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1. はじめに 

2019 年 12 月 2 日から 15 日にかけてスペイン・マドリードにおいて開催された気候変動会合で

は、予定を 44 時間延長して交渉が続けられたが、期待されていたパリ協定 6 条（市場/非市場メ

カニズム）については合意が見られず、翌年度に持ち越しとなった。他方、技術関連の活動は、

昨年のカトヴィツェ（COP24/ CMA1-3）で実施細則が合意され、「パリ協定」の実施に向けた作業

が進められている。 
 
2019 年は主に技術メカニズムの構成主体である TEC と CTCN が、カトヴィツェで合意された

パリ協定の「技術枠組み」実施細則を踏まえ、それぞれの 4 ヶ年活動計画を立案する作業が行わ

れた。9 月にフランス・パリで開催された第 14 回気候技術センター・ネットワーク（CTCN AB14）
諮問委員会では、CTCN 事務局の新ディレクターRose Mwebaza が今後の CTCN の方向性について

のビジョンを示した。また、翌週にドイツ・ボンで開催された第 19 回技術執行委員会（TEC19）
では 2019-2022 年の TEC 作業計画について話し合いが行われた。 

 
2019 年 6 月にドイツのボンにおいて開催された第 50 回補助機関会合（SB50）では「技術移転

にかかわるポズナン戦略計画」について話し合われた。12 月の COP25 における「技術執行委員会

（TEC）及び気候技術センター・ネットワーク（CTCN）の共同年次報告」では、TEC と CTCN に

よる技術メカニズムの効果的な実施に進展があったことが歓迎された。また、「CTCN レビュープ

ロセスと定期評価の整合」、「ポズナン戦略プログラム」についても話し合いが行われ、議論に一

定の進展を見た。 
 
本報告書は、これら一連の会合における論点を整理し、成果をまとめたものである。その上で、

パリ協定のもとでより効果的・効率的な技術協力を進めていくために、技術メカニズムの課題と

改善点を整理し、今後のあり方について考察を行っている。 
 
 



 

2. 第 50 回補助機関会合（SB50） 

2019 年 6 月 17 日～6 月 27 日、ドイツ・ボンにおいて、科学上及び技術上の助言に関する補助

機関（SBSTA）と実施に関する補助機関(SBI)会合の第 50 回会合（SB50）が開催された。技術関

連議題として「SBI 議題 11 技術移転にかかわるポズナン戦略計画」について下記概要の議論が行

われた。 
 
2.1. SBI 議題 11：技術移転に係るポズナン戦略計画 

(1) 概要 
SBI34 は GEF に、技術移転に係るポズナン戦略プログラム（PSP）について、SBI での検討に関

する活動の進捗に係る報告書を提供することを依頼した（FCCC/SBI/2011/7, パラ 137）。 
SBI40 においては、途上国から PSP と技術メカニズムの活動に対する重複が指摘されたことか

ら、技術メカニズムをさらに強化する目的で TEC が PSP を評価し，SBI43 を通じて COP へ最終

報告することとなった（FCCC/SBI/2014/21, para88）。この結果を受けて SBI43 では、技術メカニズ

ムの有効性を強化する目的で PSP 評価報告の更新を TEC に招請することとなった。SBI47 では、

TEC が評価報告の更新を行う際に情報源となる GEF の中間報告書が十分に揃っていないことを

受け、SBI49 までに当該更新作業を行い報告するよう TEC に招請した。SBI49 ではパリ協定ルー

ルブックに関わる議題を集中的に審議するため、本議題を SBI50 で継続協議することを決定した。 
 

【関連文書】 

 FCCC/SBI/2019/7 Updated evaluation of the Poznan strategic programme on technology transfer. 
Report by the Technology Executive Committee 

 FCCC/CP/2018/6, Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties 

 
(2) 論点 
今次会合ではマラウィの Ms. Stella Gama とオーストリアの Ms. Elfriade More が共同ファシリテ

ーターを務め、6 回の非公式会合が開催された。TEC による PSP 評価報告（FCCC/SBI/2019/7）と

GEF による報告書（FCCC/CP/2018/6）の内容の検討と、それらに基づく今後のステップについて

議論した。主な論点は以下のとおり。 
 GEF の PSP 評価報告書の内容と、これまでの活動について多くの国が歓迎の意を示し、一

部の国が GEF と技術メカニズムの連携強化などの改善点があることを指摘した。報告書を

歓迎し、今後の活動における課題や教訓があることを記載することで合意した。 
 GEF 報告書を踏まえた今後の活動として、TNA への支援が引き続き実施されること、地域

センターの活動について改善するべき点があること、GEF と NDE およびフォーカルポイ

ントとの連携強化が必要であること、等への言及があった。これらの意見を踏まえ、GEF、
NDE、フォーカルポイントの連携強化、および GEF と CTCN の連携強化を奨励する内容の

センテンスに合意した。 
 TEC の PSP 評価報告書の内容について、一部の国が TEC の報告書には大量の情報が含ま

れているため全ての内容を歓迎することはできないとコメントしたため、テキストに連携

強化などの懸念事項を盛り込むことで合意した。 





 

for scaling up their technology action for 
enhanced mitigation and adaptation action. 

collaborate with a view to providing further 
support to developing country Parties for 
scaling up their technology-related action for 
enhanced mitigation and adaptation action, in a 
balanced manner. 

3. The SBI noted the information provided in the 
report referred to in paragraph 1 above on the 
collaboration between the GEF focal points and 
the national designated entities for technology 
development and transfer in response to an 
invitation from SBI 47, and encouraged Parties 
to strengthen this collaboration so as to enhance 
coherence between the support provided by the 
GEF and that provided by the CTCN for 
technology transfer activities. 

3. The SBI noted the information provided in the 
report referred to in paragraph 1 above on the 
collaboration between the GEF focal points and 
national designated entities for technology 
development and transfer in response to an 
invitation from SBI 47 and encouraged 
strengthened collaboration so as to enhance 
coherence between the support provided by the 
GEF and that provided by the CTCN for 
technology transfer activities. It also 
encouraged the GEF and the CTCN to facilitate 
the collaboration, as appropriate. 

4. The SBI welcomed the report of the 
Technology Executive Committee (TEC) on 
the updated evaluation of the Poznan strategic 
programme, undertaken with the aim of 
enhancing the effectiveness of the Technology 
Mechanism. 

4. The SBI also noted the report of the Technology 
Executive Committee (TEC) on the updated 
evaluation of the Poznan strategic programme, 
undertaken with the aim of enhancing the 
effectiveness of the Technology Mechanism. It 
welcomed the information on the experience 
and lessons learned identified in the report and 
encouraged relevant stakeholders to consider 
best practices and lessons learned, including 
challenges, regarding each regional centre. 

5. The SBI invited the CTCN and the TEC to 
include in their joint annual report for 2019 
information on their plans and actions in 
response to the relevant recommendations 
contained in the report referred to in paragraph 
4 above. 

5. The SBI invited the CTCN and the TEC to 
include in their joint annual report for 2019 
information on how they will address the key 
messages and relevant recommendations 
contained in the report referred to in paragraph 
4 above. 

6. The SBI also invited the GEF to consider the 
relevant recommendations contained in the 
report referred to in paragraph 4 above and to 
report on its plans to support the 
implementation of these recommendations in 
its annual report to the Conference of the 
Parties at its twenty-fifth session (December 
2019). 

6. The SBI agreed to continue to consider the 
recommendations contained in the report 
referred to in paragraph 4 above at SBI 51 
(December 2019). 

7. The SBI requested the secretariat to prepare an 7. The SBI requested the secretariat to prepare an 



 

updated synthesis report on technology needs 
assessments (TNAs), including the TNAs and 
technology action plans of Parties that 
participated in the second phase of the global 
TNA project, for consideration at SBI 52 (June 
2020). 

updated synthesis report on technology needs 
assessments (TNAs), including the TNAs and 
technology action plans of Parties that 
participated in phase II of the global TNA 
project and taking into account the terminal 
evaluation of phase I and phase II of the project, 
for consideration at SBI 52 (June 2020). 

 
 SBI は、GEF の報告書に含まれる技術移転に関するポズナン戦略プログラムの実施の進捗状

況に関する情報を歓迎（パラ 1） 
 SBI は、技術メカニズムの有効性を高めることを目的として実施された技術執行委員会（TEC）

によるポズナンの戦略プログラムの最新評価に関する報告に留意（パラ 4）。 
 SBI は、CTCN と TEC に対し、TEC 報告書に含まれる主要なメッセージと関連する推奨事項

へどう対応するかについての情報を 2019 年の共同年次報告書に含めることを要請（パラ 5）。 
 SBI は、SBI 51（2019 年 12 月）において TEC 報告書に含まれる勧告について引き続き検討

する（パラ 6）。 
 SBI は事務局に対し、SBI 52（2020 年 6 月）で検討するために TNA 統合報告書の更新版を準

備することを要請（パラ 7） 
 



 

3. 第 14 回気候技術センター・ネットワーク諮問委員会（CTCN AB14） 

第 14 回気候技術センター・ネットワーク（CTCN）諮問委員会（Climate Technology Centre and 
Network 14th Advisory Board: CTCN-AB14）が令和元年 9 月 11〜13 日、フランス・パリにおいて開

