積極的な関与に変化の兆しは変わらず、パリ協定の具

体的な実施規則について、協議が続けられている。 
パリ協定の実施規則については、2016 年 11 月にマラケシュで開催された COP22 で、を

2018 年の COP24 において採択することを目指し協議することに合意がなされた。パリ協

定の 6 条には、協調的アプローチ等の規定がおかれ、他国で得られた排出削減量を取引し、

自国が決定する貢献（NDC）の目標達成に活用することが認められており、6 条の実施規則

についても、2017 年以降、協議が継続している。 
この協議の中で明らかになったのは、パリ協定の下では、京都議定書において設けられて

いた市場メカニズムの規則をそのまま適用することが出来ないということであった。パリ

協定と京都議定書では、内容が大きく異なるためである。 
一方で、我が国は、世界に誇る低炭素技術や製品の普及等を積極的に推進し、世界規模で

の地球温暖化対策を進めていくため、低炭素技術（省エネ技術、新エネ技術、石炭火力等）

の普及等による温室効果ガスの排出削減を適切に評価する新たな仕組みである「二国間ク

レジット制度（以下、JCM）」の推進のため、積極的な取組みを実施している。2020 年以降

の JCM の実施に、パリ協定の下での市場メカニズムの実施規則は、大きな影響を与えるも

のと予想される。 
また、国際的に見ると世界銀行の下での変革的炭素資産ファシリティー（Transformative 

Carbon Asset Facility、TCAF）、市場メカニズム導入準備基金（Partnership for Market 
Readiness、PMR）や、G7 の下で実施されている炭素市場プラットフォームなどの市場メ

カニズムに関連する様々な取組みが実施されている。これらの取組みは、今後の国際社会に

おける市場メカニズムに関する取組みに大きな影響を及ぼす可能性もある。 
そこで本調査では、パリ協定の下での市場メカニズムの交渉の動向を調査し、交渉の上で

の論点、各国の立場を明らかにした上で、各論点での各国の対立構造を分析するとともに、

世界銀行の取組みの現状を調査し、JCM を含む市場メカニズムを活用した GHG 排出削減

の在り方を分析した。 
 本報告が、パリ協定の下での市場メカニズムに関する協議や JCM の有効活用に向け貢献

するとともに、JCM における制度運用の参考となれば幸甚である。 
2019 年 3 月 

（一財）日本エネルギー経済研究所 
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用語集 

 Assigned Amount unit。 

附属書Ⅰ国に割り当てられた初期算定割当量。 

 AILAC 

The Independent Alliance of Latin America and the Caribbean（独立中南米カリブ諸国

連合）。チリ、コロンビア、コスタリカ、ホンジュラス、グアテマラ、パナマ、ペルー

が参加している UNFCCC の交渉グループ。 

 ALBA 

Bolivarian Alliance for the Peoples of our America（ALBA）。ボリビア、ベネゼエラ、キ

ューバ、ニカラグア、エクアドルなどが参加する UNFCCC の交渉グループ。 

 AOSIS 

Alliance of Small Island States(小島嶼諸国連合)。セントルシア、モルジブ、ツバル、フ

ィジーなどが参加する UNFCCC の交渉グループ。 

 BAU 

特段の対策を行わない場合（Business As Usual）のこと。 

 CCS 

二酸化炭素回収・貯留（Carbon Dioxide Capture and Storage）。発電所や工場等の出源

から分離回収した二酸化炭素を地層に貯留する技術の総称。分離方法には、化学吸収法、

物理吸収法、膜分離法、物理吸着法、深冷分離法、ハイドレート分離法等がある。貯留

方法には、地中隔離法、海洋隔離法、プラズマ分解法等がある。 

 CDM 

クリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism)。京都議定書によって温室効

果ガス排出量の数値目標が設定されている先進国が、数値目標が設定されていない途

上国内において排出削減等のプロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量分の

クレジットを先進国へ移転するスキームの総称。 

 CER 

Certified Emission Reduction。CDM を通じて発行されたクレジット。 

 CH4 

メタン。温室効果ガスの種類で、有機性の廃棄物の最終処分場や、沼沢の底、家畜の糞

尿、下水汚泥の嫌気性分解過程などから発生する。 

 CMA (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris 

Agreement) 

パリ協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議 

 CMP 

京都議定書締約国会合（the Conference of the Parties serving as the Meeting of the 
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Parties to the Kyoto Protocol）。京都議定書の締約国の会合。COP とともに、年に一度

の頻度で開催されている。 

 Cooperative Approach  

協調的アプローチ。パリ協定 6 条 2 項で規定されている市場メカニズム。 

 CO2 

二酸化炭素。温室効果ガスの種類で、石油、石炭、木材等の炭素を含む物質の燃焼、動

植物の呼吸や微生物による有機物の分解等による発生する。一方、植物の光合成によっ

て様々な有機化合物へと固定される。 

 COP 

気候変動枠組条約締約国会議(the Conference of the Parties)。気候変動枠組条約の締約

国の会議。現在は年に一度の頻度で開催されている。 

 EIG 

Environmental Integrity Group（環境十全性グループ）UNFCCCの下での交渉グループ。

スイス、韓国、メキシコ、ルクセンブルグなどが参加。 

 ERU 

Emission Reduction Unit。共同実施を通じて発行されたクレジット。 

 ETS 

排出権取引または排出量取引制度（Emissions Trading Scheme）。環境汚染物質の排出

量低減のために用いられる経済的手法であり、全体の排出量を抑制するために、国や企

業などの排出主体間で排出する枠（キャップ）を割り当て、枠を超過して排出する主体

と枠を下回る主体との間でその枠の売買をする制度。排出枠の割当方法には過去の実

績に応じて無償で割り当てる方法（グランド・ファザーリング）や必要な排出枠を政府

等から有償で調達する方法（オークション）等、様々な方法が存在する。 

 EUA 

EU アロウワンス（EU Allowance）。EUETS で取引される排出枠。 

 EUETS 

欧州域内排出量取引制度（European Emissions Trading Scheme）。京都議定書上の EU 

加盟国の約束を、できるだけ小さい費用で経済的に効率よく達成することを目的とし

て、2005 年より欧州域内の EU15 カ国を対象として開始された。順次対象国を拡大し、

現在では EU27 カ国を対象としている。 

 GHGs 

温室効果ガス(Greenhouse Gases)。地表から放射された赤外線の一部を吸収すること

によって、温室効果をもたらす気体の総称。京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一

酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄、三ふ

っ化窒素が抑制の対象となっている。 

 HFC 
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ハイドロフルオロカーボン（Hydrofluorocarbons）。京都議定書の対象ガス。 

 IPCC 

気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)。人為的

な気候変動のリスクに関する最新の科学的・技術的・社会経済的な知見をとりまとめて

評価し、政策決定者に情報を提供することを目的とした政府間機構。1970 年代の異常

気象を契機に、気候変動に関する科学的情報を包括的に提供する必要性が高り、IPCC

の設立構想が 1987 年の WMO 総会並びに UNEP 理事会で提案され、1988 年に承認、

同年に IPCC が設立された。 

 ITMOs 

パリ協定 6 条 2 項に定められた国際的に移転される緩和の成果（Internationally 

Transferred Mitigation Outcomes）のこと。6 条 2 項の下で移転される緩和の成果の単

位。 

 JI 

  共同実施（Joint Implementation）。京都議定書において、温室効果ガス排出量の数値目

標が設定されている先進国間で排出削減等のプロジェクトを実施し、その結果生じた

排出削減量分のクレジットを投資国側のプロジェクト参加者に移転することができる

スキームの総称。 

 LMDC 

Like Minded Developing Country Group（有志途上国グループ）。中国、サウジアラビア

などの新興国、途上国で作る UNFCCC での交渉グループ。 

 LULUCF 

土地利用、土地利用変化および森林（Land use, land use change and forestry）。いわゆ

る吸収源。 

 MRV 

測定・報告・検証（Measurement, Reporting and Verification）。 

 Modalities and Procedures 

様式と手続き。CDM の Modalities and Procedures やパリ協定 6 条 4 項のメカニズム

の Modalities and Procedures がある。 

 NF3 

三ふっ化窒素。京都議定書の対象ガス。第 2 約束期間から追加された。 

 Non-market Approach 

非市場アプローチ。パリ協定 6 条 8 項で規定されている取組み。 

 N2O 

亜酸化窒素。燃焼、窒素肥料の使用、化学工業（硝酸などの製造）や有機物の微生物分

解等によって発生する温室効果ガス。 

 PFC 
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パーフルオロカーボン（Perfluorocarbons）。京都議定書の対象ガス。 

 REDD 

森林減少・劣化による排出の削減（Reducing Emissions from deforestation and forest 

degradation in developing countries）。 

 RMU 

Removal Unit。吸収源活動によるネットの吸収量として発行されたクレジット。 

 SB 

COP および CMP の補助機関（Subsidiary Body）。科学上および技術上の助言に関する

補助機関（SBSTA : Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice）、実施に関

する補助機関（SBI: Subsidiary Body for Implementation）などがある。 

 SBI 

実施に関する補助機関 

 SBSTA 

科学上および技術上の助言に関する補助機関 

 SF6 

六フッ化硫黄。京都議定書の対象ガス。 

 UNFCCC 

国連気候変動枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change)。地

球温暖化問題に対する国際的な枠組みを設定した条約。 

 京都議定書 

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change。先進

国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国毎に設定。国際的

に協調して、目標を達成するための仕組み（排出量取引、クリーン開発メカニズム、共

同実施など）を定めている。一方、途上国に対しては、数値目標などの新たな義務は導

入していない。 

 京都メカニズム 

京都議定書目で定められた標達成のための温室効果ガス削減プロジェクト（共同実施、

クリーン開発メカニズム）や排出量取引の総称。 

 附属書 I 締約国 

UNFCCC の附属書に掲げられた国（主に先進国）。 
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第１章.2020 年以降の市場メカニズムを巡る国際交渉の動向 
 ここでは市場メカニズムを巡る国際交渉の動向についての調査結果について報告する。

2015 年にパリで開催された国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の第 21 回締約国会議

（COP21）において採択されたパリ協定は、先進国のみ排出削減義務を負う京都議定書と

は異なり、米中印等の世界の主要な温室効果ガス排出国が参加する国際社会における初め

ての国際的な枠組となり、画期的な協定となった。 
その翌年の 2016 年には、パリ協定を具体的に実施するための実施規則をについて、2018

年の COP24 と同時に開催されるパリ協定の第 1 回締約国会合（CMA1） において採択す

ることを合意した 1。2016 年以降、パリ協定の実施規則の協議が COP における主要な議題

となり、検討作業が続けられた。 
パリ協定においては第 6 条に市場メカニズムの規定が置かれており、COP21 において市

場メカニズムに関する実施規則は科学および技術の助言に関する補助機関（SBSTA）にお

いて協議することとされ、2016 年以降、協議が続けられてきた。しかし、後述するように、

市場メカニズム以外の論点については実施規則の採択に成功したものの、市場メカニズム

については、CMA1 で合意が得られず、協議を続けることで合意した。 
本章では、第 6 条の交渉の背景と経緯を明らかにした上で、これまでの協議の中で各国

が示してきた見解や交渉の中で作成された文書などを踏まえて、各国の見解を整理し、どの

ような合意となりうるのかについて検討する。その上で、各国の見解を踏まえて今後の交渉

の展開について分析する。 
  

                                                   
1 当初は、パリ協定の第 1 回締約国会合（CMA1）において採択されることとされた（パリ協定第 6 条、

1/CP.21、パラ 37～パラ 41）。これはパリ協定の発効までに 2～3 年の時間がかかると想定されていたた

めである。しかし、各国の批准手続きが想定以上に早く進み、2016 年 11 月、COP22 開催期間中に発効

するに至った。そのため 2016 年に CMA1 が開催されることとなったが、この時点では、採択可能な文書

は作成されていなかったため、対応策が協議され 2018 年の COP24 において採択することを目指し作業

を継続することで各国は合意した。 
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1. パリ協定第 6 条の交渉結果と交渉の背景 

