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はじめに
2016 年 11 月にパリ協定が発効し、2018 年に開催された COP24 にはパリ協定の実施規
則が採択された。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るなど紆余曲折はあったものの、パリ協定実施規則が無事に採
択されたことで、温暖化交渉は、政治的な意思決定から、合意された行動を着実に実施する
段階に至ったと言える。
しかし、この中で、パリ協定第 6 条に規定された市場メカニズムについては、COP24 に
おいて合意できず、2019 年に開催される COP25 での実施規則の採択を目指して協議が行
われた。1 年、協議が延長されたにも関わらず、COP25 においても合意に至らず、2020 年
に開催される COP26 においての採択を目指して改めて協議を継続することが決定された。
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。
2020 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。



CH 4
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。パリ協定第 6 条 2 項で規定されている市場メカニズム。



CO 2
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。
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HFC
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
パリ協定第 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。第 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 やパリ協定第 6 条 4 項のメカニズ
ムの Modalities and Procedures がある。



NF 3
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。パリ協定第 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。
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PFC
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



SF 6
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
1.

パリ協定第 6 条の交渉経緯

(1). 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 3 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

第6条2項

協調的アプローチ

ダブルカウントを回避

各国が独自に実施している市場メカニズムに関

するためのアカウンテ

する取組みをパリ協定の下で認める規定。具体的

ィングに関するガイダ

には、日本の JCM や欧州の EU ETS を他の排出

ンス

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。
第6条4項

第 6 条 4 項メカニズム

規則、様式と手続き

パリ協定の管理下で中央集権的に市場メカニズ

（Rule, Modalities and

ムを実施する。京都議定書の CDM に類似してい

Procedures、RMP）

るトップダウン型・中央集権型の取組み。
第6条8項

非市場アプローチ

作業計画

排出量取引制度以外の方法で途上国を支援する
もの。
（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). COP25 までの交渉の経緯
2016 年以降、表 1 の 3 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についての考え方や具体的な制度の提案を
している。
さらに 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。この会合において、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。
COP24/CMA1 では、議長ノート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。
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表 2. これまでの交渉の経緯
2016 年 5 月

SB 44

2016 年 11 月

COP22

2017 年 5 月

SB 46

2017 年 11 月

COP23

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

2019 年 6 月

SB 50

交渉文書の採択

2019 年 12 月

COP25

パリ協定第 6 条の実施規則、継続協議に合意

協議開始：意見書提出を合意
作業計画に合意

ラウンドテーブル開催

（SB46 まで）

意見書提出

作業計画に合意

ラウンドテーブル開催

（COP23 まで）

意見書提出

作業計画に合意

ラウンドテーブル開催

（SB48 まで）

意見書提出

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。協議を継続す
ることだけ合意）

（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
COP24 の決定文では、
今後の協議に参照される文書として複数のものが示されていたが、
2019 年 6 月にドイツ、ボンで開催された補助機関会合での協議を通じて、その後の協議の
ベースとなりうる一つの文書を採択することが出来た。
しかし、採択された文書は、COP24 以前に各国が主張していた見解が示されたものとな
っている。そのため、COP25 では、COP24 の議論を踏まえたものではなく、COP24 以前
に立ち戻って、改めて協議を行うことになると予想された。
このような状況の中で、2019 年 12 月にスペイン、マドリッドで開催された COP25 にお
いて、協議が行われた。COP25 の議長国、チリもパリ協定第 6 条の合意を最優先課題とし
て、積極的に協議に関与した。その結果、協議にある程度の進展は見られたものの、最後ま
で合意が得られない論点が残った。最終的には COP25 でも第 6 条の実施規則の採択には至
らず、COP26 での合意を目指し、引き続き協議することとなった。
(3). 交渉に臨む各国の基本的な立場の違い
第 6 条交渉については各国から様々な見解が示されているものの、ある程度の分類が可
能である。表 2 では、主な国のポジションを四つの分類で区分した。ただし、これは、各国
の基本的な交渉の方向性の違いを踏まえて作成したものであるため、個別の具体的な論点
における見解の違いについては、論点毎に見ていく必要性があることには留意が必要であ
る。
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表 3.

各国の市場メカニズムに関連する見解

グループ

概要

ボトムアップ・分権的
な取組みを重視するグ
ループ
トップダウン・中央集
権的な取組みを重視す
るグループ
環境十全性を重視する
グループ

第 6 条 2 項の協調的アプローチを、パリ協定の下での新しいボ

非市場アプローチを重
視するグループ

トムアップ・分権的な取組みとするべきとする立場
第 6 条 2 項の協調的アプローチを、京都議定書の考え方を踏襲
した、より中央集権的な要素を盛り込もうとする立場
京都議定書の下で実施されてきた市場メカニズムの課題を踏ま
えて、その改善をパリ協定において求める立場
京都議定書の下で実施されてきた CDM の課題など市場メカニ
ズムの限界を指摘し、市場メカニズムとは異なる途上国支援を求
める立場