催された。 
 
3.1. 開会 

Ms. Orly Jacob（AB 議長）、Ms. Ligia Noronha（UNEP）より開会の挨拶があった。また 2019 年

8 月、新たに CTCN 事務局ディレクターとして Ms. Rose Mwebaza（ウガンダ）が就任したことが

報告された。 
 
3.2. 組織的事項 
3.2.1. アジェンダの採択 

スケジュールを若干変更した上でアジェンダ（AB/2019/14/2.1）が採択された。 
 

3.2.2. 前回会合の議事録 
前回会合の議事録（AB/2019/14/2.2）についてはコメントなく採択された。 

 
3.2.3. 作業概要（Organization of work） 

今次 AB 会合で求められる事項（AB/2019/14/2.3）について確認された。 
 

3.2.4. メンバーシップ 
AB メンバー（AB/2019/14/2.2）が確認された。 
 

3.3. CTCN ディレクターからの開会挨拶 
Ms. Rose Mwebaza より挨拶があり、CTCN は気候変動の解決策に資する重要な取り組みであり、

CTCN を次のレベルに進めていくために尽力する意向が示された。 
 

3.4. 他の UNFCCC 組織とのコーディネーション 
3.4.1. 適応委員会 

欠席 
 

3.4.2. 資金に関する常設委員会（SCF） 
欠席 
 

3.4.3. 資金メカニズム関連事項 
CTCN 事務局より資金メカニズムとの連携状況について報告があった。GEF-7 において資金リ

クエストをしたものの承認されなかったが STAR アロケーションは引き続き活用できると考えて

いること、適応基金を活用して適応に関するキャパビルを行っていること、GCF レディネスプロ

グラムとして 2019 年は 21 のプロポーザルを提出し、16 件が承認され、5 件がペンディングとな

っていること、次期レディネスプログラム（readiness 2.0）においても連携できるよう GCF と協議

を進めること、NDE と NDA 間の連携強化を図っていること等が説明された。 



 

Ms. Mette Moglestue（ノルウェー）はインキュベーター/アクセレレーターの Request for Proposal
（RFP）に関する GCF 理事会における最新の検討状況について説明を求め、CTCN 事務局は GCF
理事会において RFP が保留になっていると回答した。Mr. Erwin Rose（米国）は資金メカニズムと

の連携は効果的に行われており、さらに強化していくことに期待を示した。Mr. Mark Radka（UNEP）
は、GEF の気候変動向け資金は増えていないことに留意しつつ、GCF との連携が強化されている

が、GCF のレディネスプログラムは CTCN 活動全般をカバーするものではないことを説明した。

Mr. Omedi Moses Jura（ケニア）は具体的な活動計画を立てるために予見可能性のある資金を確保

することが重要であることを強調した。 
GCF 事務局 Emerson Resende がプレゼンテーションを行い、GCF として 101 のプロジェクト

（US$ 5.1 billion 相当）を承認し、認証機関は 90 にのぼり、そのうち半数がダイレクトアクセス

機関であること、レディネスプログラムとして 2018 年 8 月から 2019 年 7 月の間に US$ 959 million
が承認されたことなどが説明された。Mr. Erwin Rose（米国）は GEF と GCF の連携、及び TNA や

TAP の活用状況について質問し、COP から GEF との連携、補完の方法を検討することが求められ

ており、成功したプロジェクトのスケールアップを計画していること、TNA を明示していないが

関連する活動を幅広く支援しているとの回答があった。Mr. Soumya Dutta（ENGO）は民間部門の

役割について質し、プロジェクトの 40%は Private Sector Facility を通したものであるとの説明があ

った。 
GEF 事務局より Katya Kuang-Idba がオンラインで参加。ポズナン戦略計画（PSP）として地域セ

ンター、パイロット技術プロジェクト、TNA 作成を支援してきたこと、GEF-7 では引き続き SIDs
と LDCs を対象に TNA を支援すること、技術支援も行うが、カントリードリブンのプロセスであ

り、各国のプライオリティと整合している必要がある旨の説明があった。Mr. Mark Radka（UNEP）
が CTCN は GEF とどのように連携をどのように進めていくべきか質問し、GEF からはフォーカ

ルポイント間の連携が重要であるとの回答があった。 

 
図 3-1 GEF による CTCN 関連プロジェクトの状況 

（出典）CTCN AB プレゼン資料 1 
 

                                                        
1 https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/item_4c_-_gef7_update.pdf 



 

3.5. 技術メカニズム関連事項 
3.5.1. TEC と CTCN の共同活動 

TEC と CTCN の共同活動の内容をまとめた資料（AB/2019/14/5.1）の紹介があり、意見交換が行

われた。 
Mr. Erwin Rose（米国）は、リストにある活動は非常に曖昧であり、実際にどのような活動を行

うのか、どのような成果を目標としているのか不明である、活動内容としては TNA や M&E など

が重要とコメントした。Mr. Kenichi Wada（日本）は TEC と CTCN の活動には重複している部分

があり、協力だけではなくコーディネーションも必要であることを指摘した。Mr. Omedi Moses Jura
（ケニア）は技術枠組みが包括的なガイダンスであり、それに沿って優先順位をつけるなど改善

の余地がある、透明性枠組みに関わる作業も必要とコメントした。Mr. Matthew Kennedy（RINGO）

は活動、アウトカム、タイムライン、アウトリーチ、インパクトを明記し、構成を変更する必要

があるとした。 
TEC 議長と CTCN AB 議長で協議し、さらに内容を詰めていくこととなった。 
 

3.5.2. COP25、TEC19 に向けて 
Ms. Wanna Tanunchaiwatana（UNFCCC）より COP25 に向けたブリーフィングがあり、2020 年ま

でに新しい NDC を提出する必要があり、9 月の気候サミットは野心向上に重点が置かれているこ

と、今年 IPCC の特別報告書が 2 つ出版されること、資金を有効に使うため GCF、CTCN、TEC な

ど組織間及び各フォーカルポイント間の連携、コーディネーションを強化する必要があることを

説明した。 
Ms. Dinara Gershinkova（TEC 議長）より、来週の TEC で 4 ヶ年作業計画を完成させること、パ

リ協定の実施に向け引き続き CTCN と協力していく意向が示された。 
 
3.6. ネットワークの関与、アウトリーチ 

Mr. Henrique Schneider（BINGO）は、独自に行った CTCN の認知に関する調査結果を報告した。

BINGO ネットワークを使って 53 の企業にアンケートを送り、46 社から回答があった（大半が非

CTCN ネットワークメンバー）。マイクロ規模の企業が多く（85％）、業種としては建設、省エネ、

再エネ関連が多い。CTCN ネットワークメンバーになるインセンティブとしては、国際レベル及

び地域レベルのネットワーキング、技術の開発、CTCN ラベルが使えることが挙げられた。逆に

魅力に欠ける面として全企業がコスト/ベネフィット、調達システムと回答。今後、CTCN を改善

していく方策として、入札を 2 段階で行う（第一段階で簡単な審査を行い、第二段階で全ての書

類を必要とする詳細な選定）、入札に対するフィードバックをする、いつ結果が出るかクリアなコ

ミュニケーションなどが提案された。なお、この調査結果については 6.2 節で詳しく扱っている。 
UNIDO は、調達に関するルールに沿って入札を行っているためにこのような課題が出てきてし

まうが、改善できるようにしたいとコメントした。Mr. Erwin Rose（米国）は、CTCN で民間関与

は非常に重要であり、このアンケートの結果をもとに連携を強化する方法を検討するべきと指摘

した。 
 
3.7. ジェンダーに関するワークショプ 

Wiebke Bender（UNFCCC Gender team）がプレゼンを行った。ジェンダーに関する 3 ヶ年作業計

画が 2019 年で終わり、COP25 において CTCN も含めたジェンダーに関する活動が評価されるこ

と、パリ協定における技術関連規定においてもジェンダーが広範に関連していること等が説明さ



 

れた。 
Karina Larsen （CTCN 事務局）によるプレゼンでは、TA のリクエストにジェンダーへの配慮が

どの様に含まれているかチェックしていること、CTCN のウェブサイトにジェンダーハブのペー

ジがあり多数の資料にアクセスできることなどが紹介された。 
 
3.8. CTCN 事務局ディレクターからの報告 

CTCN 事務局の新ディレクターRose Mwebaza が CTCN 活動のアップデートを行うとともに、

今後の CTCN の方向性についてのビジョンを示した。中南米・カリブ海地域では、GCF レディ

ネスを活用しカリブ海諸国複数で沿岸マネジメントの TA を行なっていること、アフリカ地域で

も似たようなリクエストが提出されているので複数国アプローチを検討していること、アジア・

太平洋地域ではアジア地域への支援から太平洋地域へシフトしている傾向があることなどが報告

された。最近の傾向として、NDC によって各国の優先順位が把握できるようになってきたこ

と、複数国での支援実施を進めていること、GCF とのパートナーシップが強化されてきたこ

と、NDE/NDA 間の地域レベルでの連携を進めていること、適応基金や GEF などからの追加資金

を模索していること、プロボノ案件が増加していることが挙げられた。課題としては、インパク

トを示すこと、資金を動員すること、外部に対する存在の示し方を検討すること、科学的・技術

的なリーダーシップを発揮することが挙げられた。 
Ms. Mette Moglestue（ノルウェー）は NDC 更新にあたり CTCN はどのような役割を果たすこ

とができると考えられるか、Mr. Kenichi Wada（日本）はアフリカ開発銀行に勤めていた経験か

ら地域開発銀行を関与させていくアイデアはあるか質問した。これに対し、CTCN の支援におい

て NDC の要素を取り込み、地域開発銀行には既に 1 回目の接触をとったと回答があった。ま

た、Ms. Dinara Gershinkova（TEC 議長）は資金動員においてプロボノはどの程度有効なのか、

Mr. Erwin Rose（米国）は最もインパクトのあった TA はどのようなものか質問した。プロボノに

ついては、日本がタイの鉄鋼産業に対して行なった支援が紹介され、最近では韓国が 50 のネッ

トワークメンバーを登録しプロボノに取り組んでいること、今年は 600 千ドルまで拡大見込みで

あることが示された。インパクトのあった TA としては、ボスニアヘルツェゴヴィナの地域熱供

給、ウガンダの地熱発電、ラオスの都市脆弱性評価の事例が挙げられた。 
 
3.9. TEC と CTCN の共同年次報告書 
3.9.1. CTCN 章 

共同年次報告書の一部（AB/2019/14/8.1）となる CTCN の一年間の活動成果をまとめた部分につ

いて意見交換が行われた。 
Ms. Maia Tskhvaradze（ジョージア）、Mr. Soumya Dutta（ENGO）、Ms. Dinara Gershinkova（TEC