既に述べたように、パリ協定の第 6 条に規定された市場メカニズムの実施規則について

は、CMA2 での採択を目指して検討作業を継続されることになったものの、果たして合意

が得られるのか、またどのような合意となるのか、現状では全く見通しが立っていない。以

下、パリ協定の市場メカニズムに関して、どのような背景があり、協議の中での論点と、そ

の経緯について概観する。 

(1). COP24 において合意が求められる文書 

パリ協定第 6 条では市場メカニズムとして、三つの措置が規定されており、それぞれの

措置を実施するために次のような文書を策定することが求められている。表 1 にそれぞれ

の措置の内容と求められる文書についてまとめた。 
 

表 1. 第 6 条で規定された市場メカニズムと想定されている文書 
規定 具体的な取組み 採択予定文書 
6 条 2 項 協調的アプローチ 

各国が独自に実施している市場メカニズムに関

する取組みをパリ協定の下で認める規定。具体的

には、日本の JCM や欧州の EU ETS を他の排出

量取引制度に連携させていく等の各国によるボ

トムアップ・分権的な取組み。 

特にダブルカウントを

回避するためのアカウ

ンティングに関するガ

イダンス 

6 条 4 項 6 条 4 項メカニズム 

パリ協定の管理下で中央集権的に市場メカニズ

ムを実施する。京都議定書の CDM に類似してい

るトップダウン型・中央集権型の取組み。 

規則、様式と手続き 

（Rule, Modalities and 

Procedures、RMP） 

6 条 8 項 非市場アプローチ 

排出量取引制度以外の方法で途上国を支援する

もの。 

作業計画 

（出所）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

 

(2). COP24 までの協議の経緯 

2016 年以降、三つの文書を策定するための実質的な議論は、補助機関会合、COP などの

UNFCCC が主催する会合や、各国が自主的に実施している非公式協議などの様々な場を通

じて協議が続けられてきた。それ以外にも、各国政府に対する 3 回の意見書の提出要請に

対して、各国は自国の市場メカニズム考え方や具体的な制度の提案をしている。 
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表 2. これまでの交渉の経緯 
2016 年 5 月 SB 44 協議開始：意見書提出を合意 

2016 年 11 月 COP22 作業計画に合意 
（SB46 まで） 

ラウンドテーブル開催 
意見書提出 

2017 年 5 月 SB 46 作業計画に合意

（COP23 まで） 
ラウンドテーブル開催 
意見書提出 

2017 年 11 月 COP23 作業計画に合意 
（SB48 まで） 

ラウンドテーブル開催 
意見書提出 

2018 年 5 月 SB 48 非公式文書の協議 
2018 年 9 月 追加会合 非公式文書の協議 

2018 年 12 月 COP24    パリ協定の実施規則採択 

（市場メカニズムについては採択出来ず） 

（出所）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

 
さらに 2017 年の COP23 において、翌年の 5 月にボンで開催する予定の補助機関会合

までに、これまでに各国が提出した意見書等を踏まえて、SBSTA 議長が非公式の文書を作

成することを求めることについて合意された。2018 年においては、SBSTA 議長による非公

式文書を踏まえて議論が進められることとなった。 
2018 年 9 月にタイ、バンコクにおいて各国の合意形成を促すための追加会合が開催され

た。この会合前に発表されたパリ協定特別作業部会（APA）、補助実施機関（SBI）、SBSTA
の議長が作成した共同の reflection note で、それ以降の作業の進め方の方針が示された。

この中では、パリ協定第 6 条については、それまでに作成された文書の中で essential 
element（中心的な要素）と work plan（作業計画）に振り分ける要素を分け、work plan
については 2019 年以降に作業を継続する方針が示された。この方針を踏まえ、バンコク追

加会合でも協議が行われ、その結果、2018 年 5 月の補助機関会合までに作成された議長非

公式ノートを中心的な要素と作業計画に振り分ける形で再構成された議長ノートが作成さ

れた。議長ノートは 10 月に発表され、COP24/CMA1 でも、これを踏まえて協議が行われ

たものの、各国の見解の対立は解消せず、妥協点を見出すことは出来なかった。 
そのため会合最終日に、2019 年に開催されるパリ協定の第 2 回締約国会合（CMA2）に

おいて合意することを目指し、引き続き協議を続けることを決定し、COP24 は終了した。 
 

(3). 交渉上の論点（アカウンティングの重要性） 

交渉においては、様々な論点が協議されている。主にパリ協定第第 6 条や COP21 で採択

された決議（1/CP.21）において実施規則として含めるべきものとされている論点について

協議されているが、それ以外にも各国から議論する必要があると指摘された論点について

も協議されている（表 3 参照）。 
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このように様々な論点があるものの、協議の中では、市場メカニズムを活用した場合のア

カウンティングが重要な論点となっている。具体的には、6 条 2 項の協調的アプローチ、6
条 4 項メカニズムともに一つの排出削減量を二カ国で目標値の利用に活用するダブルカウ

ントを回避することを求めており、その具体的な方法をどのように定めるのか、が重要な論

点となっている。 
第 6 条の市場メカニズムを利用することで複数の国の間で排出削減量が移転されるが、

国際的に移転される排出削減量を「国際的に移転される緩和の成果（Internaitonally 
Transferred Mitigation Outcomes,ITMOs）」と呼び、最終的には、ITMOs は、いずれかの

国で目標達成に利用されることになる。この利用の際に、排出削減量が創出された国と買い

手国が、双方ともに排出削減量を目標値に利用した場合、一つの排出削減量が 2 度、目標達

成に利用されたこと（ダブルカウント）となり、結果として世界全体の排出量を増加させる

ことになる。6 条においては、各国がパリ協定の下で提出する NDC の達成を評価する際に、

ITMOs が二重に計上されることを防止することが求められているのである。 
COP21 における決定文書では、Corresponding Adjustment（「相当の調整」）を踏まえた

形でダブルカウントの回避を行うことが求められているが、具体的には「相当の調整」がど

のようなものとなっているのかが明らかではない。そのため、「相当の調整」において「誰

が」、「いつ」、「何を」、「どのように」調整するのかについて、明確化することが必要とされ

ているのである。 
 

表 3. 市場メカニズムに関連する論点（第 6 条 2 項と 4 項） 

パリ協定第 6 条 2 項に関する論点 パリ協定第 6 条 4 項に関する論点 

a.ガイダンスの対象  a.様式と手続きの対象と原則 
（6 条 4 項のメカニズムの対象）  

b.ITMOｓの定義 b.自主的な参加  
c.堅固なアカウンティング  c.対象とする活動  
d.ダブルカウントの回避（Corresponding 
Adjustment(相当の調整)) d.Overall mitigation の意味  

e.透明性  e.ダブルカウント  
f.環境十全性  f.環境十全性  
g.持続可能な発展  g.持続可能な発展  
h.ガバナンス  h.ガバナンス  
i.他の規定との関連性  i.CDM との関連性  

－ j.他の規定との関連性  
（出典）各種資料から日本エネルギー経済研究所作成 
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2. パリ協定第第 6 条に関する各国の見解と交渉テキストの分析 

(1). 各国の見解と交渉テキスト 

上記のように、2016 年以降、各国に対して 3 回の意見書提出が求められ、この中で各国

から様々な提案がなされている。更に 2017 年の COP23 においては、SBSTA 議長に対し

て、それまでの協議内容や意見書の内容を踏まえてパリ協定の下で策定される予定の三つ

の文書（6 条 2 項のガイダンス、6 条 4 項のメカニズムに関する RMP、6 条 8 項の作業計

画）に含まれる要素についての非公式文書を作成することを求めることが合意された。これ

を踏まえて 2018 年 3 月に非公式文書が UNFCCC ウェブ上に発表された。2018 年の協議

は非公式文書を踏まえて行われ、2018 年 10 月に発表された交渉テキストは、この非公式

文書を踏まえて作成された。 
非公式文書は、2016 年以降、3 回にわたって行われた各国からの意見書で示された見解

や、各会合の中で示された各国の見解を踏まえて、それぞれの要素について幾つかのオプシ

ョンを示している。非公式文書を踏まえて作成された交渉テキストにおいても、非公式文書

に示されたオプションが示されており、これらのオプションを分析することで、各国がパリ

協定第 6 条を具体的にどのように実施しようとしているのか、考え方の違いを明らかにす

ることができる。ここでは、三つの文書に示されたオプションについて、各国が提出した意

見書の内容などを踏まえながら分析し、各国が考えるガイドライン、RMP、作業計画につ

いて基本的な方向性の違いを明らかにする。その上で、交渉テキストの中で示されている具

体的な制度のオプションを分析し、これまでの議論を踏まえて今後、どのような文書となり

得るのかについて、幾つかの考えられるオプションについて検討する 2。 

(2). 各国の見解の方向性の違い 

①  6 条 2 項に関する各国の見解の整理 
a. 求められる文書と各国の立場の違い 

6 条 2 項ならびに COP21 の決定では、ダブルカウントを回避するためにガイダンスの中

で、ダブルカウントの具体的な回避方法、Corresponding adjustment（相当の調整）を明

確にすることが求められている。 
そのため、6 条 2 項においては、ダブルカウントを回避するためのガイダンスと、ダブル

カウントの回避のための具体的な方法、相当の調整をどのように行うのかが主要な論点と

なっている。 
各国からは様々な見解が示されているが、示された見解を分析すると、異なる見解の背景

には、6 条 2 項に対する各国の考え方の違いがあることが分かる。これらの考え方の違いか

ら、二つの対立軸を設けることが可能であり、それぞれの対立軸について下記の表 4 にま

                                                   
2 ここで分析の対象としているのは 2018 年 9 月のバンコクにおける追加会合を踏まえて修正された文書

（APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2（15 October 2018 発表））である。 
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とめた。この対立軸は、必ずしも各国が示した見解を全て正確に反映させることは出来ない

ものの、基本的な方向性、考え方の違いについて把握することが出来る。 
 

表 4. 6 条 2 項に関する各国の見解の対立軸 
対立軸 具体的な内容 
アカウンティング

の方向性 
6 条 2 項で求められている二重の計上（ダブルカウント）を回避す

るための計算方法（アカウンティング）について二つの異なる方向

性が示されている。 
 

（a）. アカウンティングにおいて ITMOs の移転を追跡・記録し、

その結果を報告することを求める立場。 
（b）. アカウンティングにおいて ITMOs の移転数量、取得数量な

どを報告することのみを求める立場。 
ガイダンスの性質 6 条 2 項で求められているガイダンスの内容とその実施について基

本的な考え方が大きく異なる。 
 

（a）. ガイダンスの規定をアカウンティングのみに留めて、その実

施を分権的な制度を各国の自主的な取組みに委ね、国際的な

規則も最低限のものに留めようとする立場 
（b）. ガイダンスにアカウンティング以外の環境十全性や持続可能

な発展に関する規定を設ける考え方。またその実施にあたっ

て、中央管理的な制度を設けることを提案する立場。この立

場は同時に、京都議定書の下での京都メカニズムの規則

（SOP、補足性、適格性を）をパリ協定でも援用しようとす

る立場とも親和性が高い。 
（出典）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 
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図 1. パリ協定第 6 条 2 項に関する基本的な方向性の違い 

（出典）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

 
表 4 に示したように、各国の見解には基本的な方向性で大きな違いがある。一つは、アカ

ウンティングに関して、相当の調整以外に各国にどのような取組みを求めるのか、またガイ

ダンスの対象をどこまで拡大し、その実施をどのように行うのか、考え方が大きく異なって

いる。この基本的な方向性の違いを踏まえて、各国の立場を分類するために作成したのが、

図 1 である。これまでの各国が示した見解を見ると、中央管理型のガバナンスを求めると

同時にアカウンティングにおいて追跡・記録・報告を求める立場の国（A の立場）、ガバナ

ンスにおいて分権的なものを求める一方でアカウンティングにおいては追跡・記録・報告を

求める立場の国（B の立場）、分権型のガバナンスを求めアカウンティングにおいても報告

のみを求める立場の国（C の立場）の大きく三つに分けられ、中央集権的なガバナンスを求

める一方でアカウンティングにおいては報告のみを求める立場（D の立場）をとる国は見ら

れない。 
中央管理型のガイダンスを求めているのは途上国、新興国が多く、より分権的なガイダン

スを求めているのは先進国となっていることから、ガイダンスの性質については、先進国と

途上国での対立と見なすことが可能である。しかし、アカウンティングにおいて求められる

具体的な取組みについては、先進国の中でも、見解が分かれている。先進国の中では報告の

みで十分とする立場をとっているがある一方で、幾つかの先進国は途上国とともに ITMOs
の移転について報告するだけではなく、追跡、記録することまで求める立場をとるっている。 
この分類についてはガイダンスの性質に関する途上国の見解の分類については、一つ留