（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

(4). 交渉の主な論点における各国の見解
交渉されている論点は多岐にわたるため、ここでは主要な論点について、どのような見解
の対立があるのか見ていく。主に、これまでの各国のサブミッションや交渉の動向を分析し
た様々な文献を参照し、交渉における主要な論点について、どのような見解が対立している
のか、その背景にある考え方について分析する 1。
① ITMOs の定義
(a).ITMOs の単位
パリ協定第 6 条 2 項においては、緩和の成果を Internationally Transferred Mitigation
Outcomes(ITMOs)として、国際的に移転すると規定しているものの、その具体的な内容、
定義については明確にされていない。そのため、どのようなものを ITMOs とするのか、具
体的な定義の方法が第 6 条 2 項の協議において重要な論点となっている。
しかし、パリ協定第 4 条の下で各国が設定する Nationally Determined Contribution
（NDC）においては CO2 以外の目標値（再エネ導入量：kWh など）が設けられているこ
ともあり、ITMOs の定義については、様々な見解が示されている。
ITMOs の定義は、更にアカウンティングの具体的な方法にも影響を及ぼし、アカウンテ
ィング全体の方向性を左右しうる論点とっている。特に、ITMOs の単位を、どのようなも
のとするかでアカウンティングの具体的な方法が大きく変わりうる。CO2 に換算できるも
のに限定すれば、アカウンティングにおいて排出量の調整を行うことだけで対応できるが、
CO2 に換算できないものまで含めた場合、CO2 以外のものを調整する必要性があるためで
参照した文献は次の文献。Axel Michaelowa et al “Negotiating cooperation under Article 6 of the
Paris Agreement”, ecbe, 2019、Lambert Schneider et al “Double counting and the Paris Agreement
rulebook” Science 11 Oct 2019: Vol. 366, Issue 6462, pp. 180-183。また各国の見解については、日本
エネルギー経済研究所 平成 29 年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業 市場メカニ
ズム交渉等に係る国際動向調査報告書（2018 年 3 月）を参照。
1
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ある。
更に、もし、CO2 以外の単位の ITMOs も認めて取引を認めている場合、異なる単位の
ITMOs の取引を行う場合には市場をゆがめる可能性がある点に留意が必要である。異なる
単位の NDCs を持つ国間で ITMOs の取引を行う場合、単位換算が必要になるが、どのよ
うな換算係数を設定するかで、取引される数量が大きく変わりうる 2。結果として、実際の
排出削減量よりも大きな削減量が移転される可能性もあるため、CO2 以外の単位について
取引を認めるべきではないとの立場もあり、大きな論点となっている（詳細は 2.(1)を参照）
。
(b). ITMOs の性質と満たすべき条件
ITMOs の性質について、ITMOs が国際的な炭素市場の出現を促進するような、取引可能
な商品であるかどうか、様々な見解が見られた。また、ITMOs が満たすべき条件として、
「実際的、検証済み、追加的及び永続的（real, verified, additional, and permanent）
」と
いう条件が議論されているが、これらは国によって広義または狭義の解釈がなされている。
ITMOs の性質については、一部の国は、ITMOs は純粋に国の保有口座間で移動される単
位であり、これらの国の保有口座外には存在できないと見なしており、これは、他の利害関
係者（例えば、民間企業等）が ITMOs を取得、保持、および販売できないことを意味する。
一方、他の国は、ITMOs を取引可能な単位とみなしており、CORSIA のような非 UNFCCC
緩和スキームの文脈で ITMOs を使用することを許可する立場である。
ITMOs の満たすべき条件について、
「実際的及び検証済み（real and verified）」は、広義
には協力的アプローチで達成された基礎となる排出削減の独立した検証を確保するための
要件として解釈することができ、一方で、狭義には、ITMOs 移転とガイダンスの尊重を検
証するための要件と解釈できる。
「追加的（additional）」は、広義には NDC の野心を考慮
して、活動が BAU に対して追加的であるかどうかの検証を必要とするものとして解釈でき
るが、狭義には、ITMOs 移転後に相当調整を行うことで自動的に満たされると見なすこと
ができる。
「永続的（permanent）
」の要件を含めることは、広義には、たとえば REDD+の文脈に
おいて、第 6 条に基づく森林および土地利用活動を追跡するための除外基準として解釈さ
れる可能性があるが、狭義には森林破壊や CDM の下でのクレジットの一時的な性質をカ
バーするためのバッファーの設定（具体的には発行されたクレジットの一部を保管し、吸収
源の喪失に備えるもの）など、吸収源が失われた場合に対する一定のセーフガードがあるこ
とを意味する。