議長）、Mr. Matthew Kennedy（RINGO）は、CTCN の活動に伴い USD 922 million の投資がレバレ

ッジされたという箇所（パラ 22 a）について、どうやって計算したか説明を求め、計算方法を明

記することを提案した。CTCN 事務局は、報告された情報をまとめたものであり、特に計算方法

を明記する必要はないのではないかと回答した。Mr. Omedi Moses Jura（ケニア）は、11.8 million 
トンの排出削減に貢献したという箇所（パラ 22 b）について、実際に実現されたのか、潜在的に

実現できるのかはっきりさせることを求めた。Mr. Erwin Rose（米国）は、資金に関する部分でイ

ヤーマークに関する記述が強調されすぎており、ネガティブな印象を与えないような表現にする

必要があること、また、GCF、GEF との連携について言及があるので適応基金についても言及す

ることを提案した。これに対し CTCN 事務局はイヤーマークについてはよりニュートラルな表現



 

に改めること、資金メカニズムに関する箇所において適応基金への言及は不適であると回答した。

Ms. Moa Forstorp（スウエーデン）は TA に関し、ファスト TA、複数国 TA、NDC に関する TA そ

れぞれの件数を明記することを求めた。 
上記のコメントを踏まえて CTCN 事務局がドラフトをリバイスし、それを元に再度議論を行っ

た。 
Mr. Kenichi Wada（日本）はイヤーマークにより TA 実施にギャップが生じているという表現に

関し、TA の実施率が低かった理由はイヤーマークではなく、GCF レディネスやレスポンスプラ

ンの作成、プロボノが寄与していたと説明を受けており、文章と事実が整合していないことを指

摘した。Mr. Erwin Rose（米国）はイヤーマークに関し、まだネガティブなトーンとなっておりさ

らに修正が必要とした。Mr. Mark Radka（UNEP）は、イヤーマーク付きの資金はよくあることで、

通常とは若干異なる文脈でイヤーマークという用語が使われているため言い換えた方がいいとコ

メントした。 
上記の修正を CTCN 事務局が 1 週間以内に反映し、AB 委員にメールで共有することを前提に

採択された。 
 

3.9.2. TEC と CTCN 共同章 
CTCN AB 議長が TEC と CTCN の共同章（AB/2019/14/8.2）について説明。特段のコメントな

く、翌週の TEC 会合において CTCN AB 議長が TEC 議長とともにドラフトを完成させることとな

った。 
 

3.10. CTCN 資金関連事項 
CTCN 事務局より資金関連の資料（AB/2019/14/10、AB/2019/12/10.1、AB/2019/14/10.2、

AB/2019/14/10.3）について説明があった。 
Mr. Soumya Dutta（ENGO）が TA で使う予定の資金が予算を大きく下回っている理由を質し、

CTCN 事務局はGCFのレディネスプログラムの準備やレスポンスプランの作成に労力を使ったこ

と、プロボノの提供があったことも寄与していると説明した。Ping Zhong（中国）はアウトリーチ

が予算を超えて実施されている理由を問い、EC よりマッチメイキングイベントを使うことの要請

があり、また、気候ウィークに NDE が長期間参加したことが影響しているとの回答があった。Ms. 
Mette Moglestue（ノルウェー）はホスト組織から予算を得ることは検討しているか質問し、UNEP
の資金を CTCN に割り当てることは内部で競争があるため保証できず、ドナーからの資金が望ま

しいがトライはしてみるとの説明があった。 
 

3.11. CTCN 年間作業計画と 2020 年予算 
CTCN 事務局より資料（AB/2019/12/11.1）に沿ってプレゼンがあった。 
Mr. Henrique Schneider（BINGO）は TA について 2019 年はほぼ同額の予算を組んでいるが、使

い切れなかったため今年は実情に合わせて削るべきではないかとコメントした。これに対し、今

年の執行額は予算額に達しないが、それが CTCN 作業の限界という訳ではなく、今後、リクエス

トも増えていくことを見込んでいると回答があった。Ms. Orly Jacob（カナダ）は、現在の形式だ

と何に対応できていないかはっきりしないため、年間計画を技術枠組みに沿った形にすること、

Ms. Moa Forstorp（スウエーデン）は予算が限られている中、どのような活動が最も効果的なのか

考え 2020 年はそこに資金を投入することを提案した。Mr. Erwin Rose（米国）は南-南協力につい



 

て言及が多いが、地域アプロ―チも重要であること、幅広く民間部門を関与させること、GCF だ

けでなく GEF や適応基金との連携についても言及することを求めた。 
これらのコメントを受け、CTCN 事務局が CTCN 年間作業計画と 2020 年予算の資料をリバイス

し、完成させることとなった。 
 

3.12. CTCN 活動のモニタリング・評価（M&E） 
M&E 指標を作成している外部専門家がプレゼンを行った。M&E フレームワークは社会変革理

論（Theory of Change）とパフォーマンス測定フレームワーク（PMF）を 2 つの柱としていること、

TEC の作業とも整合させていること、CTCN に期待されているインパクト（NDC や国の優先順位

に基づく環境技術を普及させること）を踏まえて指標を作成したこと、10 月末までに M&E の最

終版を作成することを報告した。 
Mr. Kenichi Wada（日本）は過去の CTCN の活動に対して適用してみて実際に機能するかどうか

テストしてみることを提案した。これに対し、検証は業務の一部となっておりテストすることを

予定しているとの回答があった。Mr. Tomoo Machiba（CTCN）は GCF も同様に M＆E 指標を作成

しており、適用にあたってはリソースの関係で現実的にどのように実施できるのか検討しなけれ

ばならないことを留意した。Ms. Mette Moglestue（ノルウェー）は資金動員については UNFCCC
の交渉プロセスで検討されていることに留意しつつ、透明性枠組みの GHG インベントリーを参

考にすることを示唆した。Mr. Erwin Rose（米国）は数字では表わせない質的な情報も必要である

こと、簡略化して鍵となる指標によってインパクトを対外的に示せるようになると良いとコメン

トした。 

 
図 3-2 CTCN 活動の成果とインパクト 





 

4. 第 19 回技術執行委員会（TEC19） 

第 19 回技術執行委員会（19th Meeting of the Technology Executive Committee: TEC19）が令和元年

9 月 16〜19 日、ドイツ・ボンにおいて開催された。 
 
4.1. 開会 

2019 年度 TEC 議長の Ms. Dinara Gershinkova (TEC 議長)より開会の挨拶があった。 
 
4.2. 組織的事項 
4.2.1. アジェンダの採択 

アジェンダ（TEC/2019/19/1）が採択された。 
 

4.2.2. 作業概要（Organization of work） 
発表を予定していた UN DESA が欠席になったことが報告された上で、作業スケジュール

（TEC/2019/19/2, 3）について確認された。 
 

4.2.3. メンバーシップ 
都合により Mr. Muhammad Omar（パキスタン）が辞任し、代わりに Mr. Ali Malik（パキスタン）

が委員として就任したことが報告された。 
 
4.3. 関連会合・取組みの報告 
4.3.1. 第 50 回補助機関会合（SB50）の結果 

UNFCCC 事務局より SB50 の結果報告が行われ、技術移転関連議題では、地球環境ファシリテ

ィ（GEF）および技術執行委員会（TEC）の報告書について主に議論が行われたこと、またサイド

イベントとして緩和技術専門家会合（TEM-M）、TEC とワルシャワ国際メカニズム（WIM）共催

の沿岸技術に関するダイアローグが開催されたことが報告された。Ms. Kinga Csontos（ハンガリ

ー）は、ジェンダー関連のイベントに参加したことを報告。Ms. Alysha Bagasra（ニュージーラン

ド）はキャパシティ・ビルディングに関するパリ委員会（PCCB）のサイドイベントへ参加したこ

とを報告。Mr. Igor Onopchuk（ウクライナ）は TEC および NDC 関連のイベントへ参加したこと

を報告。また Mr. Ladislaus Kyaruzi（タンザニア）は、交渉に携わっていない委員のために、SB50
では GEF との連携についての交渉が難航したことを報告されるべきと指摘した。 

 
4.3.2. 第 25 回締約国会議（COP25）の見通し 

UNFCCC 事務局よりプレゼンテーションが行われ、9 月 23 日の週にニューヨーク市において

国連気候行動サミットが開催されること、プレ COP のアジェンダはまだ発表されていないが多

くのサイドイベントが計画されていること、また COP25 の技術関連では共同年間報告書、ポズ

ナン戦略計画（PSP）、気候技術センター・ネットワーク（CTCN）と技術メカニズムの定期評価

のタイミング調整の 3 つの議題が上がることが報告された。 
 
4.3.3. 2019 年における TEC 関連のイベント 

Mr. Jorge Castro（ウルグアイ）より、ラテンアメリカ地域での TEM へ参加したことが報告され

た。また Mr. Mareer Mohamed Husny（モルディヴ）より太平洋地域気候ウィークと同時開催され



 

た CTCN 地域フォーラムへ参加したことが報告された。 
 
4.3.4. 技術ファシリテーションメカニズム（TFM） 

UN DESA 欠席により、次回会合へ持ち越しとなった。 
 
4.3.5. そのほか 
特に無し。 

 
4.4. CTCN 関連事項 

CTCN 諮問委員会（AB）議長 Ms. Orly Jacobs（カナダ）より、第 14 回 CTCN-AB について報

告、また CTCN 新事務局長 Ms. Rose Mwebaza より挨拶に続き、CTCN 活動の最近の傾向や複数

国での支援実施にフォーカスしていること等について報告された。Mr. Naoki Mori（日本）はネッ

トワークメンバーの更なる活用について質問し、CTCN 事務局は CTCN-AB でも同様の質問があ

ったこと、また解決策について検討していると説明した。Ms. Alysha Bagasra（ニュージーランド）

は CTCN が地域アプローチに力を入れている理由について質問し、CTCN 事務局は、複数国から

類似の支援リクエストがあったため、これをまとめた形で実施していると説明した。Mr. Ayele 
Anabo（エチオピア）はリクエスト数の増加に対応するための資金動員について新たなアプローチ