意事項がある。多くの論点で途上国は、中央管理型のガイダンスを求めているものの、持続
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可能な発展、環境十全性をガイダンスの対象とすることについては、明確に反対する意向を

占めている国もある。そのため、一部の論点（持続可能な発展と環境十全性）については途

上国の中には、分権的なガイダンスを求める国もある点については留意が必要である。 
 

b. “相当の調整”についてのオプション 
上記のように、6 条 2 項の規定及び COP21 の決議から、ダブルカウントを回避するため

のアカウンティングの具体的な方法として、“相当の調整”について明確にすることが重要

な論点となっている。特に“相当の調整”の具体的な方法、“相当の調整”を行う対象、“相

当の調整”を行う時期など、具体的な手続きについて明確化することが求められている。 
そのため、“相当の調整”の具体的な方法について各国から様々な提案がなされている。

“相当の調整”の具体的な方法については、技術的な側面が強いものの、その基本的な考え

方は、アカウンティングの基本的な方向性やガイダンスの性質から影響を受けている。表 5
では、アカウンティングの基本的な方向性の違いを踏まえて、各国の立場を整理した。 
  

表 5. “相当の調整”に関する各国からの提案 
論点 追跡・記録・報告                      報告 
調整する対象  炭素予算    緩衝登録簿 排出削減量 排出量 
調整のタイミング 全ての ITMOs の動き

（ITMOs の創出、移転、

取得、利用など全て） 

ITMOs の移転と取

得 
ITMOs の承認され

た移転と NDC への

利用 
 ガイダンスの性質・アカウンティングの方向性から影響を受けないもの 
NDC の対象分野外

の ITMOs への対応 
NDC 対象分野外の ITMOs は NDC に利用できない。 
NDC 対象分野外の ITMOs は NDC に利用できる。 

単年度目標への

対応 
NDC 実施期間に取得した ITMOs を全量利用可能 

NDC の実施期間に取得した ITMOs の平均値を利用 
NDC の実施期間の排出経路を踏まえて利用 
NDC の実施期間の代表値を踏まえて利用 

CORSIA へ の

ITMOs の利用 3 
認める（相当の調整を行う） 

認めない 
6 条 4 項への適用 適用する 

しない 
（出典）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

 
 
 
 

                                                   
3 国際民間航空機関(ICAO)は 2016年に国際民間航空部門の温暖化対策として市場メカニズムを活用した Carbon 

Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation(CORSIA)を 2021年から実施することに合意した。

CORISAでは、2021年以降、規制対象となっている国際民間航空会社の排出量を基準年の水準（2019年と 2020年の排

出量の平均）に抑えることが求められ、もし増加を抑制できなかった場合は、パリ協定などの下で実施されている市場

メカニズムから創出されるユニットを活用し、増加分の排出量を相殺（offset）することが認められている（第 3章を

参照）。 



9 
 

ただ、全ての論点でアカウンティングの基本的な方向性・ガイダンスの性質と関連性があ

るわけではない。そのため、ガイダンスの性質やアカウンティングの方向性の違いのみでは、

全ての提案を整理できない。技術的な観点での議論、条文・決議の解釈に係る議論、他の国

際的な協議と関連している議論などである場合もある点については留意が必要である。 
 

c. 各国の立場を踏まえた予想されるガイダンス 
これまでの分析から、各国のガイダンスに対する基本的な考え方、方向性が明らかになっ

た。このような各国の基本的な考え方、方向性を踏まえると具体的にどのようなガイダンス

になりうるのか、各国の立場を踏まえて予想されるガイダンスの要素を示したのが、である。

既に述べたように、各国の立場は、ガイダンスにおいて中央集権的なものを求め、かつアカ

ウンティングにおいて追跡、記録、報告を求める立場（A の立場）と、各国の自主性を重視

する分権的なガイダンスを求め、かつアカウンティングにおいては報告のみを求める立場

（C）の立場がある一方で、分権的なガイダンスを求めながら、アカウンティングにおいて

追跡、記録、報告を求める立場（B の立場）の大きく三つに分かれている。表 6 では、それ

ぞれの立場を踏まえて各論点で、どのような取組みがありうるのかを示している。 
参照した資料においては、全ての論点で具体的な提案がしめされていない場合も見られ

る。これは、その立場を踏まえて、具体的な提案を必要としていない場合もありうるが、今

後の検討課題として残されている場合もある。そのため、一部の検討課題として残されてい

るものについては、これまでの各国の主張、それぞれの立場の考え方や、他の具体的な提案

などを踏まえて、具体的な取組みを検討し、表に記載した。 
また、相当の調整については、表をより簡潔なものとし、各国の考え方を踏まえた提案の

内容をより明確にするために、関連する論点の全ての取組みについて示すことはせずに主

要な論点、“調整の対象”と“いつ調整”するのかについて注目して、表に具体的な取組み

を示した。 
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表 6. 各国の見解を踏まえた予想されるガイドラインの内容 
 A の立場 B の立場 C の立場 
1.ガイダンスの

対象範囲 
a.アカウンティング 
b.環境十全性/持続可能な

発展 

アカウンティングのみ 
（環境十全性/持続可能な発

展への取組みを報告） 

アカウンティングのみ 
 

2.ITMOs の 追

跡・記録・報告 
IMTOs の追跡・記録し、

その内容を報告 
IMTOs の追跡・記録し、

その内容を報告 
ITMOs の移転、取得数量

の報告 
3.報告書提出のタイミングとレビュー 

（１）事前報告 
（報告内容） 

a.参加の適格性 （注１） 
b.調整対象の明確化 （注 2） 

目標排出量の明確化 （注 3） なし 

（２）定期報告 
（報告内容） 

a.参加条件の確保方法 
b.ITMOs の情報 （注 4） 
c.登録簿の情報  

a.ITMOs の情報 （注 5） 
b.登録簿の情報 

なし 

（３）事後報告 
（報告内容） 

ITMOs の利用に関する

情報 （注 6） 
ITMOsの利用に関する情

報 （注 7） 
ITMOsの利用に関する情

報 （注 8） 
4.相当の調整（主要部分のみ） 
（１）相当の調整

の対象 
炭素予算型 なし なし 

バッファーゾーン登録簿 なし なし 

排出削減量 ？ ？ 

排出量 （注 9） 排出量 （注 9） 排出量 （注 9） 

（２）タイミング 全ての ITMOs の動き（創

出、移転、取得、利用） 
ITMOs の移転と NDC の

利用のための取得 
承認された ITMOs の移

転と NDC への利用時 
5.ガバナンス 
（１）管理主体の

有無 （注１0） 
新規に設立する機関が中

央集権的に管理   
透明性枠組みの下で 6 条

の活動を報告 
なし 

（２）管理主体の

機能 （注１1） 

a.事前、定期的、事後報告

で提供された情報の審

査（ITMOsの利用状況、

環境十全性/持続可能な

発展の判断など） 
b.適格性の判断 
c.ITMOs の発行（審査の

後、発行） 
d.相当の調整の実施の監

督 

報告書提出と技術的な審

査（適格性は判断せず。環

境十全性、持続可能な発

展についても評価、審査

などは行わない） 
 

なし 

6.インフラ 登録簿/ITL データベース なし（各国が独自に設立） 
7. 京都メカニズムの規則の適用（適格性、利用制限、SOP） 

（１）適格性 適格性の適用及び 
各国の責任 

各国の責任 （注１2） なし 

（２）SOP 適用 ？ なし 
（３）利用制限 適用 ？ なし 

（出典）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 
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表 6 の注 
注1. 交渉テキストでは、次のようなオプション。協調的アプローチに参加する前に報告する場合と取引を

行う前に報告する場合。Draft guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, 
paragraph 2, of the Paris Agreement para 40, APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2 -para 43 参

照 
注2. 交渉テキストでは、次のような情報の提供が求められている。炭素予算の設定方法、目標排出量の数

量化の手続きの説明。Draft guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 
2, of the Paris Agreement para 40-para 43, APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2ｐ12 参照 

注3. 交渉テキストではＢの立場を踏まえた事前の報告書提出に関するオプションは示されていない。A の

立場、C の立場をとる国の主張を踏まえ、予想される報告書提出のオプション。Draft guidance on 
cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement, para 43, 
APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2ｐ12 の記述を踏まえて筆者が作成。 

注4. 交渉テキストでは次のような情報の提供が求められている。NDC への利用方法、6 条 3 項の承認の

証拠、ITMOs の創出、ITMOs の単位、分野、創出年、環境十全性の確保の方法、ダブルカウントの

回避方法など。Draft guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of 
the Paris Agreement, para 44(b), APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2ｐ13 参照。 

注5. 交渉テキストではＢの立場を踏まえた報告書提出に関するオプションは示されていない。A の立場、

C の立場をとる国の主張を踏まえると、中間的な立場をとった場合に求められる報告書提出には次の

ような内容になると予想される。NDC への利用方法、6 条 3 項の承認の証拠、ITMOs の創出、ITMOs
の単位、分野、創出年。Draft guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 
2, of the Paris Agreement, para 44(b),APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2 p 13 の記述を踏まえ

て筆者が作成。 
注6. 交渉テキストでは次のような情報の提供が求められている。実施した協調的アプローチでの環境十全

性の確保方法、ＮＤＣの実施・緩和の具体的な支援方法、6 条 3 項メカニズムへの参加数、4 条 19 条

の低炭素経済への移行との整合性、ITMOs の創出・最初の移転・利用・移転・取得が 3 条の下での野

心の進展・持続可能な発展、環境上の損害の回避、人権侵害の回避に貢献していること、ITMOs の創

出、移転などが締約国の社会・経済に否定的な影響を与えないこと。Draft guidance on cooperative 
approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement, para 44(ｄ), APA-SBSTA-
SBI2018.Informal.2.Add.2 p13 参照。 

注7. 交渉テキストではＢの立場を踏まえた報告書提出に関するオプションは示されていない。A の立場、

C の立場をとる国の主張を踏まえると、中間的な立場をとった場合に求められる報告書提出には次の

ような内容になると予想される。ITMOs の創出・最初の移転・利用・移転・取得・保有の状況、数量。

Draft guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris 
Agreement, para 44(ｄ), APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2 p13の記述を踏まえて筆者が作成。 

注8. Draft guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris 
Agreement, para 45, APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2 p13 参照 

注9. Ａの立場、Ｃの立場のどちらも排出量を調整の対象とするオプションが交渉テキストの中には示され

ている。事前報告のオプション C は A の立場に近い。Draft guidance on cooperative approaches 
referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement, para 42, APA-SBSTA-
SBI2018.Informal.2.Add.2 p12 参照。 

注 10.交渉テキスト Draft guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of 
the Paris Agreement, para 21,22, APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2 p8 を踏まえて記述。Ｂ

の立場のオプションは交渉テキストには明示されていないが、Ｂの立場の国の主張や、Ａ、Ｃの立場

の考え方、主張を参照しながら記述。  
注 11.交渉テキスト Draft guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of 

the Paris Agreement, para 21,22, APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2 p8 を踏まえて記述。Ｂ

の立場のオプションは交渉テキストには明示されていないが、Ｂの立場の国の主張や、Ａ、Ｃの立場

の考え方、主張を参照しながら記述。 
注 12.交渉テキスト Draft guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of 

the Paris Agreement, para 21,22, APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2ｐ10-12 の記述を踏まえ

て参照。交渉テキストでは適格性要件は京都メカニズムの適格性要件をそのまま援用している。適格

性要件は、パリ協定の締約国であれば満たすことが当然である条件となっている。各国の責任は、環

境十全性への確保、持続可能な発展への貢献など中央集権的な立場の国々の見解が反映されている。

ただし、各国の責任として幅広い裁量が各国に対して認められるのであれば、中央集権的な性格は弱

まる。最終的にどのような責任となるか不明確ではあるが、各国の主張などを踏まえ B の立場に各国

の責任を含めた。 
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② 6 条 4 項に関する各国の見解の整理 
a.求められる文書と各国の立場 