2 例えば、排出係数の大きく異なる国（A 国は 0.15kg/kWh、B 国は 0.5kg/kWh の排出係数）が協力し
て、A 国において風力発電プロジェクトを実施し、再エネ電力量、100,000kWh での移転が A 国から B
国になされ、B 国が CO2 換算する際に、自国の排出係数、0.5kg/kWh を利用して算定すると 50tCOe の
削減量を得たことになる。しかし、実際にプロジェクトが行われた A 国での排出係数を利用すると
15tCO2e の削減量となり、大きく異なることとなる。
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② アカウンティングに関する様々な論点
アカウンティングにおいては、調整の対象について、大きく四つの見解（排出量、NDC、
炭素予算、緩衝地帯登録簿）が示されていた。交渉においては、さらに多様な NDC に対応
した具体的なアカウンティングの方法について議論がなされた。それぞれの論点について
の各国の見解は以下のようになっている。
(a). 複数年と単年の NDC 目標に対するアカウンティング
NDC の目標には複数年と単年のものがあり、異なるタイムフレームに対する ITMOs の
アカウント方法を検討する必要があり、交渉においても大きな論点となった。特に単年の目
標の場合は、目標年だけの排出量を減らすために ITMOs を取得・使用するリスクや、目標
年の前に目標達成と関係のない ITMOs を売りさばくような不正なインセンティブを排除
することが必要となる。また、複数の調整方法が考えられるが、方法によって必要となる
ITMOs の取引量に大きな違いを生むと考えられる。明快だが自由度が低い方法から自由度
が高い方法まで複数の方法が検討されている（詳細は 2. (2)を参照）
。
(b). NDC で規制対象分野外でなされた緩和成果のアカウンティング
ⅰ.NDC の規制対象分野に関する二つの解釈
アカウンティングに関連して、更に NDC の規制対象分野外でなされた緩和の成果の取り
扱いについても議論がなされた。特に発展途上国の NDC は特定の部門・温室効果ガスのみ
をカバーしていることが多く、NDC でカバーされていない部門・温室効果ガスにおいて達
成された緩和の成果を国外に移転してよいかどうか、および、ホスト国はその後相当の調整
を行わなければならないかどうか、が論点となっている。
ここで、NDC「規制対象分野」の意味を明確にする必要がある。交渉の中では、二つの
解釈が示されていた。一つの解釈は、NDC で規制対象とされていない部門・温室効果ガス」
のことである。一方、異なる解釈としては、NDC の目標を達成するために必要な削減量に
対して追加的な排出削減量については、NDC の「規制対象分野」の外の削減量と見なすべ
きとの解釈も示された。
ⅱ.「部門・温室効果ガス」を NDC 規制対象分野外と見なす場合
前者の NDC で規制対象とされていない部門・ガスからの ITMOs の移転に相当の調整を
求めない立場の国は、NDC の範囲だけでは十分な緩和が見込めない場合に緩和の野心を高
める効果があり、また、ホスト国が当該部門を将来の NDC に含めるための能力開発になる
と主張しているが、ホスト国における将来の NDC カバー範囲の拡張に対してはむしろマイ
ナスのインセンティブになると反対する国もあり、彼らは、相当調整はあくまでセーフガー
ドだと主張している。
相当の調整の必要性に関しては、多くの途上国が反対の立場をとっており、NDC 範囲外
の部門で相当の調整を行うことは、当該部門をあたかも NDC でカバーされた部門であるか
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のように扱うことになり、結果として NDC でカバーされた部門における行動を強化する必
要性が出てくることを懸念している。
選択肢としては、厳格なもの（NDC 範囲外からの ITMOs 移転は一切認めない）から自
由度が高いものまで複数レベルの案が考えられる。
ⅲ.「追加的な排出削減量」を NDC 規制対象分野外と見なす場合
後者の NDC の達成に必要な削減量に対して追加的な行動については相当の調整を求め
ない解釈は、ブラジルなどの幾つかの国が主張しているものである。ブラジルなどは、第 6
条 4 項メカニズムから得られるクレジットについては、NDC の達成に必要な排出削減量に
対して追加的に得られる排出削減量を踏まえたものであり、ホスト国の NDC に利用されて
いないことから、相当の調整は必要ないとの主張し続けている。この主張は、京都議定書の
下での実施されている CDM で発行されるクレジットのアカウントと同じものである。京
都議定書の下では、CDM プロジェクトのホスト国となった途上国は、クレジットを発行し、
先進国に対して移転しても、ダブルカウントの回避のための調整が求められることはなか
った。
しかし、これに対しては、実質的なダブルカウントとなりうるとして、相当の調整の適用
の必要性が各国から指摘されている。これは、京都議定書と異なりパリ協定では、ホスト国
となる途上国においても目標値が設定されているためである。京都議定書の下では CDM プ
ロジェクトのホスト国となる途上国においては、温暖化対策としての排出削減目標は設定
されていなかったため、CDM プロジェクトを実施することで得られる排出削減量が、ホス
ト国の目標達成に利用されることはなかった。一方、パリ協定の下では、全ての加盟国が何
らかの目標値を設定しており、ホスト国で得られた排出削減量が他国に移転され、ホスト国
で調整が行われないまま他の国によって目標達成に利用されると、ダブルカウントとなる。
この対立は、COP24 での決裂の原因にもなったと指摘されるとともに、COP25 におい
ても妥協への道筋を見出すことが出来ずに合意が得られなかった一つの原因となったと報
道されている 3。
(c). NDC 以外への ITMOs の使用の許可
ITMOs 及び第 6 条 4 項の排出削減量は NDC の目標達成以外で使用することができるの
かどうか、および、そのような NDC 外での使用はホスト国による相当調整を求めるのかど
うかが論点となっている。
例えば、京都議定書の下での CDM については銀行、企業、個人を含むステークホルダー
によって国際的に取得、取引、取消が可能な CER を発行している。民間企業によって獲得
されたクレジットは、様々な用途に利用された。2005 年から欧州で実施されている排出量
3 COP24 の決裂の要因となったとの指摘は前掲書（注 1）
、Lambert Schneider et al（2019）p.182 参
照。COP25 の協議については Climate Home News〝Cop25: What was achieved and where to
next?”2019 年 12 月 16 日 https://www.climatechangenews.com/2019/12/16/cop25-achieved-next/参照
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取引制度、EU ETS では、2020 年までは規制対象となっている民間企業に一定の数量の
CER を規制の遵守に利用することを認めている 4。更に、2020 年以降は、国際民間航空機
関（ICAO）の下で実施されている温暖化対策、Carbon Offsetting and Reduction Scheme
for International Aviation（CORSIA）の規制を遵守するために、航空会社が、オフセット
クレジットを必要とし、大きな需要になると見込まれている。また、それ以外にも、民間企
業が自主的な取組として自らの排出量をオフセットするためにクレジットを利用する例も
見られる。
第 6 条 4 項においては、政府以外の民間企業の参加の促進も求められているため、CDM
と同様に民間企業の参加がなされ、CORSIA への利用や自主的なオフセットのために得ら
れたクレジットを利用するとみられる。
この際、ダブルカウントの回避のための調整が求められるか否かが、一つの論点となって
いる。一部の国は、相当の調整を行わないことは排出削減のダブルカウントをもたらすこと
から、緩和の野心の向上と全体の排出レベルの低下を目指すパリ協定の精神に沿わないと
主張し、NDC の達成以外に利用される場合も相当の調整を求めている。一方で、サウジア
ラビアは、第 6 条はパリ協定の下での NDC の利用のみ対象とした規則であるとし、それ以
外の利用については 6 条の規制の対象とはならないと主張している。
③ 第 6 条 4 項（第 6 条 4 項メカニズム）の論点
(a). ベースラインの設定と追加性の決定
第 6 条 4 項メカニズムの下では、監督機関がプロジェクトのベースライン排出量の設定
方法と追加性の決定に関する方法を承認することになる。ベースライン及び追加性テスト
の厳密性は、活動の環境十全性を確保するための重要な要素である。特に、パリ協定は京都
議定書とは異なり、全ての国が何らかの排出削減目標を設定している。CDM においては、
ホスト国の政策については考慮せずにベースラインを設定することが認められていたが、
パリ協定の新たな状況の中では、ホスト国で実施されるプロジェクトのベースライン排出
量の設定においては、何らかの排出削減対策がホスト国で実施される可能性を考慮する必
要がある。ベースラインの設定方法は以下の 3 種類が議論されている（厳格な順）
。


BAT（Best Available Technology）を適用



BAU シナリオ



過去の排出の延長

経済規模の大きな国に対しては BAT を適用する一方で、経済規模の小さな国には BAU
シナリオまたは過去の排出量の延長による方法を適用し、異なる経済規模を持つ国には異
なるルールを適用すべきと一部の国は主張している。他の国はパリ協定の第 6 条 4 項メカ
4