を計画しているか質問し、CTCN 事務局はネットワークメンバーや政府からの支援、またプロボ

ノに力を入れたいと回答した。また Mr. Mareer Husny（モルディヴ）はアジア地域からの支援リク

エストが減少傾向にあることに対して質問し、CTCN 事務局は特に理由が分かっていないこと、

ただし今後はデータを使って調査を行いたいと説明した。 
 
4.5. 2019-2022 年作業計画の実施 
4.5.1. 2019-2022 年作業計画（案）の紹介 

TEC 議長(Ms. Dinara Gershinkova)が活動計画のドラフト（TEC/2019/19/4）について説明した。

前回の会合後、計画のさらなる具体化、タイムラインや整合性を持たせる作業を行ったこと、ま

た 5 つのタスクフォースに加えて、モニタリングと評価（M&E）、アウトリーチ、政府間の協力の

3 つのタスクフォースを追加したことが説明された。Ms. Kinga Csontos（ハンガリー）は活動事項

が多いたため、一部を次の活動計画に繰り延べることも考慮するべきと指摘した。Mr. Ladislaus 
Kyaruzi（タンザニア）は 8 つあるタスクフォースは多いため、5 つに絞るべきと提案した。Mr. 
Erwin Rose（米国）は、活動計画は技術フレームワークの 5 分野を網羅していることが重要だが、

同時に活動全体に整合性を持たせること、そして与えられたリソースの中でより効果的な活動を

行うためには、活動事項に優先順位をつける必要があることを指摘した。Mr. Naoki Mori（日本）

は、ステークホルダーとどう連携するかについて検討する必要があること、また連携する組織の

例として、UNFCCC のもとでのステークホルダー以外に、例えば、気候変動に関する政府間パネ

ル（IPCC）、持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）、地域開発銀行などが挙げられる

ことを指摘した。また YOUNGO および BINGO は、両団体もタスクフォースに含めることを求め

た。協議の結果、5 つの分野それぞれについて 2 つのグループに分けて協議を行ったのち、各グル

ープのファシリテーターが結果を報告、全体で協議を行った。 
 
4.5.1.1. イノベーション 
Mr. Mareer Husny（モルディブ）より協議結果が報告された。Mr. Erwin Rose は、活動 4 について



 

TEC 内で合意に至っておらず削除するべきと指摘し、Mr. Naoki Mori（日本）はこの意見を支持す

るとともに、TEC としては動きが早い気候変動にかかる技術イノベーションについて常に情報を

フォローし、中長期的にプッシュするべきイノベーションの特定やそのための TEC が担うべき

役割を明確にするため活動が必要であることを指摘した。Mr. Igor Onopchuk（ウクライナ）は、活

動内容についてはすでに協議および合意済みであり、是非を協議するべきではないと指摘した。

協議の結果、活動 4 は保留にし、残りは合意に至った。 
 
4.5.1.2. 連携 
Mr. Mareer Husny（モルディブ）および Mr. Jorge Castro（ウルグアイ）より報告があり、4 年間の

他組織との連携についてまとめた報告書を作る作業が追加されたと説明された。その他、特にコ

メントはなく合意に至った。 
 
4.5.1.3. 実施 
Mr. Jorge Castro（ウルグアイ）より協議結果が報告された。Mr. Erwin Rose（米国）は、このトピ

ックで重要な活動は TNA ガイドラインの更新であること、またグループ・ディスカッションで

協議で提案されたYOUNGOが作業の一部を行うことに反対を示した。これに対してMr. Ladislaus 
Kyaruzi（タンザニア）、Mr. Robert Berloznik（ベルギー）などが YOUNGO の参加に賛成を示した。

Mr. Naoki Mori（日本）は社会の変革において若者の情熱と行動がさらに重視されるべきであり

TEC としても彼らからの意見やアイデアを積極的に取り組む姿勢が求められると指摘。Mr. Ayele 
Anabo（エチオピア）は、YOUNGO が TEC をサポートするというニュアンスにすることを提案し

た。Mr. Erwin Rose（米国）が組織名を略語でなくスペルアウトすることを指摘し、合意に至った。 
 
4.5.1.4. 促進環境 
Mr. Erwin Rose（米国）より協議結果が報告された。Mr. Erwin Rose（米国）は、 “barriers” はネガ

ティブであり、技術フレームワークにも一度しか使われていない言葉であるため削除するべきと

指摘した。Ms. Adelle Thomas（バハマ）は“barriers”は COP 決定文書に言及されており、活動自体

の削除には反対した。ハドルの結果、 “barriers” を “challenges” に変更もしくはカッコに入れる

などの修正をして合意に至った。 
 
4.5.1.5. 支援 
Mr. Erwin Rose（米国）活動 6（革新的な資金動員に関するコンセプトノートの作成）はさらに具

体的にする必要があり、作業が広範囲に渡るため削除するべきと指摘した。Mr. Naoki Mori（日本）

はイノベーティブな技術に資金動員を行う場合のリスク負担等において公的部門の役割が大きく、

その観点から TEC が政策提言を行う意味がある一方で、TEC の役割をもう少し明確にするべく

革新的な資金動員にかかるマッピング等から始める必要性を指摘した。協議の結果、コンセプト

ノートの作成を 2020 年から 2021 年に動かすことで合意に至った。 
 
4.5.2. 2019 年の TEC の活動報告 
4.5.2.1.  技術ニーズ評価（TNA）の成果と課題 

UNFCCC 事務局より、TNA の成果や課題（TEC/2019/19/5）について報告された。2017 年から

はフェーズ 3 として、後発開発途上国や島嶼国での活動に力を入れていることや、TNA の報告形

式は国によって異なること、TNA は UNFCCC の TT:CLEAR のウェブページで閲覧可能であるこ



 

と、また NDC、TNA、TAP の整合性を持たせることに留意していることが説明された。また外

部コンサルタント（Wytze van der Gaast, JIN Climate and Sustainability）より TNA に関する調査につ

いて報告され、課題としてステークホルダーの役割の明確化、資金ドナーの早期特定、実施に関

するキャパビルの必要性が挙げられた。Mr. Ayele Anabo（エチオピア）は、ボトムアップのアプ

ローチをさらに強調すべきであり、また TNA の実施にあたり支援の必要な国もあることを指摘

した。Mr. Erwin Rose（米国）は、ドラフトには優先されるべき技術についての言及があるが、TEC
はあくまでも中立的な立場を保つべきであると指摘した。また Mr. Naoki Mori（日本）は、2015 年

のグッドプラクティス報告書では資金動員の必要性についての言及があり、今回の報告書では資

金に関する成功例が挙げられていることを評価するとともに、同情報はユーザーにとって有益な

情報となるのでより詳細情報を記載することを要望した。ドラフトは、タスクフォースが 2019
年 10 月末までに完成させることで合意した。 

 

 
図 4-1 TNA 実施国 

（出典）TEC プレゼン資料 3 
 

                                                        
3 
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/tn_meetings/36ff383b23594cb196efa87a22e3f213/5
11272c7bb48431486b2b2b9eb08d653.pdf 



 

 
図 4-2 TAP において優先順位が高いとされたセクター 

（上段：アフリカ、中段：アジア、下段：アフリカ、左列：緩和、右列：適応） 
（出典）TEC プレゼン資料 

 
4.5.2.2. 内生的キャパシティ 

Mr. Mareer Husny（モルディブ）は TEC 会合の合間に適応委員会（AC）、GEF、緑の気候基金

（GCF）、The Least Developed Countries Expert Group (LEG)、PCCB、NDE にフィードバックを求

め、PCCB より Means of Implementation Day にパートナーとして参加することに関する打診があ

ったと説明した。Mr. Erwin Rose（米国）は、endogenous capacity を独立のトピックとして扱うこ

との意義について疑問があると発言した。またより大きなインパクトのためには国連外の組織と

も連携する必要があること、また作業のペースが遅いことを指摘した。Mr. Igor Onopchuk（ウク

ライナ）はこれに対して、進捗は遅いが UNFCCC でこのような作業を行っている組織は TEC 以

外にはなく、TEC がリーダー的役割を果たすことが出来ることを有益であると指摘した。 
PCCB との連携については Mr. Mareer Husny（モルディブ）を中心に、Ms. Alysha Bagasra（ニュ

ージーランド）と Mr. Naoki Mori（日本）が引き続き検討する。 
 
4.5.2.3.  ワルシャワ国際メカニズム（WIM）との連携 
地球環境ファシリティ（GEF）がオンラインで参加し、GEF の技術移転に係る支援プログラム

であるポズナン戦略計画（PSP）の状況について報告した。また TEC が過去に実施した PSP 評価

の更新作業に必要となる、PSP 下で実施された事業の中間評価報告書について、16 のうち 11 が

提出済であることが報告された。これを踏まえ、TEC にて PSP 評価の更新作業を開始し、次回

TEC18 までにドラフトを準備することについて合意した。 
 
4.5.2.4.  TEM-M に関するレコメンデーション 
Ms. Dinara Gershinkova（ロシア）は、TEM-M に関するレコメンデーションのドラフト



 