6 条 4 項は、6 条 2 項のボトムアップの取組みとは異なり、パリ協定がトップダウンの中

央集権的な制度として、「温室効果ガスの排出に係る緩和に貢献」し、「持続可能な開発を支

援」する制度（以下、6 条 4 項のメカニズム）を設けるものである。そして、COP21 では、

6 条 4 項のメカニズムを設けるために規則、様式と手続き(RMP)を第 1 回のパリ協定締約

国会合（CMA1）において採択することを求めている。 
6 条 4 項に関しては、制度の方向性について一定の方針が示されているものの、具体的な

制度の内容については示していない。そのため、制度の内容を具体的にどのようなものとす

るのかについて、各国の見解は大きく異なる。対立点となっているのは京都議定書の下で実

施されてきた京都メカニズム、共同実施（JI）やクリーン開発メカニズム(CDM)、をパリ協

定の下に移行することを認めるのかで大きく異なる。中でもクリーン開発メカニズム

(CDM)をどのように位置づけるか、各国の主張は鋭く対立している。各国の見解は、大きく

三つの立場に分かれる。 
 

表 7．6 条 4 項に関する各国の見解の違い 
京都メカニズムの位置づけ 具体的な内容 
A．新しい制度の設立を求め

る立場 
6 条 4 項メカニズムに京都メカニズムの移行を認めない。6 条

4 項メカニズムとして新しいメカニズを創設する。 

B.パリ協定に対応して京都カ

ニズム（中でも CDM）を

6条4項への移行を認める

立場 

パリ協定の下での新しい状況に対応する形で、6 条 4 項メカニ

ズムに現行の京都メカニズム、中でも CDM を改善した上での

移行を認める。既存の制度、プロジェクト、方法論、クレジッ

トを何らかの形で 6 条 4 項メカニズムの下で利用を認める。 

C．現行の京都メカニズム（中

でも CDM）をそのまま 6
条 4 項へ移行することを

求める立場 

CDM の制度、プロジェクト、方法論、クレジットを全て 6 条

4 項メカニズムとしてパリ協定の下で実施・利用を認める。 

（出典）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

 
b. Overall mitigation の具体的な実施方法に関する各国の見解の違い 
パリ協定の第 6 条 4 項(d)では、6 条 4 項メカニズムにおいて世界全体の排出における総

体的な緩和（Overall mitigation in global emissions、以下、総体的な緩和）を求めている。

京都議定書の下で実施されている CDM や JI などの京都メカニズムでは、他の国（途上国

や他の附属書Ⅰ国（先進国））で得られた排出削減量を利用して排出量の増加を相殺（オフ

セット）することが認められていたが、そのため、京都メカニズムの利用を通じて排出量の

増加を抑えることは出来るものの、それを越えた排出削減量は得られなかった。 
パリ協定 6 条 4 項では、京都議定書の相殺を越え、世界全体の排出量の削減、相対的な
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緩和が求められているが、その具体的な実施方法については、条文では明確にされていなか

った。そのため、RMP において、具体的な実施方法を定めることが求められており、この

点についても各国の見解は分かれている。 
 

表 8． 総体的な緩和に関する各国の見解の違い 
具体策の提案 具体的な内容 
A．保守的なレフェランス

レベルの設定 
BAU よりも厳しいレフェランスレベルを設定し、排出削減量を算定。

BAU の排出量の予想をベースラインとした場合よりも少ないユニット

発行量となる。 

B．ユニット発行時に一定

の割引率で控除 
ユニット発行時に、算定された排出削減量に対して全てユニットを発行

するのではなく、一定の割合を控除して発行。 

（出典）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

 
c.各国の立場を踏まえた予想される RMP 
それぞれの立場を踏まえ、予想されるＲＭＰに含まれる要素として考えられるものを整

理したのが、以下の表 9 である。この表については幾つか留意点がある。 
まず、これまでの協議の中において、新しいメカニズムを構築するべきとする立場（A の

立場）からの具体的な提案は、多くはなされていない。そのため、A の立場については、新

しい制度についての更なる検討作業が必要とされている。 
次に、交渉テキストでは、CDMで認められてきたプロジェクト活動、プログラム活動（PoA）

以外に、セクトラルアプローチ、UNFCCC 以外の枠組みでの活動などが、6 条 4 項の下で

認められうる活動の候補として示されている。そのため、交渉テキストの中に示されたオプ

ションでは、既存の京都メカニズムで認められてきたプロジェクト活動と PoA 以外に、ど

のような活動が認められるか否かが、具体的な制度設計の上での論点となる。 
更に、京都メカニズムの 6 条 4 項のメカニズムでの取り扱いについて、A の立場をとっ

ている国においても、新たな 6 条 4 項メカニズムの下での基準を満たすものについては、

移行を容認する立場を示す国もあり、B の立場とほぼ同様の見解となる場合もある点につ

いては留意が必要である。 
そして、具体的な論点については、来年以降の技術的な検討作業に委ねるとされている論

点も多いことから、6 条 4 項のメカニズムに関する詳細な制度設計については、来年以降の

作業の結果を待たなければならない部分も多い。 
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表 9. 各国の見解を踏まえた予想される RMP の予想 
 A の立場 B の立場 C の立場 
1.京都メカニズムの取り扱い 注 1 

（１）登録済み 
プロジェクト 

現行の京都メカニズムの

移行を一切認めない。 
既存のプロジェクトにつ

いて移行を認めるための

基準を満たしたもののみ

移行を認める。 

現行のプロジェクトを 6
条 4 項のメカニズムとし

て実施 注 2。 

（２）発行済み 
クレジット 

NDC の達成への利用を

認めない。 
作業計画での検討。 a.NDC の達成への利用

を認める 注 3。 
b.NDC の達成以外への

利用も認める。 
（３）方法論 作業計画での検討。 作業計画での検討。 現行の方法論の移行。 

（4）検証機関 規定を設けない。 作業計画で検討。 現行制度の移行。 

2.ガバナンス a.新しい監督機関の設

立。 
１).国連の地域区分によ

りメンバーを選出。 
2).新しい投票規則。 

？ 現行の CDM 理事会を監

督機関とする。 

Dual system(中央集権的な制度とホスト国の主導する制度の並存)注 4 
3.対象となる活動

注 5 

a.プロジェクト 
b.PoA 
c.セクトラルアプローチ 
d.監督機関が認める活動 
e.UN 枠外での活動 

a.プロジェクト 
b.PoA 
c.セクトラルアプローチ 
d.監督機関が認める活動 
 

a.プロジェクト 
b.PoA 

4.総体的な緩和 注 6 保守的なレフェランスレベル 
ユニット発行時の一定の割引率で控除 

（出典）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

表 9 の注 
注１ 交渉テキストの Transition from the Kyoto Protocol to Article 6, paragraph 4 の記述（APA-

SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2 p50～53）を踏まえて作成。交渉テキストに示されているオプ

ションとそれぞれの立場を踏まえて記入。なお、Ａの立場を示す国の中には、6 条 4 項のメカニズ

ムを設けた上で、6 条 4 項の基準を満たすものの移行を認める立場を示す国もいる。また、京都メ

カニズムの 2020 年以降の継続を認めない国もあり、A の立場でも様々な見解がある。ここでは、

参照している交渉テキストの中で示されている最も厳しいオプションを示す。Draft rules, 
modalities and procedures for the mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the 
Paris Agreement, para 127, APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2 p51 

注 2 CDM だけではなく JI についても、既存のプロジェクトの移行を求める見解もある。 
注 3 CER の利用のみ提案されており、JI のクレジット、ERU については移行を求める提案はない。 
注 4 A,B,C の立場に分類できないものの、6 条 4 項の下での新しいメカニズムについての具体的な提

案。Draft rules, modalities and procedures for the mechanism established by Article 6, 
paragraph 4, of the Paris Agreement, para 40,option B, APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2 
p38 参照 

注 5 交渉テキストに示されたオプションを、それぞれの立場を踏まえて記述。Draft rules, modalities 
and procedures for the mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the Paris 
Agreement, para 4,option A ～option C, APA-SBSTA-SBI2018.Informal.2.Add.2 p33 参照総体的

な緩和に関するオプションについては、A、B、C のどの立場でも適用しうる。 
注 6 総体的な緩和に関するオプションについては、A、B、C のどの立場でも適用しうる。 
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③ 6 条 8 項に関する各国の見解の整理 
a.求められる文書と各国の立場 

6 条 8 項は、非市場アプローチ（Non Market Approach, NMA）について取組む規定で

あるが、これまでの二つの条項とは異なり、具体的にどのような取組みが明確になっていな

いことから、2015 年のパリ合意においても、実施規則を作成するのではなく、作業計画を

作成することが求められている。 
そのため様々な取組みが各国から提案されているが、6 条 8 項に関して、何らかの新しい

機関を設けるか否かが、現状での大きな論点となっている。作業計画の内容についは、具体

的な作業プロセスが幾つか提案されているものの、技術的、手続き的な議論となっており、

基本的な方向性に大きな影響を与えるような議論はなされていない。 
そのため、作業計画が、どのようなものになるにせよ、NMA について、具体的な取組み

が実施されるのは、今後の検討作業を経た上でのことになると予想される。 
 

表 10. 6 条 8 項に関する各国の見解の違い 
6 条 8 項に関する機関 具体的な内容 
A. 新しい機関の下で

作業計画を実施す

る立場 

6 条全体を監督する機関あるいはタスクフォースを設けて、作業計画を実施

する。 

B. 既存の機関の活用

し作業計画を実施

する立場 

科学および技術の助言に関する補助機関（SBSTA）、実施補助機関（SBI）
において作業計画を実施する。 

（出所）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 
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3. 今後の展開について 

(1). CMA1 での交渉結果 

既に述べたように、市場メカニズムに関連する三つの文書を、他のパリ協定の実施規則と

ともに、2018 年の COP24 と同時に開催された CMA1 において採択することを目指してい

たが、ここでは採択することが出来ず、協議を継続することのみ合意した。 

一方で、パリ協定第 13 条で規定されている透明性枠組の実施規則においては市場メカニ

ズムを利用した場合の提供が求められる情報の内容について合意が得られた。この中では、

協調的アプローチに参加する国に対して 6 条に関連する決定に反しない形で、幾つかの情

報（排出量、相当の調整を行った排出量等の情報）を提供することが求められている。 

このように報告書提出については、一定の進展はあったものの、第 6 条に関する実施規則

は採択されておらず、今後も検討作業が継続されることになった。CMA1 での決定では、こ

れまでの協議を通じて作成された文書を考慮しながら検討を継続することが求められてい

る 4。これらの文書には、各国の見解の違いを反映して未だに多くの異なるオプションが残

されており、今後、この見解の隔たりを埋めるために、どのような妥協点を見出していくの

か、引き続き困難な作業が待ち受けていると言えるだろう。ここでは、特に各国の見解の対

立が著しい 6 条 2 項と 4 項について、これまでの分析結果を踏まえて、今後の協議の展開

について分析する。 

(2). 今後の協議における重要な論点分析 

① アカウンティング方法についての合意 
アカウンティングの具体的な方法については、未だに各国の見解の間には大きな隔たり

がある。既に述べたように、アカウンティングについては、技術的な性格があるものの、ア

カウンティングに関する基本的な考え方の違いも大きく影響している。特に、相当の調整の

方法について、全ての国に対して統一した方法を適用することを求めるのか、あるいは協調

的アプローチに参加する国毎に、相当の調整の方法を合意するのかで、実際の運用は大きく

異なることになるが、現状では、まだ合意に至っていない。この点については、今後、どの

ように調整するか課題となるだろう。 

② 中央集権的な立場と分権的な立場の調整 
既に述べたように、各国の見解を分析していくと、ガイダンスにおいて中央集権的なもの

を求め、かつアカウンティングにおいて追跡、記録、報告を求める立場（A の立場）と、各

国の自主性を重視する分権的なガイダンスを求め、かつアカウンティングにおいては報告

のみを求める立場（C）の両極端の立場がある一方で、分権的なガイダンスを求めながら、

アカウンティングにおいて追跡、記録、報告を求める立場（B の立場）の大きく三つに分か

                                                   
4 COP24 Matters relating to Article 6 of the Paris Agreement and paragraphs 36–40 of decision 
1/CP.21、para 1～2 
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れている。 
A の立場と C の立場が両極な立場となっておいるのに対して、B の立場は比較的、その