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/credits_en 参照

7

ニズムは京都メカニズム（主に BAU シナリオないし過去の延長が適用されている）より厳
しい方法を適用すべきと主張している。
(b). 世界の排出量の全体的な緩和（overall mitigation）の確保
第 6 条 4 項では、このメカニズムが「世界の排出量の全体的な緩和（overall mitigation
of global emissions; OMGE）」をもたらすことを規定しているが、具体的な方法について
は、様々な見解が示されている。以下に示すような 4 つの方法が提案されており、1 つ目か
ら 3 つ目は OMGE を、第 6 条 4 項メカニズムを通じて安価な ITMOs を利用できることに
よる二次的な便益とみなしているが、4 つ目は OMGE を、第 6 条 4 項の下で発行されるユ
ニットの一部を取消すことによって実現されるとしている。


第 6 条の実施に削減が促進されることを OMGE と見なすもの：第 6 条の実施を通
じて安価な ITMOs が利用可能となり、更に削減が促されることで得られる結果



確実に削減効果を確保することによる OMGE：活動の環境十全性と排出削減の追加
性を確保することによる結果



ホスト国のための緩和としての OMGE：保守的なベースラインまたはクレジットの
閾値の設定により達成する結果



国のコミットメントへの追加としての OMGE：ITMOs/クレジットの取り消しによ
り達成される削減要件

④ 京都メカニズムの CDM 及び JI からの移行
京都メカニズムにおける CDM と JI のクレジット/ユニット、プロジェクト、基準及び方
法の第 6 条 4 項メカニズムへの移行が交渉における最大の争点の一つとなっている。
多くの投資家がすでに精通している CDM の方法論を引き継ぐことは、移行コストを引
き下げるとの主張がある。一方、移行に反対の立場の国は、大量に余っている CDM クレジ
ットが数年にわたり価格を引き下げ、新しい投資を妨げる可能性があると指摘し、また、既
存の CDM の多くのクレジットは、追加性の欠如や社会・環境への負の影響の観点で信頼性
に欠けると指摘している。
⑤ Share of Proceed の第 6 条 2 項への適用
Share of proceeds とは CDM において実施されていた適応のための資金源確保と CDM
理事会や事務局などの事務的・行政費用を確保のための制度である。具体的には CDM プロ
ジェクトが CER を発行する際に、発行時に一定の割合（2％）を適応基金の資金源として
控除するとともに、発行手続き費用をトン数に応じて最大で US＄35 万（15,000tCO2e ま
では tCO2e あたり US＄0.1、15,000tCO2e を超える部分については tCO2e あたり US＄0.2）
を支払うこととされていたものである。2008 年から 2012 年までの第 1 約束期間において
は、CDM のみ対象としていたが、第 2 約束期間において、JI の下で発行される ERU にお
いても 2％の share of proceeds が徴収されるとともに、AAU の取引にあたっても、最初の
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取引において 2％、share of proceeds が適用されることになった。
パリ協定においては第 6 条 4 項メカニズムにおいても、
同様の規定が設けられているが、
第 6 条 2 項については設けられていない。しかし、途上国は、SOP を第 6 条 2 項について
も義務的に適用し、適応資金源を拡充するべきと主張している。これに対して第 6 条 2 項
に規定されていないと主張する国もあり、合意が得られていない。
⑥ 第 6 条 8 項（非市場アプローチ）の論点
第 6 条 9 項に規定された非市場アプローチ（NMA）
のフレームワークの最終的な目的と、
これが作業プログラムに与える影響が議論されている。一部の国は、フレームワーク、それ
自体がメカニズムであり、NMA の実施のために資源を動員することを目的としていると考
えている。一方、他の国は、NMA の実施における相乗効果と機会を特定できるように、フ
レームワークを経験と情報の共有の手段と見なしている。
最初の解釈に従うと、作業プログラムは、NMA の資金調達機会を特定し、締約国が表明
したニーズと一致させることを目指すことになる。2 番目の解釈に従うと、作業プログラム
は、NMA との連携を促進するツールとプラットフォームで機能する。
2.

アカウンティングの具体的な方法
2016 年以降、4 年の議論を通じて、第 6 条の下での具体的なアカウンティングの方法が

明らかになりつつある。以下では、アカウンティング（corresponding adjustments; 相当
の調整）に関して、2019 年 6 月に開催された SBSTA50 において採択された交渉文書（以
下、交渉文書）5の Option A において示されている具体的な方法を整理した。整理にあたっ
ては適宜、幾つかの参考文献 6も参照した。
(1). 相当の調整に基本的な考え方
交渉文書では、
「A. Basis for corresponding adjustments」として相当の調整の基本的な
内容に関する記載があり、CO2 で測定された ITMOs の場合（CO2 を単位とする ITMOs）
と定量的な単位で測定された ITMOs の場合（CO2 以外の単位の ITMOs）とに分けて記述
がなされている。
まず、CO2 を単位とする ITMOs の場合については、相当の調整は取得及び移転した
ITMOs をインベントリ上で調整することで行う。ITMOs を他国に引き渡した国は、インベ
ントリで報告される排出量に ITMOs の引渡し分の数量を追加し、他国から取得し ITMOs
を利用した国は、利用分の数量をインベントリで報告される排出量から控除する方法が示
されている。
しかし、多様な NDC が設定されている中で、複数年目標の NDC を設定した国と単年目
DRAFT TEXT on SBSTA 50 agenda item 11(a), Version 2 of 26 June 16:45:00 hrs (edited)
前掲書（注 2）A.Michaelowa et al, 2019 、Luca Lo Re (IEA) and Manasvini Vaidyula “Markets
negotiations under the Paris Agreement: a technical analysis of two unresolved issues”, (OECD),
2019。
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標の NDCs を設定した国において、どのような調整を行うのか様々なに方法が提案されて
いた（提案されている具体的な方法については(2)において詳述）
。
CO2 以外の単位の ITMOs の相当の調整は、ゼロを起点として引渡した国については純
引渡量、取得した国は純取得量を、それぞれの NDC に対して調整を加える。引渡国は引渡
量を追加し、取得国は取得量を追加することが提案されていた。しかし、取引が ITMOs と
同じ単位の NDCs を持つ国に限られるのか交渉文書では明確にされていなかった。
異なる単位の NDC を持つ国間で ITMOs の取引を行う場合、単位換算が必要になるが、
どの国が異なる単位間での取引を行うかで ITMOs の取引量に違いを生じさせ、市場のゆが
みを誘発する可能性がある。
図 1 に、CO2 排出量、再エネ導入量（kWh）
、エネルギー効率（GWh）の NDC を持つ
国間での ITMOs の取引の概念図を示す。例えば、グリッド排出係数が高い D 国が、グリッ
ド排出係数が低い C 国に kWh の ITMOs を移転したとする。さらに C 国が B 国に移転し
た場合、C 国の排出係数が低いため、移転された ITMOs の量は、ホスト国 D で生じた排出
削減量よりも少なくカウントされることになる。
また、これが逆の方向に機能すると ITMOs
の取引が、過大な排出削減量の移転につながりうるが、この場合には国際的に決定した保守
的な変換係数を用いることがセーフガードとなる。