（TEC/2019/19/6）をもとに、2019 年は TEC は SB50 での TEM-M およびラテンアメリカ、アジア

地域での TEM-M に参加したことを説明した。Mr. Erwin Rose（米国）は、カーボンプライシング

については TEC 内でもコンセンサスがないことを理由に、3. (a) (i)および(ii)の削除を提案した。

これに対して Ms. Kinga Csontos（ハンガリー）、Ms. Alysha Bagasra（ニュージーランド）などが

同調し、3. (a)を残して(i)以下を削除することで合意した。 
 
4.5.2.5.  TEM-A 

Mr. Igor Onopchuk（ウクライナ）よりタスクフォースの作業について報告された。2019 年のト

ピックは民間セクターを含む適応資金動員であり、ウズベキスタンなどで 4 回のミーティングを

開催すること、SB50 期間中に TEM-A を開催しテクニカルペーパーを準備していること、また

2020 年のトピックは教育およびトレーニングであることが説明された。 
 
4.5.2.6.  GCF との連携について 

GCF 事務局は、これまでの活動について報告された。新たなレディネスプログラムのガイドラ

インを作成していること、レディネスプログラムは CTCN のプラグマティックなアプローチに適

合しており、複数国での支援に対応していること、インキュベーター・アクセレレーターについ

ての RFP は現段階では保留になっていること、また 2019 年は GCF にとって初めての資金補填が

あり、11 月の理事会で承認されること等を説明した。また COP25 では GCF と関連機関の会合を

開催し、今後どのように連携を高めるか見直すと説明した。 
Mr. Erwin Rose（米国）は、GEF が実施していたパイロットの地域センター（廃止予定）につい

て GCF に継続のリクエストがあったか、またレディネスプログラム以外での CTCN の連携を検

討しているか質問し、GCF 事務局からは地域センター継続について現時点で計画はないこと、レ

ディネスプログラム以外の連携については検討していると説明された。Mr. Naoki Mori（日本）は

GCF が技術移転に関する情報をトラッキングするべく指標を作成中である点につき、同情報は

TEC の活動にかかる M&E とも関連するものとなり重要であることを指摘し、現段階での指標の

考え方について説明を求めた。 
 
4.5.2.7.  PSP へのキーメッセージとレコメンデーション 

Mr. Suil Kang（韓国）が PSP に関するキーメッセージとレコメンデーションに関するドラフト

（TEC/2019/19/7）および PSP の評価報告書（FCCC/SBI/2019/7）を説明した。更新された PSP を

もとに７つのレコメンデーションと 14 のキーメッセージを挙げたことが説明された。 
 
4.5.2.8.  資金に関する常設委員会（SCF）へのインプット 

Mr. Erwin Rose（米国）が SCF へのインプットに関するドラフト（TEC/2019/19/8）について説

明した。また SCF は、スコープ、フォーマット、タイミング、インプットへの対応についての説

明があったと報告した。Ms. Orly Jacobs（カナダ）は、技術メカニズムと資金メカニズムのフォー

カルポイントの連携を明示的に示す必要性について指摘した。Mr. Erwin Rose（米国）は、SB50 で

交渉が難航したパラ c をどのように修正すべきか検討していると説明した。協議の結果、SCF へ

のインプットに関するドラフトが合意された。 
 
4.5.2.9.  行動変化に関する政策と技術オプション 

UNFCCC 事務局より、行動変化に関するコンセプトノート（TEC/2019/19/9）をもとに、行動変



 

化により EU では CO2 の排出量が BAU 比-25％にできること、ステークホルダーとしては国連組

織のみでなく民間セクター、アカデミア、政府、NGO が検討できることが説明された。Mr. Pedro 
Borges（ベネズエラ）は、行動変化は幅広いトピックであり、TEC としてのマンデートにどのよ

うに当てはまるのかよく検討する必要があると指摘した。Ms. Alysha Bagasra（ニュージーランド）、

Mr. Erwin Rose（米国）、Ms. Kinga Csontos（ハンガリー）も類似の見解を述べた。Mr. Ayele Anabo
（エチオピア）は行動変化を促すためのインセンティブについて、補助金は有効だがその他の方

法についても検討する必要があると指摘した。Mr. Naoki Mori（日本）は、行動変化は重要なトピ

ックであるが倫理、文化、生活習慣等とも関連しており、政策だけでなく教育を通じてどのよう

に普及させるかが重要であると指摘した。 
 
4.5.2.10.  ジェンダーと技術の関連について 

UNFCCC 事務局が、ジェンダーと技術に関するコンセプトノートについて説明した。Mr. Pedro 
Borges（ベネズエラ）は、ジェンダーを M&E における評価基準の 1 つとして取り入れることを提

案した。 
 
4.5.3. TEC・CTCN の共同活動 

Ms. Dinara Gershinkova（TEC 議長）が、TEC・CTCN 共同活動のプロポーザル（TEC/2019/19/11）
について、前回の TEC・CTCN 共同会合（2019 年 3 月）での協議の結果をもとに TEC と CTCN
の議長と副議長が作業を行ったことを報告した。プロポーザルでは、研究開発（RD&D）、技術の

アップテイク、長期的移行、TNA、M&E、アウトリーチの 6つの分野を柱として活動事項を整理

している。Mr. Ayele Anabo（エチオピア）は、TEC と CTCN どちらがリードを取るのかプロポー

ザルでは明確になっていないと指摘した。Mr. Erwin Rose（米国）は、4 年間の活動計画に落とし

込む必要があることを考慮し、活動に優先順位をつけるべきとして指摘した。これらのフィード

バックをもとに、次の TEC 会合（2020 年春）までに TEC と CTCN の議長および副議長が次のド

ラフトを作成することで合意した。 
 
4.6. モニタリング・評価 

外部コンサルタントより、TEC の M&E は CTCN のものとタイムラインを合わせてあること、

5 つのアウトカムと 16 のアウトプットに関するインディケーターを作成した事など、M&E の仕

組みについて説明された。 
Mr. Naoki Mori（日本）は、アウトプットの定量化は TEC が行ったことなので比較的簡単であ

るがアウトカムはステークホルダーの変化に注目するもので定量化が難しい。この観点から、

NDE からアンケートのような形でデータを得ることには同意すること、一方で NDE がアンケー

トに回答するインセンティブが必要である点を指摘。また M&E を実施するために TEC として追

加的資金が必要か質問した。コンサルタントは CTCN の M&E のために NDE へアンケート実施

を検討しており、TEC に関する調査も同時に行えると説明し、また資金についてはデータ収集以

外に必要な作業はないとした。Mr. Pedro Borges（ベネズエラ）は、インディケーターは実際はど

のような仕組みになっているかについて質問し、コンサルタントからは M&E を 1 年間ほどパイ

ロットとして使用し、その後サンプルを見ることができると説明された。 
これらのフィードバックをもとにコンサルタントが M&E を修正し、次回の TEC 会合（2020 年

春）で試験的に使用することで合意した。 
 



 

4.7. コミュニケーション・アウトリーチ 
時間制限のため協議は行われなかった。TEC 議長および副議長がドラフトを作成し、後日委員

に回付されることとなった。 
 

4.8. TEC と CTCN の 2019 年共同年次報告書 
4.8.1. COP へのキーメッセージとレコメンデーション 

COP へのキーメッセージに関するドラフト（TEC/2019/19/13.1、TEC/2019/19/13.2）をもとに協

議が行われた。TEC/2019/19/13.2 に関して Mr. Ayele Anabo（エチオピア）は、パラ 1. (a)と(b)に関

して”endogenous”と”indigenous”の定義について合意に至っていないため削除するべきと指摘

した。Mr. Igor Onopchuk は、定義について様々な作業を行ったことは成果の一環であるため残す

べきと主張した。Mr. Erwin Rose（米国）はこれらのパラは修正が必要と指摘し、協議の結果

TEC/2019/19/13.1 は合意、TEC/2019/19/13.2 は 1. (b)を引き続き修正することで合意に至った。 
 

4.8.2. TEC の活動に関する章 
Ms. Dinara Gershinkova（TEC 議長）がドラフト（TEC/2019/19/14）について説明した。 
Mr. Naoki Mori（日本）は、「C. 課題と教訓」について CTCN との連携が強くなってきている

ことを評価しつつ、例えば CTCN が現場で得た知見が必ずしも政策提言を行う TEC にフィード

バックされていないなど両組織の役割分担を踏まえたより具体的な連携方法を明確にする必要が

あると指摘した。Mr. Ayele Anabo（エチオピア）は、PCCB 等との連携をさらに深めていく必要が

あると指摘した。Ms. Alysha Bagasra は、ジェンダーに関する活動は lessons learned とされている

が、ジェンダーのフォーカルポイントを設置するなどの作業が残るため、課題とするべきと指摘

した。また Mr. Igor Onopchuk（ウクライナ）は資金動員とステークホルダーとの連携について、

資金の必要性よりも連携が強調されるべきと指摘した。また Ms. Alysha Bagasra（ニュージーラン

ド）も資金動員についてまだ十分に協議ができておらず、キーメッセージに含めることは時期尚

早であると指摘した。 
これらのフィードバックを反映した文書に修正し、ドラフトが合意された。 
 

4.8.3. TEC・CTCN 共同章 
Ms. Dinara Gershinkova (TEC 議長)よりドラフト（EC/2019/19/15）について説明された。Mr. 

Mareer Husny（モルディブ）は、パラ 2 は本会合の協議内容によって変更になる可能性があるこ

とを指摘した。TEC と CTCN の議長および副議長が引き続き作業を行うことで合意に至った。 
 
4.9. その他 

Mr. Robert Berloznik（ベルギー）より、Global Sustainable Technology & Innovation Conference (G-
STIC)への TEC の参加が提案された。Ms. Stella Gama（TEC 副議長）および Mr. Erwin Rose（米国）

より費用についての質問があり、参加費は免除されるが旅費は支給されないことを説明した。参

加については仮に同意し、引き続き検討を行うことで合意に至った。 
 
4.10. 次回会合の日程と場所 

2020 年 3 月 24 日～27 日に開催予定であることがアナウンスされた。Mr. Erwin Rose（米国）は

前回の TEC・CTCN 共同会合は有益であり、今後もこのような形で開催するべきと指摘した。こ

れに対して UNFCCC 事務局より、TEC はマンデートの関係でボンで会合を開催する必要があり、





 

5. 第 25 回 気候変動枠組条約締約国会議（COP25） 

2019 年 12 月 2 日から 12 月 15 日までスペイン、マドリードにおいて「国連気候変動枠組条約

第 25 回締約国会議（COP25）」、「第 51 回実施に関する補助機関会合（SBI51）」、「第 51 回科学上

及び技術上の助言に関する補助機関会合（SBSTA51）」、「京都議定書第 15 回締約国会合（CMP15）」、
「パリ協定の実施に関する特別作業部会第 2 回（CMA2）」からなる一連の気候変動会合が開催さ