中間に位置しているようにも見える。そのため、一見、B の立場が、A の立場と C の立場の

妥協点となりうるように見えるが、果たして B の立場をとる事で妥協が得られるのか、ま

だ不確実な部分も多い。 

特に、報告書提出に際して報告が求められる具体的な内容や手続きについて、13 条の透

明性枠組で求められる内容以上に厳しいものとなった場合は、中央集権的なガイダンスと

なりうる可能性を秘めているためである。例えば、報告書提出において、A の立場で求めて

いるような内容（表 6 を参照）が求められている場合は、A の立場に近いものになりうる。 

その一方で、13 条の透明性枠組みの下での報告書提出手続きを活用し、環境十全性、持

続可能な発展への取組みを報告する提案も含まれている。報告書提出により、各国がこのよ

うな手続きを実施することは、中央集権的な機関を新たに設けることなく、より分権的な性

質を維持しながら各国に環境十全性の確保や持続可能な発展などへの取組みを促すものと

なりうる。 

③ 6 条 4 項の下での京都メカニズムの取り扱い 
これまで述べてきたように、既存の京都メカニズムを引き継いだ形の制度とするか、新た

な制度とするかで両極端な立場が対立している。しかし、6 条 4 項のメカニズムを新たに構

築した上で、その基準に適合するプロジェクトについてはパリ協定の下へ移行を認めると

の立場もあるが、それでは、具体的にどのような 6 条 4 項のメカニズムを新しく設けるの

か、具体的な提案はあまり多くのないのが現状である。さらに、既存の制度、プロジェクト、

クレジットをパリ協定への移行については、一定の基準の下に容認する姿勢を示している

国も見られる。今後の交渉においては、この基準をどのようなものとするのか、どの機関が

策定するのかが大きな論点となるだろう。 
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第 2 章. JCM を含む市場メカニズム活用を通じた温室効果ガス排出削減の在り

方に関する調査分析 

1. JCM の動向 

二国間クレジットメカニズム(JCM)は、優れた温室効果ガス（GHG）排出削減技術、サー

ビス・システム、インフラを途上国への導入を支援し、その結果、得られた排出削減量を日

本の目標達成に活用するものである。 
2010 年からは、実施可能性調査（FS 調査）などの取組みが開始されるとともに、関心を

持つ途上国との協議を行われ、2017 年末までには、JCM を実施するための文書を交わした

国（署名国）は 17 カ国に上った。2018 年には、新たな署名国は追加されなかったものの、

後述するように、署名国において、様々なプロジェクトが実施されており、2018 年 12 月末

までに 40 件のプロジェクトが登録されており（前年比 16 件増加）、約 2 万 tCO2e の排出

削減量が得られている（前年比約 1 万 tCO2e 増加）。 
 

 
図 2 JCM の基本的な考え方 

（出所）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

 
図 3 JCM パートナー署名国 

（出所）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 
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(1). JCM における登録済みプロジェクト、クレジット発行の動向 

① ホスト国と導入技術の動向 
我が国は、JCM の実施を合意したパートナー国とで合同委員会を設け、JCM の制度運営

を行っている。具体的には、JCM プロジェクトとして実施される事業の排出削減量を算定

するための MRV 方法論の承認、GHG 排出削減事業の登録、排出削減量へのクレジットの

発行などである。 
JCM の実施を合意したパートナー国では、既に、実際に排出削減事業を行う JCM プロ

ジェクトが 2018 年末までに 10 カ国、40 件にも上る（2019 年 1 月に 1 件、タイのプロジ

ェクトの登録がなされた）。さらに、その中の 6 カ国においては、合計で約 20,000tCO2e の

排出削減が達成されている。 
登録されたプロジェクトを見ると、インドネシアが 14件のプロジェクトを登録しており、

登録されたプロジェクトの予想年間排出削減量でもさらにクレジットについても約

170,000tCO2e となっており、最も多い排出削減量となっている。しかし、実際のクレジッ

トの発行がなされた排出削減量については 745tCO2e に留まっている。 
インドネシアに次いで多くのプロジェクトが登録されているモンゴル（9 件）では、予想

年間排出削減量が約 23,000tCO2e となっている。ただし、2018 年末までに約 18,000tCO2e
のクレジット発行がなされ、既にクレジット発行がなされている 6 カ国（インドネシア、モ

ンゴル、パラオ、ベトナム、タイ、ラオス）の中で最も多い排出削減量となっている（ラオ

スのプロジェクトは 2019 年 1 月に発行）。 
2014 年に初めてのプロジェクトが登録されて以来、JCM 全体としては徐々に登録件数、

発行クレジットを増やしてきているものの、予想される排出削減量、実際のクレジット発行

量ともに、未だ小規模なものに留まっているのが現状である。2014 年の登録済みプロジェ

クトの平均の年間排出削減予想量は 114tCO2e で、その後、徐々に平均の年間排出削減予

想量は増加し、2018 年には約 10,000tCO2e まで増加しているものの、京都議定書の下で実

施されている CDM で登録されているプロジェクトの平均の年間排出削減予想量（約 13 万

tCO2e）と比較するとまだ小規模なレベルに留まっている。 
これは、導入されている技術から影響を受けて入る可能性もある。JCM の下でこれまで

に導入されている技術を見るとデジタコ導入、高効率エアコン、高効率冷蔵庫など、エネル

ギー効率の高い機器の導入を目指すプロジェクトが大半を占める一方で、再生可能エネル

ギーに関しては太陽光発電のみとなっている。 
プロジェクト件数としては大半を占めている高効率エアコンなどについては比較的、小

規模な排出削減量となっているのに対して、廃熱回収については 1 件しか登録されていな

いが、排出削減量では、最も多い。この廃熱回収プロジェクトは 2018 年に登録され、登録

済みプロジェクトの平均排出削減予想量を引き上げる一つの要因となっている。  
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表 11. JCM 登録済みプロジェクト 

（出所）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

行ラベル バングラ 
デッシュ 

カンボジア インド 
ネシア 

ラオス モルディブ モンゴル パラウ サウジ 
アラビア 

タイ ベトナム 総計 

タコグラフ 
         

1 1 
ヒートポンプ 

  
1 

       
1 

建物省エネ 
         

2 2 
工場省エネ 

  
4 

    
1 1 1 7 

高効率エアコン 
  

4 
     

1 2 7 
高効率ボイラー 

     
2 

    
2 

高効率冷蔵庫 
  

3 
       

3 
高効率冷房 1 

       
1 

 
2 

省エネ/太陽光 
  

1 
       

1 
省エネデータセンター 

   
1 

      
1 

送電網 
     

1 
   

2 3 
太陽光 

 
1 

  
1 2 3 

 
2 1 10 

廃熱回収 
  

1 
       

1 
総計 1 1 14 1 1 5 3 1 5 9 41 

（出所）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 
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表 12.  JCM 登録済みプロジェクトの年間平均予想排出削減量（単位：tCO2e）  
バングラ 
デッシュ 

カンボジア インド 
ネシア 

ラオス モルディブ モンゴル パラウ サウジ 
アラビア 

タイ ベトナ

ム 総計 

タコグラフ          292 292 

ヒートポンプ   166        166 

建物省エネ          787 787 

工場省エネ   39839     2740 253 823 43655 

高効率エアコン   761      3327 904 4992 

高効率ボイラー      298     298 

高効率冷蔵庫   255        255 

高効率冷房 485        324  809 

省エネ/太陽光   359        359 

省エネデータ 

センター 

   567       567 

送電網      467    4143 4610 

太陽光  99   129 22444 650  1511 112 24945 

廃熱回収   132500        132500 

総計 485 99 173880 567 129 23209 650 2740 5415 7061 214235 

（出所）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 
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表 13. JCM クレジット発行対象排出削減量（単位：tCO2e） 
  インド 

ネシア 
ラオス モンゴル パラウ タイ ベトナム 総計 

タコグラフ 
     

288 288 

建物省エネ 
     

1139 1139 

高効率エアコン 583 
     

583 

高効率ボイラー 
  

326 
   

326 

高効率冷蔵庫 162 
     

162 

省エネデータ 
センター 

 
207 

    
207 

送電網 
  

8947 
  

151 9098 

太陽光 
  

8880 881 300 
 

10061 

総計 745 207 18153 881 300 1578 21864 

（出所）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

② JCM の今後の課題 
上記のように JCM では、主に省エネ、再生可能エネルギー、中でも太陽光発電などの技

術が導入されている。一方で、導入技術の偏りにより、得られる排出削減量が小規模なもの

に留まる原因の一つとなっている可能性がある。例えば、エネルギー効率改善では、これま

では廃熱回収のような比較的大きな排出削減量が得られる技術は少なく、排出削減量の比

較的小さな高効率エアコンの導入、工場におけるエネルギー利用最適化などが多かった。 
また、省エネ技術の対象とする温室効果ガス（GHG）は、CO2 であり、メタンや N2O な

どの比較的、温暖化係数（GWP）が高い GHG の排出削減に取組むようなプロジェクトは、

これまで実施されてこなかった。GWP の高い GHG の排出削減プロジェクトは、CDM で

も多くの排出削減量が見込まれるものが多い。そのため、JCM において CO2 の排出削減

を行うプロジェクトに偏っていることも、JCM の規模が小規模なものに留まっている要因

となっている可能性がある。 
これらのことを踏まえると、今後、JCM における排出削減量の規模をより大規模化して

いくためには、省エネ技術の多様化として、特に多くの排出削減量が得られると予想される

工場における廃熱回収などの技術の導入を目指すプロジェクトの開発促進することに加え

て、排出削減の対象となっている GHG の種類を多様化させていく必要性があるだろう。例

えば、メタンガスについては、廃棄物管理、下水処理場でのメタン回収、燃焼などにより排

出削減量を得ることが可能であり、温暖化対策としての側面だけではなく、途上国の衛生管

理、廃棄物管理の改善などにも貢献しうるプロジェクトである。途上国における持続可能な

発展への貢献することも見込まれ、単なる排出削減プロジェクトに留まらず幅広い効果が

得られるプロジェクトとしてアピールすることも期待できる。 
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2. 市場メカニズムに関する様々な取組み 

 市場メカニズムに関連して、世界銀行が主導した取組み、各国政府が主導する取組みなど

様々な取組みが実施されている。これらの取組みは、今後の国際社会における市場メカニズ

ムの動向に様々な形で影響を及ぼす可能性がある。 
 ここでは、世界銀行が主導する二つの取組み（PMR、TCAF）、そして G7 の下で実施さ

れている炭素市場プラットフォームの動向を踏まえて、現在、国際社会における市場メカニ

ズムに関連してどのような取組みが実施されているのかについて、概観する。 

(1). 世界銀行における市場メカニズムに関する取組み 

① 世界銀行におけるこれまでの取組み 
世界銀行（以下、世銀）は、2000 年から市場メカニズムに関連して様々な取組みを行っ

てきた。2012 年までは、主に CDM や JI などの京都議定書の下で実施されるプロジェクト

からクレジットを買い取る基金の設立と、その運営が取組みの中心であった。世銀は、多く

の基金を設立し、京都議定書で排出削減義務を負っている各国政府や国内の規制を遵守す

ることが求められている民間企業からの出資を募り、得られた資金で積極的にプロジェク

ト開発に積極的に参加した。2000 年代の初期の段階では、京都メカニズムへの需要は見込

まれていたものの、プロジェクト開発はほとんど進んでいなかった。このような市場が未成

熟な段階で、世銀はプロジェクトの案件組成、方法論の策定など幅広い分野で積極的に活動

し、京都クレジット取引市場の発展に大きな貢献をした 5。 
その一方で、その取組みは 2013 年ごろを境として大きく変わってきている。2013 年以

降、京都議定書の下で目標達成のためのクレジットへの需要が見込めなくなったため、それ

までの京都クレジットの購入を目的とした基金から、市場メカニズムを通じた途上国の支

援へと、その内容を変えていった。 
さらには、2015 年にはパリ協定が採択され、新たな市場メカニズムが設けられるととも

に、京都議定書では排出削減義務を負わなかった途上国についても、排出削減に向けた取組

みが求められるようになったことから、世銀は新たな取組みを開始している。 

② 市場メカニズム導入準備基金(PMR)における取組み 
市場メカニズム導入準備基金（Partnership for Market Readiness、PMR）は、2011 年