図 1. 異なる単位の NDCs を持つ国間での ITMOs の取引の概念図
（出所）ecbe (2019)を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成
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(2). 複数年目標と単年目標の NDC の間の調整方法
① 交渉文書で示された複数のオプション
交渉文書では、
「B. Multi-year and single-year nationally determined contributions」
として複数年目標と単年目標の NDC の間での調整方法に関する記載があり、複数年の場合
と単年の場合とに分けて記述がなされており、それぞれ複数の調整方法が選択可能となっ
ている。なお、ここでの NDC の単位は排出量のみを想定していると考えられ、CO2 以外
の単位の複数年目標と単年目標の NDC に関する相当調整の方法についてはまだ記載され
ていない。
アカウンティング手法の選択肢としては、複数年の NDC に関して 3 つ、単年の NDC に
関して 5 つ示されており、その概要は下表に示すとおりである。
表 4. アカウンティング手法の選択肢
名称

適用

目標年のみ

単年

平均

単年

累積

単年
複数年

複数年の排出

単年

経路

複数年

毎年

単年
複数年

内容
NDC 目標年に生じた ITMOs のみを NDC 目標年におけるオ
フセットのためだけに移転・取得する。
NDC 実施期間にわたって移転・取得した ITMOs の年平均値
に等しい目標年の排出量について相当の調整を適用する。
単年の場合は、NDC 実施期間にわたって移転・取得した
ITMOs の正味累積量に等しい目標年の排出量について相当
の調整を適用する。複数年の場合は、目標期間のすべての年
の合計排出量について同様の調整を行う。
NDC 実施計画と整合する NDC 実施期間における複数年の排
出経路を決定する。SBSTA50 ドラフトテキストでは下記①
の方法が挙げられている。
①NDC 期間の各年における目標排出レベルを設定し、実際
の排出量がこの目標レベルを超えた場合に ITMOs を取得
し調整する方法（各年に相当調整を適用）
。
②単年の場合に、目標年に移転・取得された ITMOs に対し
て調整を行う一方、NDC 実施期間に渡る排出経路との整
合性を維持する必要性のために、ITMOs が非目標年に移
転・取得されたことを報告することも求める。複数年の場
合、複数年の排出経路を排出予算に変換することができ、
これをアカウンティングのベースとすることができる。
複数年の場合は NDC 期間の各年について、その年に取引さ
れた ITMOs の相当調整を行う。単年の場合の手法は明らか
ではない。例えば、非目標年に対する相当調整をどのように
実施するのか明らかではなく、目標年の排出量の相当調整は
NDC 期間の全ての年において取引された ITMOs を指すの
か、目標年のもののみを指すのか明らかではない。

（出所）ecbe (2019), IEA&OECD(2019)を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成

11

② 「平均」と「複数年の排出経路」の具体的な方法
上記のように、様々な調整方法が提案されているが、ここでは「平均」と「複数年の排出
経路」の方法について、詳細を説明する。
まず、
「平均」について NDC の目標年が 2030 年で実施期間が 10 年（2020～2030 年）
の場合、2030 年で 1tCO2 オフセットするためには 2020～2030 年で 10 単位の ITMOs が
必要となる（図 2）
。このオプションは、ITMOs を取得する国が排出経路を想定している場
合には、実施期間前半で余分な ITMOs を取得する必要があることになる（図 3 vs 図 4、
図 5）
。

図 2. NDC 実施期間に渡り平均化された ITMOs
（出所）ecbe (2019)を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成

図 3. NDC への年平均 ITOMs の移転
（出所）ecbe (2019)を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成
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次に、
「複数年の排出経路」の方法で排出経路を想定する場合、想定される排出経路に応
じ、必要な ITMOs の量は減少する（図 5：線形、
：図 6 上昇のち下降）
。2030 年に 1tCO2
をオフセットするために、線形の場合には、10 年で 5.5、5 年で 3 の ITMOs がそれぞれ必
要となる。上昇のち下降の場合には、排出経路は国によって異なるが、図 6（実施期間後半
で大幅に削減）の場合にはおよそ 2 の ITMOs があればよいことが分かる。

図 4. 線形の排出削減パスの想定
（出所）ecbe (2019)を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成

図 5. 上昇のち下降の排出経路の想定
（出所）ecbe (2019)を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成

単年の目標の場合は、目標年だけの排出量を減らすために ITMOs を取得・使用するリス
クや、目標年の前に目標達成と関係のない ITMOs が売却するインセンティブを排除し、市
場に過剰な ITMOs が供給される可能性を無くすことが必要となる。また、複数の調整方法
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が考えられているが、方法によって必要となる ITMOs の取引量に大きな違いを生むと考え
られるため、単なるテクニカルな問題にとどまらない。
③ それぞれの調整方法の課題
上記のように具体的な「平均」の方法では、例えば NDC の目標年が 2030 年で実施期間
が 10 年（2020～2030 年）の場合、2030 年で 1tCO2e オフセットするためには 2020～2030
年で 10tCO2e の ITMOs が必要となる。このことは、ITMOs の需要量がより大きくなり、
ホスト国に対して更なる排出削減を行うことを後押しすることを意味する。しかし、このオ
プションは、排出経路を想定している国にとっては、実施期間前半で余分な ITMOs を取得
する必要性が生じ、負担増となる。
「複数年の排出経路」及び「年間」の方法では、毎年の相当調整が必要となる。単年の NDC
については、非目標年の排出量の相当調整をどのように行うのか明らかではない。また、最
終段階でどの排出削減量を ITMOs とみなすかを決めたい国にとっては、NDC 期間内で毎
年、相当調整を行うのは好ましい方法ではない。
アカウンティング手法の選択は取引相手国の選択にも影響を与える可能性もある。なぜ
なら、取引が成立しない手法の組合せがあり得るか、相手国が同じ手法を用いることを要求
する条項が追加される可能性があるからである。特に、交渉文書では、NDC 実施期間にわ
たって同じ手法で相当の調整を行うことが記載されており、この場合は一国が複数の手法
を使い分けることは認められていなかった。
3.