れた。技術関連議題としては、「技術執行委員会（TEC）及び気候技術センター・ネットワーク（CTCN）

の共同年次報告（COP 議題 9、CMA 議題 7、SBSTA 議題 5 、SBI 議題 13 (a)）」、「技術開発移転 
(b) CTCN レビュープロセスと定期評価の整合（SBI 議題 13）」、「ポズナン戦略プログラム（SBI 議
題 13 (c)）」の全 3 議題が取り扱われた。 
 
5.1. CMA 議題 7/COP 議題 9/SBSTA 議題 5/SBI 議題 13 (a)：技術執行委員会（TEC）及び機気

候技術センター・ネットワーク（CTCN）の共同年次報告 
(1) 概要 
COP20 において、TEC と CTCN はそれぞれの活動と成果について補助機関会合を通じ COP に

引き続き報告していくことが決まり、COP21 において TEC と CTCN はパリ協定の実施支援に係

る活動について補助機関会合を通じて CMA に報告することが決められた。本年の共同年次報告

書の主な内容は、以下の通り。 
 技術枠組みの内容を踏まえ、TEC と CTCN はそれぞれの長期活動計画（2019 年–2022 年）を

作成した。 
 2019 年−2020 年の活動にあたり、TEC と CTCN は研究・開発・実証（RD&D）、技術の普及、

長期な技術革新、TNA、モニタリングと評価（M&E）、コミュニケーションとアウトリーチの

分野で連携し作業を行う。 
 TEC と CTCN の活動のインパクトや進捗を評価するため、M&E のシステムを開発している。 
 技術メカニズムの活動に関する情報をより多くのオーディエンスに共有するため、サイドイ

ベントなどを共同で開催した。 
 NDE との連携をさらに強化するため、ラテンアメリカ・カリビアン気候ウィーク、及びアジ

ア太平洋気候ウィークにおいて緩和に関する TEM を共同で開催した。 
 資金メカニズムや、気候変動枠組条約下の他組織との連携を強化している。 
 

【関連文書】 

 FCCC/SB/2019/4 Joint annual report of the Technology Executive Committee and the Climate 
Technology Centre and Network for 2019 

 
(2) 論点 
TEC と CTCN による共同年次報告については Stella Gama （マラウィ）及び Steven Turnbull （豪

州）を共同ファシリテーターとし全6回の非公式協議及び Inf-Inf会合において協議が重ねられた。 
主な論点は以下のとおり。 
 TEC と CTCN の活動をまとめた共同年次報告書について、多くの国がこれを歓迎した。また、

TEC、CTCN それぞれが技術枠組みの要素を作業計画に取り込んだこと、4 カ年作業計画の策

定を完了したこと、モニタリング評価（M&E）に取り組んでいること、CTCN と GCF の連携

























 

れぞれどのように対応するかを 2019 年の共同年次報告書に含めることを招請した。また、レコメ

ンデーションについては SBI51 で引き続き協議することに合意した。 
SBI51 ではポズナン戦略計画の進捗レポートを検討するとともに、TEC による評価レポートに

含まれるレコメンデーションについて継続協議し、必要に応じて今後の行動を決めることが求め

られていた。 
 

【関連文書】 

 FCCC/CP/2019/5 Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties 

 FCCC/SBI/2019/7 Updated evaluation of the Poznan strategic programme on technology transfer. 
Report by the Technology Executive Committee 

 FCCC/SBI/2019/L.6 Development and transfer of technologies: Poznan strategic programme on 
technology transfer 

 
(2) 論点 
「ポズナン戦略プログラム」について、Elfie More（オーストリア）と Mareer Mohamed Husny

（モルディブ）を共同ファシリテーターとした非公式会合と Inf-Inf 会合において協議が重ねられ

た。主な論点は、以下の通り。 
 GEF の資金について、GEF の第 7 次増資期間（2018 年-2022 年）にも PSP 実施のための資金

を含めること、また技術移転のための資金をスケールアップすることを SBI から GEF へ直接

要請するパラを含めるべきと主張があった。これに対し、GEF 第 7 次増資期間の内容はすで

に決まったことであり、GEF の資金についての言及や、資金メカニズムに対して GEF へ直接

ガイダンスを出すことは本議題のマンデート外であると反論があった。協議の結果、技術移

転に関する活動は STAR で各国に割り当てられた資金を各国に活用するよう推奨するパラと

することで合意された。 
 TNA の実施について、後発開発途上国や島嶼国の中で、GEF の TNA 第 4 フェーズの対象に

なっていない国があることを指摘、これらを同フェーズに含むべきとのパラを入れるべきと

の主張があった。これに関して GEC 事務局代表より、TNA 第 4 フェーズに含まれないもの

の、STAR で割り当てられた資金を活用して実施することは可能であると説明があった。協議

の結果、COP より GEF に対して第 4 フェーズ対象外国も対象にすることを検討することを

推奨する内容にするパラグラフが合意された。 
 パイロット地域センターについて、GEF 事務局に対し各地域センターの現状について質問が

あった。GEF 事務局は、アフリカにある同センターへの GEF からの出資は終了したこと、セ

ンターの活動継続は共同で出資していた国際開発金融機関の意思次第であることを説明した。

一部の国がアフリカ地域センターの継続を求めるパラを入れるべきことを求めたが、PSP は

完了しており継続ではなく、PSP から得た課題を今後どのように活用するかについて議論す

るべきとの反対意見があった。協議の結果、CTCN に対し GEF や国際開発金融機関と協議を

行い上記地域センターからの教訓を今後の活動に生かすことを推奨することで合意された。 
非公式会合における上記議論を経て、SBI 閉会プレナリーでは特段のコメントなく結論文書案

（FCCC/SB/2019/L.22）が採択された 







 

 GEF の PSP 評価報告書、および同プログラムの進展を歓迎（パラ 1） 
 GEF の技術ニーズ評価（TNA）第 4 フェーズにおいて、15 の後発開発途上国と島嶼国におけ

る TNA の作成および更新のための支援が承認されたことを歓迎。ただし、このフェーズの対

象となっていない後発開発途上国と島嶼国があることに留意。（パラ 3） 
 TNA や技術行動計画（TAP）の結果を実施することの重要性に留意。そのために各締約国が、

GEF の「透明な資源割当システム (STAR)」の資金を活用することを奨励。 
 TEC と CTCN の共同年次報告書に含まれる、TEC の PSP 評価報告書記載のキーメッセージ

やレコメンデーションへの対応に関する情報を歓迎。（パラ 7） 
 COP より GEF に対し、以下の二点について検討するよう奨励。（パラ 9）i. TNA 第 4 フェー

ズに含まれない後発開発途上国や島嶼国を、同フェーズに含めること。ii. TEC の PSP 評価

報告書に含まれる、該当する(relevant)レコメンデーション。 
 



 

6. 技術メカニズムのあり方 

6.1. CTCN に対する認識 
UNFCCC の技術メカニズムは、TEC が主に政策形成の支援、CTCN が主に技術導入やキャパシ

ティビルディングなどの支援を担っている。 
2019 年 7 月時点において、累積で 93 の途上国から 273 件の技術支援リクエストを受けており、

そのうち審査をクリアしたものが 223 件あった。そのうち 99 件が完了済み、45 件が実施中、57
件がレスポンスプラン作成中、24 件がレビュー中になっている（図 6-1）。 
 

 
図 6-1 CTCN 技術支援プロジェクトのステータス 

（出典）TEC/CTCN 共同年次報告書 1) 
 
図 6-2 は CTCN の技術支援を支援タイプ別に示したものである。全体の約 28%が情報提供など

の意思決定支援、次いで約 20%のものが技術のフィージビリティ・スタディ、約 15%が技術の優

先順位付け、10%超がセクター別のロードマップや戦略作成となっている。技術導入に関する情

報提供、分析が中心で、実際に技術導入を行うプロジェクトは少ない。また、民間部門の関与や

市場創出に関するプロジェクトは 1.7%と少なく、技術枠組みにおいても取組課題の一つとされて

いるように、今後、この分野を強化していくことが課題と言える。 
図 6-3 は CTCN 技術支援の地域別内訳を表したもので、全体の約半分がアフリカ関連のプロジ

ェクトになっている。次いで 30%弱がアジア太平洋地域、20%弱がラテンアメリカとカリブ海地

域のものになっている。LDCs や小島嶼国を対象としたプロジェクトが多く、支援内容も開発支援

的要素が色濃いものになっていることが特徴としてあげられる。 
 



 

 

図 6-2 CTCN 支援タイプ別内訳 
（出典）TEC/CTCN 共同年次報告書 1) 

 

 

図 6-3 CTCN 技術支援地域別内訳 
（出典）TEC/CTCN 共同年次報告書 1) 

 
これら CTCN 活動は主に先進国からの拠出金に依存している。図 6-4 は各国が CTCN へ拠出し

た金額（累積）の推移を、表 6-1 はその内訳を示したものである。EU が最大の拠出をしており、

これまでに約 1 千 4 百万ドル拠出し、日本は単独国として最多の 8.6 百万ドルの貢献をしている。

2017 年には韓国、イタリア、スウェーデン、GCF が、2018 年にはスペインが拠出し、徐々にでは





 