に世銀によって設立された基金である。この時点では、まだ京都クレジットの取引も活発に

行われていたものの、PMR は、情報・知識の共有や、技術的な支援等を行うことで途上国

に市場メカニズムを導入することを支援することを目的として設立され、それまでに設立

された基金とは大きく性格が異なるものとなっている。 
PMR の下には、先進国 13 か国（日本、米国、豪州など）が出資し、その一方で途上国

は、支援を受けて具体的に制度導入を図る実施国として 18 カ国（中国、インドネシア、ベ

                                                   
5 World Bank’s Carbon Finance Unit “10 Years of Experience in Carbon Finance”  World Bank 2010 
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トナム、タイ等）が参加している。PMR のユニークな点は、国以外にも州政府等の地方レ

ベルの政府も、市場メカニズムに経験があれば、技術的パートナーとして参加することが認

められている点であり、米国のカリフォルニア州、カナダのケベック州（排出量取引制度を

実施）なども参加している。 
支援を受ける途上国は、市場メカニズムの導入を図るために必要とされる準備作業を提

案（Market Readiness Proposal、MRP）することが求められており、途上国から示された

MRP を踏まえて PMR は途上国への支援を行うこととされている。 
既に 7 年の実施経験があり、各国の制度設計への支援や市場メカニズムに関する分析結

果を公表し、市場メカニズムへの理解を深める活動を展開し、相応の実績を残している。そ

の一方で、支援のために提供された資金の利用状況についてモニタリングを強化していく

必要性や、効率的に作業を進めていく必要性などが指摘されている。 
また、これまでに出資した資金を下にした活動は、2020 年までとされており、2021 年に

は、基金の活動を終了することになっている。その一方で、パリ協定の合意を受けて、途上

国における排出削減への取組みの重要性は更に増していることもあり、2020 年以降の PMR
のあり方について議論がなされている。 
 

表 14. PMR の概要 

資金規模 US$1.27 億  

目的 
途上国に市場メカニズムを導入するためのロードマップ作成や、市場メ

カニズムの試行を支援するとともに、情報交換、知識、経験を提供・共

有することを目的  

参加国 
出資国  日本、米国、豪州、スペイン等の 13 カ国  

実施国  インドネシア、ベトナム、メキシコ、タイ、コスタリカ、中

国等の 18 カ国（うち JCM 署名国が 5 国）  

活動の概要 
2011 年から活動を開始し、これまでに複数の途上国において炭素価格

導入に向けたロードマップや技術ノートを完成させるなどの実績をあ

げた。  

（出典）各種資料から日本エネルギー経済研究所作成 

③ 変革的炭素資産ファシリティー(TCAF)における取組み  
世銀は、途上国における政策支援を行う新しい取組みの発足を 2015年 11月に発表した。

パリ協定の新しい環境の下で市場メカニズムを活用し、途上国の温暖化対策の支援を行う

新しい試みとして、変革的炭素資産ファシリティー（Transformative Carbon Asset Facility、
TCAF）を発足させた。 

TCAF は、PMR が実施している政策導入への支援だけではなく、導入支援した温暖化対

策により得られる排出削減量を買い取る（成果主義型資金拠出（Result Based Finance、
RBF））ことで途上国における温暖化対策の導入・実施を支援するとともに、更に大きな排
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出削減を実現することを目指している。2017 年 3 月から正式に運営を開始しており、

US$3000 万～5000 万規模のプログラムへの支援を行う方向で、具体的な支援プログラム

の選定を行っている。 
京都議定書とは異なり、パリ協定の下では、途上国も何らかの排出削減に向けた目標を設

定している。TCAF では、このような 2020 年以降の新しい状況の中で国際的な排出削減量

の取引を行うことが求められており、この新しい状況に対応するための基本的な方針、Core 
parameter が作成されている。今後、この Core parameter を踏まえ、具体的にどのような

プログラムが支援されていくのか、2020 年以降、途上国における排出削減を支援する新た

な取組みとして、注目を集めている。 
 

表 15. TCAF の概要 

資金規模  US$5 億  

支援対象  
（想定）  

政策を実施することによって得られる効果に対して、MRV を適用し、排出削減

量を確認した上で、資金提供を行うこと（政策クレジット、セクトラルクレジッ

トの購入）  
• 低炭素政策（産業界へのクリーンエネルギー目標・省エネ基準の設定）

の実施。  
• 都市交通機関の低炭素化、グリーン建築物基準、高効率照明導入への補

助金等を実施。 
• 化石燃料補助金の撤廃  

資金提供方法  
• 成果型資金拠出（排出削減量が確認できてから資金を拠出する）  
• 排出削減量の算定にあたっては厳格な MRV（計測、報告、検証方法）を適

用する。  

追加的な資金  TCAF の支援する事業に対しては、世界銀行グループやその他の資金源から

US$20 億、別途、資金提供することも期待される。  

（出典）各種資料から日本エネルギー経済研究所作成 

(2). 炭素市場プラットフォームにおける取組み 

炭素市場プラットフォームは、2015 年 6 月に開催された G7 エルマウ・サミットの首脳

宣言において市場メカニズムの低炭素成長への投資のインセンティブを与える上での重要

性を認識し、G７以外の国や世界銀行などと自主的な参加に基づく戦略的な対話の場を設け

ることに合意したことを受けて設けられた。 
これまでに 3 回（2016 年は東京、2017 年はローマ、2018 年はハリファックス）、会合が

開催されている。この際、G7 参加国だけではなくチリ、セネガルなどの途上国からの参加

を得るとともに、世界銀行、OECD、UNFCCC 事務局等の国際機関なども参加し、多様な

バックグラウンドを持つ参加者が議論に参加した形で実施されている。 
 この取組みでは、市場メカニズムに関する様々な課題について、専門家からの発表を踏ま

えて意見交換がなされている。このような専門家や多様なバックグラウンドを持つ参加者

との意見交換を通じ、市場メカニズムに関する専門的な知見が共有されるとともに、参加国
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間で、他の国の状況について理解を深めることに貢献していると言えるだろう。 
 

表 16. 炭素市場プラットフォームの概要 

参加国 

日本、ドイツ、米国、英国、フランス、イタリア、カナダ、EU、オーストラリ

ア、チリ、インドネシア、韓国、ニュージーランド、セネガル、スイス、ベトナ

ム、世界銀行、経済協力開発機構（OECD）、気候変動に関する国際連合枠組条

約事務局（UNFCCC 事務局）、ICAP（国際炭素行動パートナーシップ） 

これまでの

取組み 

• 2015 年の G7 エルマウ・サミットで炭素市場に関する戦略的な対話の場を

設けることに合意 
• 2016 年、日本、東京において第 1 回戦略対話を界隈 
• 2017 年、イタリア、ローマにおいて第 2 回戦略対話を開催 
• 2018 年、カナダ、ハリファックスにおいて第 3 回戦略対話を開催 

（出典）各種資料から日本エネルギー経済研究所作成 
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3. JCM を含む市場メカニズム活用を通じた温室効果ガス排出削減の在り方に関する調査

分析 

2015 年のパリ協定採択、2016 年のパリ協定発効、そして 2018 年のパリ協定の実施規則

の採択を受けて、2020 年以降の温暖化対策の基本的な枠組みが定まった。この中で、市場

メカニズムについてのみ、実施規則の合意が得られなかったため、2020 年以降にどのよう

な制度となるのか不確実な部分が残されている。このような不確実性があるものの、これま

で述べてきたように、2020 年以降を見据えた世界銀行や各国政府による市場メカニズムに

関する様々な取組みが実施されている。 
日本政府が実施するJCMも、市場メカニズムを活用した途上国の温暖化対策支援であり、

様々な国でプロジェクトを実施してきている。ただし、既に述べたように、JCM に関して

は、予想される排出削減量が小規模に留まっている。 
そのため、より大規模な排出削減が期待できる技術の導入の促進や排出削減の対象を

CO2 以外のメタンなどの GWP の高い GHG とすることでより大きな排出削減を図ること

などの対応策が考えられるであろう。 
今後、更なる経済成長が見込まれるとともに、それに伴い GHG 排出量の増加が予想され

ている途上国における温暖化対策の実施を支援していくことは、長期的な視点から見た温

暖化対策に不可欠であり、その際、JCM は様々な形で貢献する可能性を秘めているとも言

えるだろう。  
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第 3 章. 海外の市場メカニズムの動向調査 

1. 国際的な動向（京都メカニズム等の動向） 

 パリ協定の下での市場メカニズムに関する交渉、世界銀行などでの市場メカニズムに関

する取組みの他にも、京都議定書の下での市場メカニズム、京都メカニズム（CDM、JI）
が実施されている。また、2016 年 10 月には国際民間航空部門において市場メカニズムを

活用した温暖化対策の実施に合意し、現在、その実施のための具体的な手続き、基準につい

て協議が行われている。ここでは、京都メカニズムと国際民間航空部門における市場メカニ

ズムの動向について報告する。 

（1）. 第 14 回京都議定書締約国会合（CMP14）での交渉の動向 

 2018 年 12 月 2 日から 12 月 15 日までポーランド、カトビチェにおいて COP24 ととも

に開催された京都議定書第 14 回締約国会合（CMP14）においては、京都メカニズム関連の

議題として次の論点が示されていた。 
  
CMP 議題 4：CDM に関する事項 
CMP 議題 5：Joint Implementation に関する事項 
SBI 議題 8（a）:CDM の様式と手続きに関するレビュー 
 
 この三つの議題のうち、Joint Implementation に関する事項と CDM の様式と手続きに

関するレビューについては、協議は行われず、CMP 議題 4 の CDM に関する事項のみ協議

が行われた。協議の結果、非再生バイオマスに関する方法論についてレビューすることを

CDM 理事会に求めることや、予算の効率的な利用を求める決定が採択された。  

（2）. プロジェクトの登録動向 

CDM プロジェクトとして、既に 7000 件を越えるプロジェクトが、登録されているもの

の、2012 年に境にプロジェクト開発動向が一変した。2012 年までは、積極的なプロジェク

ト開発が行われ、多くのプロジェクトの登録手続きが行われたが、2013 年以降、プロジェ

クトの有効化手続き、登録手続き、発行手続きの件数は大きく減少した。 
登録プロジェクト、CER の発行は僅かではあるが 2013 年以降も継続して行われている

ものの、有効化手続きに至っては、ついに 2017 年 4 月から 2018 年末まで、1 件も手続き

が行われない状況となった（2019 年 1 月に 4 件のプロジェクトが有効化審査手続きを開始

し、2018 年に 5 件のプロジェクト登録がなされたものの、2017 年の 31 件から大きく減少

している）。有効化審査を行うプロジェクトが 2017 年 4 月以降は見られないため、この状

況が継続すれば登録手続きも行われなくなる可能性がある。 
これは、2013 年以降、日本が京都議定書の下での目標値を設定せず、また EU ETS にお

いても、CER への需要が失われてしまったことを受けたものであると考えられる。さらに、
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パリ協定の採択後、京都議定書の下で実施されている CDM のパリ協定の下での位置づけ

が明確にされない状況が続いていることも影響を与えていると思われる。 
 

 
図 4. CDM の有効化審査の推移 

（出所）CDM 理事会公表データを踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

 

 
図 5. CDM 登録プロジェクトの推移 

（出所）各種資料より日本エネルギー経済研究所が作成 

 
既に、JI に関しては、2014 年以降、1 件も登録されず、クレジットも発行されない状況

となっており、このことは、現状では CDM、JI ともにプロジェクトの開発がほぼ行われな

くなっていることを示唆しているとも言える。 
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（3）. 減少する CER の発行 