COP25 の成果と今後の見込み

① 継続協議で合意
12 月 2 日～12 月 15 日まで、スペインのマドリッドで開催された国連気候変動枠組条約
の第 25 回締約国会議（COP25）は、これまでの COP では見られなかった異例な事態が続
いた会議であった。
会合が、当初の終了予定日から 2 日間、延長されただけではなく、そもそも、開催予定地
も、ブラジルからチリ、サンチアゴに変更となったものが、開催 1 か月前の段階でスペイ
ン、マドリッドにさらに変更になるなど異例ずくめの会合であった。
COP24 の積み残しの議題となった第 6 条の実施規則については、COP25 においては重
要な議題として、精力的に協議が行われた。しかし、協議においては、COP24 と同様に各
国の意見が対立する状況が続いた。特に、COP が始まってから、途上国は一致して、適応
への資金源確保のために第 6 条 2 項に対する Share of Proceed の適用を主張し続け、これ
に強く反対する先進国と対立した。
また、第 6 条 4 項においては、第 6 条 4 項メカニズムに対するダブルカウントの回避の
ための相当の調整の適用についても、適用する必要性はないとする国と適用を求める国な
ど、各国から異なる見解が示された。
さらに、CDM のパリ協定第 6 条 4 項への移行についても各国の見解が分かれ、中でも
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2020 年以前に発行されたクレジットの移行については、最後まで妥協点を見出すことが出
来なった。
この三つの論点において、最後まで各国が歩み寄ることは出来ず、ついに会議の最終日、
12 月 15 日に議長から、実質的な合意は得られなかったことが報告された。最終的には、今
後も議論を継続する決定が CMA（パリ協定の締約国会合）において採択され、会議は終了
した。
② アカウンティング方法についての議論
このように、パリ協定の下での市場メカニズムのルールブックの採択には至らなかった
ものの、技術的な議論、特にダブルカウントの回避のための調整方法については、更に議論
が深まった。第 6 条の協議を引き続き継続することを決めた決定文書は、参照文書として、
会議中に議長によって作成された三つの文書（議長文書第 1 版、第 2 版、第 3 版）を示し
ている。これらの文書で示されているダブルカウントの回避の調整方法の概略は以下のよ
うになっている。
表 5. 議長文書で示されたアカウンティングの方法の概要
（a）ITMOs の単位

CO2 を単位と CO2 以外の単位を認める。CO2 以外の単位の
ITMOs のアカウンティング方法については、今後、更に検討。

（b）調整対象

NDC の規制対象となっているセクターと温室効果ガスの排出
量と除去量

（c）調整方法
・引渡しの場合

排出量と除去量に追加。

・利用の場合

排出量と除去量から控除。

（d）単数年と複数年の調整方法
・単年目標の場合

（ⅰ）複数年の排出経路あるいは炭素予算を設けて毎年、引渡
国と取得国ともに移転量と利用量を調整。
（ⅱ）毎年、年間平均 ITMOs 引渡量、取得量を算出し、毎年、
indicative な調整を行い、NDC の利用時に調整を行う。

・複数年目標の場合

複数年の排出経路あるいは炭素予算を設けて毎年、引渡国と取
得国ともに移転量と利用量を調整。

（e）CO2 以外の ITMOs
の単位

CO2 以外の同じ単位での取引を行い、緩衝登録簿において、毎
年、追加と控除を行う。

（出所）COP25 議長文書を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成

7

7

議長文書第 3 版（https://unfccc.int/documents/204687）
、議長文書第 2 版
（https://unfccc.int/documents/202115 ）
、議長文書第 1 版（https://unfccc.int/documents/204639
を参照。

）
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③ 第 6 条のルールブック採択に向けた課題
これまで述べてきたように COP25 においては、第 6 条 4 項への相当の調整の適用、2020
年以前のクレジットの利用、SOP の第 6 条 2 項への適用において妥協点を見出せず、合意
が得られなかったが、アカウンティングに関する技術的な議論などでは進展も見られた。
今回の COP における第 6 条に関する協議の結果についての評価の中には、合意が回避さ
れたことについては肯定的な声も見られる。第 6 条に関する協議は大きな注目を集めたた
め、COP 期間中、新聞などでも多く報道されたが、特に 2020 年以前のクレジットのパリ
協定への移行を強く批判する NGO の声が報じられた。更に、一部の報道では、COP25 に
おいて第 6 条の実施規則の採択に至らなかったことについては、米国の NGO、世界資源研
究所の専門家のコメント「悪い合意ならば無い方が良い（no deal was better than a bad
deal）
」が紹介され、必ずしも否定的な評価にはなっていない。
しかし、2020 年以前のクレジットのパリ協定への移行を支持する国もあることから、こ
の点で妥協が得られなければ第 6 条の実施規則について合意に至ることは難しい。そのた
め、何らかの妥協点を探る必要性はあるものの、どのような妥協がありうるのか現時点では、
まったく読めない状況となっている。
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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。それ以降には、新たな署名国は追加されなかったが、プ
ロジェクト登録件数が増加した。2019 年 12 月末までに 56 件のプロジェクトが登録されて
おり
（前年比 16 件増加）
、
約 2.6 万 tCO2e の排出削減量が得られている
（前年比約 6000tCO2e
増加）
。

図 6

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 7

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 登録とクレジット発行の動向
2019 年末までに、合計で 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 14 カ国、56 件にも上る。さらに、その中の 8 カ国に
おいては、合計で約 26,000tCO2e 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 20 件のプロジェクトを登録している。
同時に登録されたプロジェクトの予想年間排出削減量の合計でも、インドネシアのプロジ
ェクトからの予想排出削減量の合計は約 190,000tCO2e となっており、最も多い排出削減
量となっている。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 2019 年末まで
では 745tCO2e に留まっていたが、2020 年 1 月に 5 万 tCO2e のクレジットが発行された
ことで最も多くの削減量が達成された。2020 年 1 月にインドネシアのプロジェクトに発行
されたクレジットを除くと、モンゴルが最も多くのクレジットを発行していた。次いでベト
ナム（約 3,100tCO2e）
、タイ（約 2800tCO2e）となっている。
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 まで増加しているが、2019 年には 4000tCO2e
まで減少している。