TEC は政策の分析やアドバイス、コラボレーションの促進などを行っており、主要な活動の一

つに技術ニーズ評価（Technology Needs Assesments: TNA）がある。TNA はその国の状況に合わせ

た優先順位の高い環境面で優れた技術・プロジェクトを特定するもので、1998 年の COP 決定

（Decision 2/CP.4 パラ 1.(b)）で資金メカニズムの運営主体に対し、途上国が優先順位の高いニー

ズを特定することが可能になるようガイダンス 4を出した。これを受け GEF 総会は 1999 年に技術

ニーズ評価ための支援をすることに合意し、2001 年の COP7（マラケシュ）において、途上国に

対して技術ニーズ評価（TNA）を行うことが決定した。2007 年、COP は GEF に対し途上国の気

候技術ニーズにこたえるため技術移転投資を促進するためのプログラムを設置することを求め、

これを受けて GEF が作ったプログラムが 2008 年の COP14（ポズナン）においてポズナン戦略プ

ログラム（Poznan Strategic Programme: PSP）として命名された。この PSP は TNA 以外にも地域開

発銀行と連携した地域気候技術センターの設置や、パイロットプロジェクトの実施なども含まれ

ている。その後、2015 年の COP21 において TEC と CTCN から構成される技術メカニズムに対す

る包括的なガイダンスとなる「技術枠組み」が設置されたが、TNA はその中の活動の一つとして

位置づけられている。 
2009 年から 2013 年までの「第 1 期グローバル TNA プロジェクト」では 36 ヶ国、2014 年から

2017 年までの「第 2 期グローバル TNA プロジェクト」では 26 ヶ国で TNA が行われた。2018 年

から 2020 年の「第 3 期グローバル TNA プロジェクト」では、20 ヶ国以上の LDCs と SIDs を対

象に TNA が行われている。さらに 2019 年 6 月の GEF 総会では「第 4 期グローバル TNA プロジ

ェクト」として 2020 年から 2022 年においても引き続き LDCs と SIDs を対象とした TNA 作成支

援をすることに合意している。 
図 6-5 は TNA で特定されている優先順位の高いセクターを表している。左は緩和技術を示し、

全体の半分以上がエネルギー関連技術になっている。次いで農業 22%、廃棄物 13%、産業プロセ

ス 10%となっている。右は適応関連技術を示し、農業関連が 37%、水関連が 34%、インフラスト

ラククチャー・居住関連のものが 14%になっている。 

 
図 6-5 優先順位の高いセクター（左：緩和、右：適応） 

（出典）TEC ホームページ 
 

                                                        
4 Decision 2/CP.4 paragraph 1.(b): Enable them, in light of their social and economic conditions and taking 
into account state-of-the-art environmentally sound technologies, to identify and submit to the Conference of 
the Parties their prioritized technology needs, especially as concerns key technologies needed in particular 
sectors of their national economies conducive to addressing climate change and minimizing its adverse 
effects; 



 

6.2. CTCN に対する認識 
2019 年 9 月に開催された第 14 回 CTCN アドバイザリー会合の中で BINGO（ビジネス NGO）

が独自に実施した CTCN の認知度に関するアンケート調査の結果が報告された。今後の CTCN 活

動の改善を検討する上で示唆深いことから、本節ではその概要を紹介する。 
これは 2018 年 9 月と 2019 年 3 月に、BINGO のネットワークを通じて CTCN に関するアンケ

ート調査が行われ、53 企業にコンタクトし、そのうち 46 企業から回答を得た結果をまとめたも

のである。地域的には欧州、アジア、北米の企業がそれぞれ有効回答の 1/4 を占めており、企業規

模としては 85%が小規模で、業種別にみると建設、省エネ、再生可能エネルギーに関連する企業

が多かった。また CTCN メンバーだった企業は回答企業の約 20%であった。 
図 6-6 は非 CTCN ネットワークメンバー、図 6-7 は CTCN ネットワークメンバーからみた

CTCN で魅力を感じるポイントをまとめたものである。非 CTCN ネットワークメンバーはグロー

バルなネットワークがあること、技術開発、地域のネットワークがあることなどを利点にあげて

いる。他方、CTCN ネットワークメンバーは CTCN のラベルが付くというブランディング効果が

あることにメリットを感じていることがわかる。 

 
図 6-6 CTCN の魅力（非ネットワークメンバー、n=32、3 つまで回答可） 

（出典）CTCN A14 B プレゼン資料 2) 

 
図 6-7 CTCN の魅力（ネットワークメンバー、n=9、3 つまで回答可） 

（出典）CTCN AB14 プレゼン資料 2) 
図 6-8 は CTCN 非ネットワークメンバー、図 6-9 は CTCN ネットワークメンバーからみた

CTCN に魅力を感じない点をまとめたものである。非ネットワークメンバーはとコストと便益が

見合わない点と（技術支援プロジェクトの）調達をデメリットしてあげている。またネットワー



 

クメンバーは CTCN 活動からのベネフィットを感じておらず、また活動が活発でないことも魅力

に欠ける点として挙げている。 

 

図 6-8  CTCN に魅力を感じない点（非ネットワークメンバー、n=32、3 つまで回答可） 
（出典）CTCN AB14 プレゼン資料 2) 

 
図 6-9 CTCN に魅力を感じない点（ネットワークメンバー、n=9、3 つまで回答可） 

（出典）CTCN AB14 プレゼン資料 2) 
  
自由記述回答としては、CTCN ネットワークメンバーであることのメリットが明確ではない（39

件）、メンバーになる手続きが複雑（15 件）、入札プロセスが煩わしい（15 件）、技術がコピーさ

れることの懸念、マッチメイキングが難しい（2 件）といったものがあった。 
この結果を踏まえ、CTCN のメンバーシップとして、簡単な手続きによる登録で情報共有をす

るメンバーと、詳細な手続きをしてより多くの情報にアクセスしたり入札に参加できたりする 2
段階メンバーシップ制が提案された。また、入札プロセスも、初期段階では簡単な書類作成によ

って単にプロジェクトに関心があるかを確認する第 1 段階と、入札実施に向けてより詳細な書類

作成を伴う第 2 段階とすることも提案された。さらに、入札スケジュールを明確化し、入札結果

をフィードバックするなど適切なコミュニケーションによって入札プロセスの透明性を高めるこ

とも示唆された。 
 

6.3. 技術メカニズムの作業計画 
6.3.1. 技術枠組み 

パリ協定の下では TEC と CTCN から成る既存の技術メカニズムが引き続き技術開発・移転を推

進していくことになるが、パリ協定の中でこのメカニズムにガイダンスを与えるための「技術枠

組み」を設置することが決まった。この「技術枠組み」の特徴としては、「短く、簡潔で、バラン

スが取れ、一貫性があり、時間の経過による変化にフレキシブルなもの」であり、キーテーマと

して①イノベーション、②実施、③促進環境と能力開発、④協力とステークホルダー・エンゲー



 

ジメント、⑤支援に取り組むことが盛り込まれている。COP24 で合意された「技術枠組み」実施

指針の具体的な内容は以下のようなものになっている（Decision 15/CMA.1 Annex）。 
① イノベーション 

(a) 各国の政策環境、戦略、法/規制枠組み、制度設計の改善を支援 
(b) 国際的な技術 RD&D パートナーシップ、イニシアティブ、グッドプラクティスなどに関

する情報共有 
(c) 既存の革新的技術の開発、普及を促進、及び新技術の拡大を加速 
(d) 気候技術普及に向けた長期の技術的移行経路開発を支援 
(e) 国際的な技術 RD&D パートナーシップ、イニシアティブの協力促進 
(f) 共同気候技術 RD&D 行動の立ち上げ支援 
(g) 途上国が効果的に協力的 RD&D へ参加していく方法を特定 
(h) 民間部門の関与促進（将来的な市場機会の認知拡大、参加を促す方法の特定） 
(i) 官民パートナーシップの促進 

② 実施 
(a) TNA の更新、TNA の実施 
(b) TNA と NDC や NAP（適応計画）間の整合・リンク促進 
(c) 必要に応じた TNA ガイドラインのレビュー、更新 
(d) 移転可能な技術（technologies that are ready to transfer）評価の方法論、ツール等の特定・

推奨 
(e) 技術開発・移転の障壁に対応する促進環境（enabling environment）の特定・推奨 

③ 促進環境と能力開発 
(a) 気候技術開発・移転に関する普及啓発 
(b) 国家戦略、行動計画、政策・法・規制枠組みなど投資環境整備の手助け 
(c) 内生技術、ジェンダーの視点に立った技術を促進するための投資環境整備の手助け 
(d) 投資環境整備に向けた政策の開発・実施支援 
(e) 政府が民間部門関与を促すための支援 
(f) ベストプラクティスや経験を情報共有、ネットワーキングするための手助け 
(g) キャパシティビルディング行動に関する情報分析、構築 
(h) 内生的キャパシティ強化・開発の誘発 
(i) 既存のキャパシティビルディング機関・制度との協力強化 
(j) すべての国の NDE（国家指定機関）のキャパシティ強化 
(k) 各国が技術的移行を計画、モニター、達成するためのキャパシティ強化 

④ 協力とステークホルダー・エンゲージメント 
(a) 関連するステークホルダーの関与、協力強化 
(b) 民間部門の自主的な関与、協力強化 
(c) NDE と関連するステークホルダー間の関与強化 
(d) 関連する国際機関、制度、イニシアティブとの協力、シナジー強化 

⑤ 支援 
(a) 技術メカニズムと資金メカニズムの協力強化 
(b) 革新的なファイナンス・投資の特定と促進 
(c) TNA の実施を含む途上国に対する技術支援の提供 
(d) 様々な種類の支援（プロボノ、インカインド含む）の動員 





















 

 

図 6-11 エネルギー原単位と炭素強度の変化 
（出典）S. Fankhauser and F. Jotzo6) 

 
6.4.2. パリ協定実現に向けた技術的寄与 
パリ協定の第 2 条では「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保つ