CER の発行も減少傾向となっていることが、2018 年の発行量から明らかになった。2014
年に大きく発行量が減少した後に、2015 年、2016 年と増加したが、2017 年は減少に転じ、

2018 年もこの傾向が続き、更に減少した。特に、2015 年～2017 年まで 1 億 tCO2e を超え

る発行量を維持していたものが、2018 年には 7400 万 tCO2e と 1 億 tCO2e を下回ること

となった。 
 

図 6. CER 発行量の推移（件数及び発行量） 
（出所）各種資料より日本エネルギー経済研究所が作成 

 
また、主要な発行国は中国、インド、ブラジル、韓国の四カ国となっており、2012 年以

前と 2013 年以降の間で大きな変化はない。クレジットを発行したプロジェクトの種類につ

いては、2012 年以前では HFC、N2O などの産業過程で発生する GHG の排出削減プロジ

ェクトに由来するものが大半であったが、2013 年以降は、再生可能エネルギーに由来する

クレジットが大きな割合を占めている。2018 年についても水力と風力で約 40％を占めてお

り、最も大きな割合を占めており、この傾向には変化は見られない。 
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図 7. 2018 年に発行されたクレジットのホスト国 
（出所）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

 

 
図 8. 2018 年に発行されたクレジットのプロジェクトタイプ 
（出所）CDM 理事会発表資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

 

（4）. UNFCCC 以外の市場メカニズム（2021 年以降の取組み） 

① ICAO の下での取組み 
2016 年 10 月に国際民間航空機関（ICAO）は市場メカニズムを活用した温暖化対策、

Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation（CORSIA）を 2021
年から実施することを合意した。国際民間航空部門は UNFCCC の規制対象とはなってお

らず、ICAO において排出削減対策を実施することとされ、2010 年以降、ICAO において

航空機の燃料効率の改善や、2020 年以降の国際民間航空部門における排出量の増加を抑制

などの様々な取組みに合意してきた。2016 年に合意した CORSIA は、国際民間航空部門に
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おける 2021 年以降の主要な GHG 排出削減対策として注目を集めている（制度の概要は下

記の表 17 を参照）。 
表 17. CORSIA の概要 

規制の概要 

• 2021年以降、基準排出量（2019年から 2020年の平均排出量）に国際

民間航空会社の排出量を抑えることを目標とし（オフセット義務量を

設定）、目標を達成するために市場メカニズムの活用を認めるもの。 

• オフセット義務量は、原則として各年の規制対象事業者の排出量に排

出量の伸び率を示す成長係数を排出量に乗じて設定するが、オフセッ

ト義務量と成長係数の設定方法（業界全体の排出量の伸び率、個々の

企業の排出量の伸び率などを踏まえ算定）はフェーズにより異なる。 

規制対象 

• 2021年から 2026年までは自主的な参加 

• 2027年以降は原則として、全て国が参加。 

後発発展途上国、小島嶼諸国、内陸発展途上国などについては自主的

に参加を表明する場合以外は、規制対象外とされる。 

• 航空経路の離発着地の何れかが適用除外となっている航空ルートにつ

いては適用されない。 

今後の規制の実施予定 

2021年～2023年 パイロットフェーズ 

・各国が自主的に参加 

・オフセット義務量については各国に算定方法の選択肢が与えられる。 

2024年～2026年 第 1フェーズ（自主的参加） 

  ・各国が自主的に参加 

 ・オフセット義務量成長係数は予め決められた方法で算定 

2027年～2035年 
 （2027年～2029年） 

（2030年～2032年） 

（2033年～2035年） 

第 2フェーズ（義務的参加） 

・ 2018年における世界全体の有償キロトン（RTK）の 0.5％以上を占

める国あるいは RTKの占有率が上位から累積で 90％に達する国以外

は全て義務的に参加 6 

・ 成長係数については、第 2フェーズにおいて 3年毎に変化 

遵守期間 ３年間 

遵守方法 

・燃費効率の高い航空機の導入 

・バイオ燃料の導入 

・オフセットクレジットの利用 

利用が認められる 

クレジット 

UNFCCCとパリ協定のメカニズムの下で発行されたユニット 

（利用が認められるクレジットについては協議中） 

（出所）各種資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成 

 

CORSIA の下では、各国の国際的な航空便を運行している企業は、基準排出量（2019 年

と 2020 年の平均排出量）からの排出量の増加を抑制することが求められているが、この基

準を達成するために CORSIA では、基準排出量から増加した排出量についてはクレジット

を活用して規制を遵守することも認められている。利用が認められるものとして、UNFCCC
とパリ協定の下に設けられているメカニズムに由来するクレジットが挙げられているが、

                                                   
6 有償キロトンとは有償貨物を輸送し、飛行した距離（輸送した貨物の量（トン）に飛行した距離（キ

ロ）を乗じて算出）。 
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具体的にどのようなクレジットの利用が認められるかは決められていない。 
2016 年 10 月の合意では、CORSIA を実施していくために必要とされる排出量のモニタ

リング、報告書提出、検証（MRV）の具体的な方法、CORSIA の下での利用が認められる

クレジットの種類・基準、クレジットの取引に必要な登録簿の整備について、技術的な検討

作業を行った上で、2018 年に決定するとされた。 

② CORSIA の下で利用が認められるクレジット 
2016 年の合意を踏まえて、ICAO の下で検討作業が続けられた。その結果、2018 年 6 月

に開催された ICAO 理事会は、国際民間航空部門の温暖化対策である CORSIA の実施規則

を基準・勧告（Standards and Recommended Practices: SARP）として採択した。しかし、

SARP として採択されたのは、排出量の計測、報告、検証（MRV）の具体的な方法（CO2 
Estimation and Reporting Tool: CERT）に留まった。CORSIA の下で利用が認められるバ

イオ燃料や、利用が認められるクレジットに関する基準・勧告については採択されなかった。

これら採択できなかった論点については、協議を継続することとなった。 
その後、2019 年 2 月にはバイオ燃料の基準については合意したものの、クレジットの利

用基準については合意が得られず、専門家グループを設けて更に協議を継続することに合

意した。 
当初は 2018 年には利用が認められるクレジットについて明確にされる予定であったが、

各国の見解が大きく異なり協議は難航している模様である。国際的に統一された基準を求

める EU と、各国の裁量を幅広く認めることを求める中国との間での対立がある一方で、

CDM の活用を求めるブラジルなどの利害が複雑に絡み合い合意を得るのが困難な状況と

なっている 7。 
CORSIA の動向は、UNFCCC にも影響を与え始めている。既に第 1 章で述べたように、

CORSIA の利用のために自国で実施されたプロジェクトに対して発行された ITMOs が利

用された場合はダブルカウントを回避することを求める見解もある。また、CDM 理事会は

CORSIA が今後の CER の需要となりうるとの見方を示しており、CDM の動向にも影響を

及ぼす可能性がある 8。 
しかし、既に述べたように CORSIA の下で利用が認められるクレジットの基準について

は協議が難航しており、どのような基準となるのかについては、協議の行く末を見守るしか

ない状況となっている。CORISA の動向が UNFCCC の下での市場メカニズムの動向にも

何らかの影響を及ぼすことは間違いないが、具体的にどのような影響を及ぼすのかまった

く読めないのが現状である。 
  
                                                   
7 Carbon Pulse “ICAO panel agree recommendations for airlines’ CORSIA eligibility”2019 年 2 月

19 日 
8 Annual report of the Executive Board of the clean development mechanism to the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (FCCC/KP/CMP/2018/3), para 
17,p5 参照 



34 
 

2. 各国における市場メカニズムの動向 

市場メカニズムに関して欧米の先進国だけではなく、近年は中国、韓国などの新興国、途

上国において導入の動きが見られる。欧州の EUETS は 2012 年まで最も大きなクレジット

の需要源として国際的なクレジット取引市場に大きな影響力を及ぼしてきた。また、近年、

中国、韓国などにおいても排出量取引制度の導入が進み、韓国においては CDM クレジット

の利用を認めるなど国際的な市場メカニズムにも影響を及ぼして生きている。ここでは、市

場メカニズムに関する海外の主要な動向についての調査した結果を報告する。 

（1）. 米国における市場メカニズムに関する動向 

2018 年において、トランプ政権は、オバマ政権の下で実施されていた多くのエネルギー・

気候変動分野の規制緩和を提案した。既設火力発電所の CO2 排出規制であるクリーンパワ

ープランの代替案や、自動車燃費基準、新設火力発電所の CO2 排出規制、化石燃料採掘時

のメタン排出規制の緩和など、オバマ政権下で策定された主要な気候変動対策はいずれも

見直しが提案されている。見直しの対象となっている規制は、いずれも提案段階であるため、

2019 年中に最終規則案が公表される見込みである。 
ただし、これらの規制が最終規則案発表の後に直ちに施行される可能性は低いと考えら

れる。一部の気候変動政策に前向きな州政府や環境保護団体は、トランプ政権による規制緩

和に対して提訴する構えを見せているため、各規制の最終案が公表された後、法廷で規制緩

和の是非を争うことになると予測される。その場合、裁判期間中は、訴訟対象となる規制緩

和措置の施行は凍結されることになるため、トランプ大統領の意図している規制緩和が実

効的な影響を GHG 排出量に与えるかは疑問が残る。 
2018 年 11 月には、中間選挙が行われた結果、共和党は上院においては過半数を維持し

たが、下院では第 1 党を民主党に奪取され、議会にねじれが生じることになった。上院・下

院において、過半数を握る政党がそれぞれ異なるねじれ議会になることにより、トランプ政

権は、今後、国政運営において難しい局面を迎えることになる。 
 州レベルで中間選挙の結果をみると、共和党系の州知事は 6 州ほど減少し、民主党系

の州知事が増加した。しかし、依然として共和党系の州知事が、全米 50 州の過半数を占め

る。また、中間選挙と併せて実施されたエネルギー・環境問題に対する住民投票は、州ごと

に結果が分かれることになった。再生可能エネルギーの導入義務について、アリゾナ州では

2030年までに州内の電力供給の50%を再生可能エネルギーにする法案が住民投票により否

決された。他方で、ネバダ州で行われた再生可能エネルギーの導入促進に関する住民投票で

は、2020 年に再度の承認する必要があるとは言え、賛成多数で可決されている。エネルギ

ーに係る税金のテーマでは、カリフォルニア州では州のガス税の引き上げを廃止する法案

が提起されたが否決され、有権者はガス税の増加を望んだ結果となった。一方で、ワシント

ン州は、炭素税導入の是非を住民投票に掛けたが、否決された。したがって、今後も、エネ

ルギー・環境問題に対しては、州ごとに異なる方針・対応を行うと考えられる。 
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中間選挙で民主党が議席を増やし環境問題に積極的な支持層が勢いを得た結果、一部の

民主党議員と環境保護団体の間が、今後、10 年間で電力部門の脱炭素化実現と大規模なイ

ンフラ・社会保障投資の実施する「グリーンニューディール」を提案する動きがあり、米国

内で改めて、「グリーンニューディール」が注目を集めている。ただし、「グリーンニューデ

ィール」に対しては、主張者ごとに内容が異なり計画や実現手段が明確ではない点や、民主

党内でも意見が分かれる点など課題がある。 
2020 年の大統領選挙に向けて実績を作るため、2019 年には共和党・民主党ともに様々な

政策や主張を行うと考えられ、今後も米国の動向を注視する必要がある。 
。 

（2）. EU における市場メカニズムに関する動向 

EU は、2014 年 11 月に 2030 年の温室効果ガス排出削減目標として 1990 年比 40%を決

定した。この目標の達成のために、2021 年以降も欧州排出量取引制度(EU ETS)を継続する

ための欧州排出量取引制度指令(2003/87/EC)が提案され、2018 年 2 月に発効した。この改

正指令では、ETS 対象部門からの排出量を 2005 年比 43％削減するための制度改正が盛り

込まれた。主な改正点を以下に挙げる。 
 
 Liner Reduction Factor を 2.2%に引き上げ 
 Market Stability Reserve (MSR)へ第 3 フェーズの未割当分を繰入。市場からの繰