図 8

国毎の JCM プロジェクト登録件数の推移（件）

（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
注：2020 年のデータは 2020 年 2 月末までのデータ。
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図 9

国毎の JCM クレジット発行量の推移（tCO2e）

（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

注：2020 年のデータは 2020 年 2 月末までのデータ。

図 10

JCM 登録プロジェクトの平均年間予想排出削減量（tCO2e）
（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

このように、排出削減予想量が小さいものに留まっている背景には、導入されている技術
から影響を受けて入る可能性が高い。これまでに 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おり、この傾向に大きな変化は見られていない。
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図 11

JCM 登録プロジェクトのプロジェクトタイプ（件）

（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

また、JCM では、工場省エネプロジェクトの件数が最も多いが、年平均での予想排出削
減量は約 3200tCO2e となっており、小規模な水準にとどまっている。エネルギー効率化に
関連し、比較的、大きな排出削減量となっている廃熱回収（年間の予想排出削減量約
80,000tCO2e）は、1 件しか登録されていない。この廃熱回収プロジェクトは 2018 年に初
めて登録され、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
っているものの、その後、同様のプロジェクトの登録は 1 件のみに留まり、大きな増加は見
られない。
(2). JCM の今後の課題
上記のように JCM ではプロジェクト件数は増加傾向にあるものの、それによって得られ
る予想排出削減量の伸びは鈍化している。今後、プロジェクト件数の増加とともに、予想排
出削減量を増やしていくことが求められるだろう。
特に、今後は、JCM のパートナー国もパリ協定の下で温暖化対策を強化していくことが
求められており、JCM を通じたパートナー国における更なる排出削減への貢献方法を検討
していく必要がある。
同時に、パリ協定の目的として、地球全体の気温上昇を工業化以前の水準から 2℃以内に
抑えることが掲げられており、これを踏まえて各国とも温暖化対策を策定、実施していくこ
とが求められている。
このようなパリ協定の枠組みの中での中長期の取組の中で、パートナー国における温暖
化対策の強化をどのように支援するのか、JCM がどのような貢献をなしうるのか検討して
いく必要性があるだろう。
国際機関や研究機関が発表している今後のエネルギー動向のシナリオなどでは、省エネ
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も重要な要素となっており、省エネへの支援はパートナー国における温暖化対策の強化に
貢献しうるものと言える。ただ、これまでの JCM が支援してきた技術に留まらず、大きな
排出削減が見込まれる廃熱回収などのプロジェクトへの支援を拡大していく必要があるだ
ろう 8。
また、近年、太陽光、風力等の再生可能エネルギーのコスト低下により再生可能エネルギ
ー導入が拡大している。しかし、再生可能エネルギーが大量導入された結果、電力供給のネ
ットワークの維持のためのコスト、統合費用が生じていることが指摘されるようになって
いる 9。温暖化対策の一環として再生可能エネルギーの導入は重要な位置を占め、温暖化対
策の強化により、今後、更に再生可能性エネルギー導入拡大が図られることが予想されるた
め、統合費用を低減するような技術の導入についても、検討していく必要性があるだろう。

例えば、IEEJ Outlook 2020 では、途上国における産業分野におけるエネルギー効率改善の余地は大き
く、既存の技術の普及により、さらなるエネルギー効率の改善が図ると指摘している。日本エネルギー経
済研究所〝IEEJ Outlook 2020″2019、p77-79 参照。
9 （同上）p109-p111
8
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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
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を設立し、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、市場が未成熟な段階に留まっていたが、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 10。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た。
① PMR における取組
市場メカニズム導入準備基金（Partnership for Market Readiness、PMR）は、2011 年
に情報・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た。
表 6. PMR の概要
資金規模
目的

US$1.27 億
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
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）

参加国

活動の概要

2011 年から活動を開始。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

10

World Bank’s Carbon Finance Unit “10 Years of Experience in Carbon Finance” World Bank 2010
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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
トナム、タイ等）が参加している。
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。
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。
② 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、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
支援し、更に大きな排出削減を実現することを目指している。現在、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
定しており、TCAF では、このような新しい状況の中で国際的な排出削減量の取引を行うこ
とが求められている。
表 7. 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
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(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
宣言が、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
認識した上で、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立された。
これまでに 4 回の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や、世界銀行、OECD 等の国際機関なども参加している。
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
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 8. 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
2019 年、フランス、パリにおいて第 4 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
これまでに日本政府は、JCM を通じて途上国における排出削減を支援し、様々な国でプ

ロジェクトを実施してきている。プロジェクト件数は、着実に増加しており、一定の成果を
上げてきたと言えるだろう。しかし、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が今後の課題となって
いる。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、長期的な温暖化対策におい
て不可欠であり、その際、JCM は、その実施を通じて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。
パリ協定の下での 2℃目標に向けた様々なシナリオを多くの研究機関が作成しているが、
発表されたシナリオでは、2℃目標に向け必要とされる技術や、その潜在的な排出削減量も
試算されている。
今後は、そのような中長期的に導入が必要とされる技術の導入促進を図る観点から JCM
の実施について検討していく必要性があるだろう。
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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 15 回京都議定書締約国会合（CMP15）での交渉の動向

2019 年 12 月 2 日から 12 月 15 日までスペイン、マドリッドにおいて COP25 とともに
開催された京都議定書第 15 回締約国会合（CMP15）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 5：CDM に関する事項
CMP 議題 6：Joint Implementation に関する事項
SBI 議題 6（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 5 の CDM に関する事項のみ協議
が行われた。パリ協定第 6 条の協議とも関連し、協議は紛糾した。最終的には、非再生バイ
オマスに関する方法論についてレビューを継続することを CDM 理事会に求める決定が採
択された。
（2）.