とともに、1.5℃に抑える努力を追求する」ことが掲げられている。目標実現に向けた排出経路は

通常、統合評価モデル（IAM）によって導出される。どのような技術の組み合わせによって排出

を削減するかはモデルが想定している技術のコストや制約条件、気温がオーバーシュートするか

どうか、社会経済シナリオ等によって大きく異なる。ただし、可及的速やかに CO2 排出をピーク

アウトさせ、世紀半ばから後半において排出がネットでゼロになるレベルまで排出削減を進める

必要があること、1.5℃シナリオの場合は 2℃の場合よりもさらに削減ペースを加速させる必要が

あることは概ね共通している 7), 8), 9)。 
今後も経済が成長していくことを所与とすると、炭素強度とエネルギー原単位を改善すること

で排出を削減していく必要がある。炭素強度を改善する技術オプションとしては、化石燃料から

バイオ燃料等への燃料転換、発電部門において再生可能エネルギー、原子力、CO2 回収貯留

（CCS）といった低炭素技術の活用を拡大しつつ電化率を高めエネルギーシステム全体の脱炭素

化を進めることなどがある。現在、エネルギー供給に占める低炭素技術の割合は 45％程度だが、

2℃目標に向けては 2050 年までにこれを 60％程度にまで引き上げる必要がある 9), 10)。エネルギー

原単位を改善するには、エネルギー効率を向上させることに加え、最近ではデジタル技術やシェ

アリングなど新たな技術やサービスを活用し、人々の効用を満たしつつエネルギー需要を低下さ

せる方策も注目を集めている。また、技術だけでなく、生活習慣、都市化、新たなサービス形態、

消費者行動等を踏まえたエネルギー低需要（LED）シナリオの可能性も検討されている。この LED
シナリオでは、エネルギー効率を改善することでサービス需要を満たしていくとしており、図 
6-12 に示すようにエネルギー転換から実際にサービスとしてエネルギーが利用されるまですべて

のプロセスで効率を高め、2020 年には 14%（72 EJ/511 EJ）程度のものを 2050 年には 44% （115 
EJ/261 EJ）にまで高めることが想定されている。なお、どの低炭素技術にどの程度依存すること

になるかはローカルな状況、個人や社会の選好により地域や国によって異なってくる。 
 





 

 
図 6-13 最終エネルギーに占める電力のシェア 

（出典）IPCC 1.5℃特別報告書 15) 

 
 運輸部門の自家用車については比較的緩和オプションが豊富にあり、電気自動車（EV）や燃

料電池車（FCV）の普及やバイオ燃料への転換、モーダルシフトやカーシェアリング等による移

動エネルギー需要の低減といった対策がある。他方、長距離陸運、空運、海運についてはバイオ

燃料への転換というオプションもあるが、一般的にこの分野の脱炭素化は難しく、図 6-14 に示

すように当面、化石燃料の利用が残ると考えられている 13)。 
産業部門には多様な業種があり、非エネルギー集約産業では燃料転換や電化により一定程度の

排出削減が可能であるが、鉄鋼やセメントなどでは CO2 排出が不可避な生産プロセスが伴うため、

二酸化炭素の回収・有効利用・貯留（CCUS）やリサイクル促進といった対策はあるものの削減ポ

テンシャルは限定的である 13)。IEA の持続可能なシナリオ 3)では産業部門からの CO2 排出は現在

の 25%から 2050 年には 40%を占めるようになり、次いで運輸部門の 35%と両部門で全 CO2 排出

の 3/4 を占める格好になっている。 

 
図 6-14 セクター別の排出削減割合 

 （出典）Luderer et al. (2018)13) 

紫：2℃ > 50%、青：2℃ >  67%、緑：1.5℃ > 67%





 

表 6-3 低炭素技術の障壁と普及状況 

 技術 
バリア 進展状況 

経 技 制 社 環 地  

エ
ネ
ル
ギ
ー

 

風力 ● ● ● ● ● ● ● 

太陽光 ● ● ● ● ● ● ● 

バイオエネルギー ● ● ● ● ● ● ● 

蓄電 ● ● ● ● ● ● ● 

発電＋CCS ● ● ● ● ● ● ● 

原子力 ● ● ● ● ● ● ● 

水素  ●    ● ● 

スマートグリッド ● ● ● ● ● ● ● 

建 物
 低エネビル ● ● ●  ● ● ● 

高効率家電 ● ● ● ● ● ● ● 

運 輸
 EV ● ● ● ●  ● ● 

空運・海運 ● ● ●  ● ● ● 

産 業
 省エネ ● ● ● ● ● ● ● 

産業用 CCS ● ● ●  ● ● ● 
[バリア]●：小さい、●：中程度、●：大きい 

経：経済、技：技術、制：制度、社：社会文化、環：環境、地：地球物理 

[進展状況]●：順調、●：要努力、●：遅れ 

（出典）IPCC(2018)、IEA(2019) 

 
この 2 つをあわせて考察すると、各技術を概ね次の 3 つのカテゴリーに分けることができる。

1 つ目は比較的バリアが少なく、技術の目標に向けた進捗も順調なもの。風力、太陽光、バイオ

エネルギーと言った再生可能エネルギーがこれに該当する。2 つ目は社会的受容性などの多様な

バリアがあり、必要とされている水準とは乖離している技術。原子力や CCS と言った再生可能

エネルギー以外の低炭素技術オプションがこれに当たる。3 つ目は他の技術と比べてバリアが小

さいにもかかわらず、必要な水準に達していない低エネルギービル、高効率家電、産業などの省

エネ関連の技術がこのカテゴリーに入る。 
 

6.4.4. 途上国で必要な取り組み 
途上国において低炭素化を進める場合、まずは比較的低コストで実施可能で、他の開発目標に

も資する対策から着手することが現実的である。また、CTCN は資金的課題を抱えていることを

考えると、比較的小さな規模の投資でも効果が生まれるような対策が望ましい。 
その意味で省エネに関する取り組みはコスト効率的で途上国のメリットも大きい。経済成長に

はエネルギーが必要であるが、エネルギー効率を高めることで社会的厚生を損なうことなく CO2

排出削減が実現できる。途上国ではエネルギー消費に伴う大気汚染が深刻化しているが、エネル

ギー消費を抑制できれば大気汚染による健康被害の軽減にも繋がる。また、多くの省エネ技術は

既に成熟しており、省エネの機会が豊富にある途上国では適切なインセンティブを付与すること

によって普及に弾みをつけやすい。初期費用が通常の機器より高くても長期的にはエネルギーコ

スト節減により回収できるケースが多い。 
GEF が実施した 49 の省エネプロジェクトでは、他の GEF フォーカルエリア（再生可能エネル

ギーや低炭素交通、LULUCF）よりも効果的で投資効率も高かった 21)ことがわかっている。また、

UNIDO が実施した 119 の省エネプロジェクトの事例を分析したところ、規模としては大部分が

US$10 万以下のプロジェクトで、セクター別の投資回収期間は 0.9 年から 2.9 年まで幅があり、平



 

均で 1.95 年であり、省エネプロジェクトは比較的短期間で投資回収できることが示されている 21)。

設備寿命を 3 年とした場合の IRR は 25%、5 年とすると 43%、10 年とすると 50%。資本市場の平

均利回りより高く、収益率が高いことがわかっている。特に 断熱の改善や既設インフラの利用

改善などは機器の入れ替えよりも IRR が高く、また比較的小規模のプロジェクト（セクターでみ

ると紙パ、食品・飲料、繊維などに多い）ほど IRR が高かったことから、CTCN もこれらの経験

から学ぶことでコスト効率的な取り組みが期待できる。 
 

 
 

GEF の経験 
 GEF は 1991 年以降 2010 年までに 49 の省エネプロジェクトに対し$3.1 億を投資。約 16%

の$0.49 億は省エネボイラーなど有形資産に投資され、約 26%の$0.82 億はライセンス購入

や専門家の育成など無形資産に向けられた。政策や規制枠組み開発を含めたキャパシティ

ビルディングは約$1 億（約 32%） 
 GEF による投資$1 につき 1.89tCO2の排出が削減された（$0.53/tCO2）。これは他の GEF フ

ォーカルエリアよりも効果的で、例えば再生可能エネルギーや低炭素交通、LULUCF とい

った分野の投資効率の平均は 0.78tCO2/$（$1.28/tCO2） 
 GEF の$3.1 億投資に対し、$26 億の共同出資が動員された（1:8.2）。これは他の緩和プロ

ジェクトの 1:6、あるいは GEF 全体の 1：4.6 という割合よりも高い 
 教訓：政府機関を巻き込んでプロジェクトにコミットメントさせることが重要、現地の組

織から十分に資金が提供される必要がある、技術を導入するだけでなく規制など省エネが

きちんと遵守されるような行政能力を強化し透明で一貫したエネルギー政策が必要、移行

経済国においては市場解決型のプロジェクトに重点をおく、等 
 GEF による省エネ投資は、他分野よりも投資効率が高く、より多くの共同出資が集まった 

（出典）Yang, Ming, et al. (2014)21) 







 

7. 今後の見通し 

2020 年は「技術枠組み」を踏まえて作成された作業計画にもとづき、TEC 及び CTCN はそれぞ

れ活動を行うことになっており、COP26 ではその活動成果を反映した年次報告書について議論が

行われる予定である。 
交渉では CTCN の活動資金をいかに確保していくかが大きな論点になるものと思われる。図 

7-1 は 2019-2022 年の CTCN 資金見通しであるが、各国からの拠出金（Bilateral）は現状水準に維

持しつつ、GCF や新たな資金源からの動員拡大を見込んでいる。ただし、各国からの拠出金もそ

れ以外の資金も確約されたものではなく、CTCN が安定した活動資金を確保することは引き続き

大きな課題になっている。そのため COP26 では「技術メカニズムと資金メカニズムのリンケージ」

のあり方について交渉する予定になっているが、CTCN の資金源を拡大させたい途上国から大き

なプレッシャーがかかることが予想される。 
 

 
図 7-1  2019-2022 年の CTCN 資金見通し 

（出典）TEC/CTCN 共同年次報告書 1) 
 
「CTCN レビュープロセスと定期評価の整合」については第 52 回補助機関会合（SB52）で引き

続き検討を行い、COP26 でその結論を得ることとされている。UNFCCC の下で行われている

様々な取り組みの重複をなくし、効率化させていくことでコスト効果的な成果を出せるような仕

組みにすることが期待される。 
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