入比率を当該年の EUA オークションの 24% 
 産業部門向け無償割当を 2030 年まで継続 
 総 EUA の 57%は、オークションで市場へ供給 

 
これらの改正によって、EUA 価格が 20 ユーロ/t-CO₂を超える水準まで上昇し、過去数

年にわたって続いてきた価格の低迷状況が一変した。価格低迷の原因は、2008 年から 2012
年の EU ETS 第 2 フェーズに実施された無償割当が、リーマンショックによる景気減速に

よる生産の落ち込みを受けて排出量が急減したことで余剰となり、EUA 市場の需給が緩ん

だためである。 
この余剰 EUA により、過去数年にわたって 5 ユーロ/t-CO₂程度の水準で推移してきた。

こうした状況に対して、欧州委員会は 2014 年から 2016 年の EUA オークションの一部を

延期する Back-loading が実施された。さらに、2019 年から EUA オークションの一部を市

場の需給状況に応じて取り置く MSR が導入されることで、2021 年以降に市場の需給がタ

イトになるという期待が市場関係者の間で形成されていることが、EUA 価格の上昇につな

がっている。欧州環境庁(EEA)の予測では、2017 年時点で 16 億 t-CO₂に及び余剰 EUA は、

2019 年から 2022 年にかけて MSR に吸収されることで、MSR へ繰り入れる際の指標の下

限となる 8 億 t-CO₂程度まで減少することが見込まれている。 
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図 9. EUA 価格の推移 

（出所）EEA(2018) Trends and projections in the EU ETS in 2018 

 

 

図 10. EU ETS の割当量、排出量、余剰 EUA 等の実績と今後の予測 
（出所）EEA(2018) Trends and projections in the EU ETS in 2018 

（3）. 中国における市場メカニズムに関する動向 

中国は、地球温暖化政策として 2020 年と 2030 年の目標をそれぞれ掲げているが、2020

年の目標に関しては、中国政府の高官・中国気候変動特別代表・解振華氏が 3 年前倒し実現

したと宣言した。具体的には、2017 年末に、CO2 原単位は目標の 40～45％削減の上限を超

え 46％に達した。また、森林蓄積の増加は 21 億立米に達した。再生可能エネルギーの一次

エネルギー消費に占める割合は 13.8％で、目標の 15％に達していないが、必ず達成できる

見解である。これにより、海外からは中国が CO2 排出量削減で目標上回る成果を目指すの
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ではと期待されるようになった。ただし、中国政府は 2018 年末に火力発電が前年比 6％増

加し、2018 年に温室効果ガス排出量が 3 年ぶりに増加した可能性があると示唆された。 

 中国は地球温暖化目標を実現するために、「再生エネルギー法」を踏まえて FIT 制度によ

り再生エネルギーの導入を強力に推進してきたが、財政負担を軽減するために再エネプロ

ジェクトへの補助金利を引き下げた一方、2019 年 1 月 1 日より「再生エネルギー発電に関

する割当制度」を実施し、電力グリッド企業、自家発電、電力を消費する事業者等の企業に

対して一定割合の再生エネルギー発電を消費する義務が課せられるようになった。今後、同

割当制度が再生エネルギーの導入にどのように影響を与えるかは注意が必要である。さら

に、中国政府の高官は、再生可能エネルギープロジェクトに資金を提供する手段として、国

家炭素排出権の取引制度（ETS）のオフセットスキーム（CCER）に再生エネルギープロジ

ェクトを優先的に取り入れる意向と表明しており、中国政府が多方面で再生エネルギーの

導入を維持しようとしていることを伺わせる。 

 中国は地球温暖化目標を実現するために、排出量取引制度（ETS）も重要なツールの一つ

して位置づけている。ただし、関連法律の整備の遅れやデータの信頼性等の問題で予定した

2017 年という開始時期が事実上 2 年以上に遅れる見込みとなっている。一方、気候変動の

管轄が発展改革委員会から生態環境省に移行するという政府組織の再編が 2018 年 9 月頃に

終了するにつれて、全国 ETS 制度の構築に関する動きが徐々に加速するようになった。ま

ず、全国 ETS の開始日については 2020 年後半になるだろうと、中国清華大学教授・中国

ETS 設計者の一人である張希良氏は見解を示し、約 3,000 の電力会社の MRV や割当等の準

備も順調に進められているという。今後、対象産業は電力産業に続いて、セメント、鉄鋼、

アルミニウム、石油化学などの排出量の多い分野ができるだけ早く実施すると生態環境省

の幹部が表明している。事実、2019 年 1 月に中国の生態環境省は、全国の排出量取引計画

に備えて 8 つの主要産業（石油化学、化学、建材、鉄鋼、非鉄金属、製紙、発電、航空部門）

における年間 26,000tCO2e 以上を排出する企業に 3 月 31 日までに 2018 年の炭素排出量を

報告するように命令した。この指令は、中国政府が依然として従来の 8 つの産業を全国 ETS

に導入する計画している。 

 全国 ETS の構築に関する今後の政府の計画は、第一に、国内炭素市場システムの確立と

改善を促進するために「炭素排出量管理に関する管理条例」の制定を加速する、自主排出削

減認証制度（CCER）をできるだけ早く国内の炭素市場に含む。第二に、国内の炭素市場に

おけるインフラの建設として、炭素排出量登録システム、取引システムおよびデータ報告シ

ステムを構築する、第三に、対象企業のデータ提出と検証および割当量管理に関連する作業

を強化し、発電産業の割当量の試行作業を実施する、第四に、大規模なトレーニングプログ

ラムを実施する、とされている。ちなみに、中国のオフセット市場は、政府が、CCER に関

する規則を改革するために無延期に新しい CCER の発行を凍結している。 

 中国国内の産業界では ETS 制度を揃って支持しているようである。例えば、中国建築材

料連合会は、ETS を利用して過剰な生産能力を段階的に廃止することを支援すると表明し
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ている。中国非鉄金属工業会の代表者は電解アルミニウムが ETS 制度の対象として含まれ

ることを危惧していると認めながらも ETS が排出削減を推進するための有益なツールにな

ると表明した。 

 全国 ETS の開始を控えて、中央政府が地方政府に対して試行的 ETS の現状を維持せよと

命じたと報道されている。中国最大の地方パイロット ETS としての広東省は、2018 年の割

当計画を発表したが、一昨年度の CO2 の排出キャップを維持した。上海市も 2018 年の割当

計画を発表したが、CO2 の排出量の上限をわずかに上方修正し、制度のスキームも維持し

た。こうした中、地方パイロット ETS の市場の動向としては、6 月の履行期を迎えている際

は取引高が増加していたが、それ以外の時期には低迷に推移していた。 

 こうした中、中国の地方パイロット ETS の対象企業が時間とともにより正確な CO2 デー

タを報告するようになったとことが調査により判明された。調査は米国大学 MIT が主導し

たもので、調査によると北京では、企業によって報告された排出量データと独立検証機関に

よって報告された数値の間の差異が 2012 年の 17％から 2015 年の 4％に減少した。湖北省

では、2014 年には 6％であったが翌年には 5％に減少した。「会社の担当者がデータ報告の

プロセスに慣れてきたため」と調査担当者が分析した。中国全国 ETS の遅れにデータの信

頼性が最大の要因の１つとされているだけにデータの改善は全国 ETS の構築と運営にとっ

てよいニュースとなった。 

（4）. 韓国における市場メカニズムに関する動向 

韓国は 2015 年 6 月、COP21 向けに 2030 年までに BAU 比から 37%を削減する INDC 目標

を提出し、2016 年 11 月にパリ協定を批准した。韓国政府は 2030 年削減目標の達成に向け

て「第 1 次気候変動対応基本計画」及び「2030 国家温室ガス削減基本ロードマップ」を 2016

年 12 月に確定した。「第 1 次気候変動対応基本計画」はポスト 2020 に対応するための中長

期気候変動対応戦略を示すもので、排出量の削減、気候変動への適応、国際協力関連などを

網羅している。「2030 国家温室ガス削減基本ロードマップ」は削減目標を効率的に達成する

ための実施方案を示しており、とりわけ、BAU37％削減の内、25.7％相当は国内努力により

削減し、残りは国際市場メカニズムを活用して削減する計画を策定した。 

しかし、2017 年 5 月に誕生した新政権では、環境エネルギーに関連して、大気汚染規制

の強化及び再エネルギー中心のエネルギー転換の方針が掲げられ、「2030 国家温室ガス削減

基本ロードマップ」も修正作業が行われた。同ロードマップ修正のために、2017 年 9 月に

は官民による作業グループを設立し、公開討論などの意見収集を経て、2018 年 7 月に確定

されている。「国家温室ガス削減ロードマップ修正案（2018.7.24 発表）」では、「2030 年まで

に BAU 比から 37%削減する」とした目標そのものは変更せず、国内削減努力分を強化した

（国内で 32.5％を削減し、国外削減を 4.5％に縮小）。今次修正では国内での削減分が増加し

たため、産業界からは削減負担が増加することに対する懸念が高まった。 

一方、エネルギー政策の転換に関しては、現在、脱石炭、脱原発政策が同時に進められて

いる。韓国のエネルギー政策の方針は「国家エネルギー基本計画」にて示されるが、直近の
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ものとしては前政権で策定した「第 2 次国家エネルギー基本計画（2014 年策定）」がある。

第 2 次国家エネルギー基本計画では 2035 年のエネルギーミックスについて、原子力 29％、

再エネ 11％としていたが、現政権は原発中心の発電政策を破棄し、LNG や再生可能エネル

ギーによる発電を柱にする方針を示した。その一環として、2017 年 10 月に、「エネルギー

転換ロードマップ」を発表し、その中で原発の段階的削減及び再エネの拡大（2030 年発電

量の 20％）方針を示した。さらに、大気汚染対策の一環として PM2.5 などの大気汚染物質

の国内排出量の 30％以上の削減目標を掲げ、老朽石炭火力の早期閉鎖、石炭火力の LNG 転

換を推進している。 

こういった現政権のエネルギー転換政策方針を反映した「第 8 次電力需給計画（2017.12.29

発表）」によると、2017 年には早期廃止対象の老朽化した石炭火力 10 基の内、3 基を廃止し

ており、2017～2022 年までに老朽化した 7 基の石炭火力（2.8GW）を廃止する計画を打ち

出している。 

他方、韓国の主な気候変動対策は、2015 年から実施している排出量取引制度（ETS）であ

る。同制度は産業、エネルギー転換、建物、輸送、廃棄物部門の 5 つの部門、23 の業種を

対象に実施している。韓国 ETS は 5 年ごとの計画期間で区切られているが、2020 年までは

過渡的制度運用期間として、第 1 計画期間は 2015 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日まで

となっており、第 2 次計画期間は 2018 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までである。 

2018 年 1 月からは第 2 次計画期間（2018 年～2020 年）が開始されたが、第 2 次計画期間

の割当計画（取引制度対象業種の初期割当量を定めるもの）の策定が 2017 年 12 月に発表

された。しかし、政権交代の影響により、計画期間全体に対する割当計画の策定が間に合わ

ず、2018 年分（仮割当量）のみ発表され、第 2 次計画期間の割当計画は、国家温室ガス削

減ロードマップ修正案とともに 2018 年 7 月に確定された。 

 

＜第 2 次割当計画の主な変更点＞ 

・規制対象企業数：591 

・部門・業種区分の変更（第 1 期 5 部門 23 業種→6 部門 63 業種に細分化） 

・有償割当の導入（26 業種に対しては 97%無償割当、残りの 3％有償割当） 

 

2018 年 9 月の環境部（環境省相当）の発表によると 9、第 1 次計画期間（2015-2017）の

総割当量は 16 億 8,558 万トン、対象企業の総排出量は 16 億 6,943 万トンと、全体的には

1,616 万トン（0.96％）の排出権が余剰する結果となった。また、取引市場に関しては、取引

量が毎年 2 倍以上増加し、3 年間の総取引量は 8,515 万トン、取引金額は 1 兆 7,120 億ウォ

ンに上っている。一方、取引市場の場内外の排出権の平均取引価格（t-CO2e あたり）は 2015

年 11,007 ウォン、2016 年 17,179 ウォン、2017 年 20,879 ウォン、2018 年 22,127 ウォンと持

続的に上昇した。 
                                                   
9環境部報道資料（2018.9.20）「排出権取引制度１期、排出権不足なく安定的に運営」 
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