プロジェクトの有効化審査及び登録動向

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
の有効化審査件数、登録件数は 2012 年以降の減少傾向が変わらず、近年、その傾向が更に
顕著になっている。
ついには 2017 年 4 月から 2018 年末まで、有効化審査が 1 件も手続きが行われない状況
となった。その後、また僅かではあるが、有効化審査を行うプロジェクトが現れたものの、
2019 年に入っても増加傾向に転じたとは言えない状況である。登録手続きにおいても同様
の状況が続き、2019 年には 26 件のプロジェクトが登録され、2018 年の 12 件から増加し
たが、最も多くプロジェクトが登録されていた 2012 年の 3000 件を越える登録数から比較
すると、プロジェクト開発が活発化しているとは言えない状況となっている。
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図 12. 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 13. 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ていない。
そのため、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）.

止まらない CER の発行量の減少傾向

プロジェクトの開発は 2013 年以降、急激に減少していったものの、CER の発行につい
ては、ある程度、維持される状況が続いていたが、2017 年に至り、減少傾向に転じ、2019
年も、その傾向が続いた。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 を下回り、2019 年には、4400
万 tCO2e とさらに減少することとなった。
2000 年以降の CDM プロジェクトの予想クレジット発行量の総量と実際の CER の発行
量の推移を比較してみると、2019 年は登録されたプロジェクトの PDD で記載されている
クレジット予想発行量の合計は 9 億 tCO2e を超える数量となっていたが、実際には、それ
を大幅に下回る 4400 万 tCO2e となり、予想クレジット発行量の 5％に留まっている。
留意が必要なのは、PDD で記載されているクレジット発行予想量は、その年に得られる
排出削減量であるのに対して、クレジットの発行年は発行申請手続きなどが行われるため、
実際に排出削減が行われた年とは異なる年となることである。
そのため、2019 年に発行されたクレジットの大半は、それ以前の年に行われた排出削減
量に対して発行されたものである可能性が高いと言えるものの、
このことは 2019 年以前に、
クレジット発行に向けて手続きを行うことを断念したプロジェクトが多数、存在すること
を示唆している。

図 14. CER 発行量の推移（百万 tCO2e）
（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
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図 15. 想定発行量と実際の CER 発行量の推移（百万 tCO2e）
（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

このようにプロジェクトを実施している企業がクレジット発行を行わなくなってきてい
る背景には、現状ではクレジットに対する需要がないこと、2020 年以降の制度の動向に不
確実性があることなどが影響していると考えられる。
しかし、その一方でクレジットの発行を行っていないものの、クレジットの発行が可能な
プロジェクトが数多く残されており、潜在的には大きなクレジット供給源となる可能性は
あり、今後、様々な形で影響を及ぼしていく可能性もある。
（4）.

UNFCCC 以外の市場メカニズム（2021 年以降の取組み）

2016 年 10 月に ICAO は市場メカニズムを活用した温暖化対策、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 の下での独自の取組が求められていたこともあり、CORSIA は、国際民間航空部門
における 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。
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る。基準達成のた
めに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。

29

表 9.

CORSIA で利用が認められるクレジットを発行するプログラム

プログラムの要素
1.

明確な方法論、規約とそれらの策定プロ

i. クレジットは追加的な排出削減量を踏
まえて発行すること。

セス
2.

プログラムの基準

対象とする取組みの範囲（プロジェクト、 ii. 現実的かつ信頼性の高いベースライン
PoA 等の排出削減を行う取組みの種類）

3.

クレジットの発行と償却の手続き

4.

クレジットの個別化と追跡

5.

クレジットの基本的な性質と財産権の性
質の定義と公表。

を設定。
iii. 数量化された排出削減量の MRV の下での
モニタリング、報告、検証する制度。
iv. クレジットの移転が追跡可能になって
いること。
v. 排出削減量が永続的なものであること。

6.

有効化と検証手手続き

7.

プログラムのガバナンス

8.

透明性と一般の参加の規定

9.

セーフガード制度

(1).二重発行：同一の排出削減量に二

10. 持続可能な発展の基準

重にクレジットを発行しない。

11. ダブルカウントの回避

(2).二重計上：一つのクレジットを重

vi. リーケージへ対応すること。
vii. ダブルカウントを回避すること。

ねて遵守に活用しない。
(3).二重請求：遵守に活用されたクレ
ジットを発行する根拠となった排
出削減量を航空会社とホスト国が
双方ともカウントしない。そのた
め、排出削減活動のホスト国は当該
排出削減活動によって発行された
全てのユニットをカウントし、航空
会社とホスト国の排出削減活動の
間で二重に請求しない。
iii. クレジットを発行したプロジェクトが
他の規制に違反していないこと
（出所）ICAO 発表資料を踏まえて日本エネルギー経済研究所作成

11

“ICAO document CORSIA Emissions Unit Eligibility Criteria” March 2019, ICAO
を踏まえて作成。
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/ICAO%20document%2009.pdf
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表 10.

適格性を申請したプログラム

1. American Carbon Registry
2. British Columbia Offset Program
3. China GHG Voluntary Emission Reduction Program
4. Clean Development Mechanism
5. Climate Action Reserve
6. Forest Carbon Partnership Facility
7. Global Carbon Trust
8. Gold Standard
9. myclimate
10. Nori
11. REDD.plus
12. Thailand Greenhouse Gas Management Organization
13. The State Forests of the Republic of Poland
14. VCS Program (managed by Verra)
（出所）ICAO ウェブサイト発表情報を踏まえて日本エネルギー経済研究所が作成

利用が認められるクレジットについては一定の基準を満たした制度の下で発行されるこ
とが求められており、ICAO は 2019 年 3 月に、その基準を発表した。その後、クレジット
を発行する様々な制度、機関に対して公募がなされ、2019 年の 7 月 15 日までに 14 件の制
度、機関が申請を行った。
2020 年 2 月までに ICAO の下の専門家グループが審査し、その結果を 2020 年 3 月に開
催される ICAO 理事会に報告し、同理事会において利用が認められる制度について正式な
決定がなされることとされている。
本稿執筆時点（2020 年 3 月 6 日時点）では、正式な発表はなされていないものの、様々
な報道がなされている。そもそも申請している制度、機関は基準を満たしていないとの指摘
が、欧州の複数の研究機関からなされたとの報道が、2019 年 11 月 27 日になされている一
方で、2020 年に入り、申請された制度、機関のうち 6 件が申請を認められたとの報道もあ
る

12

。報道では、CDM も申請が認められたと報じられているが、もし、この報道が正し

ければ、CDM の新しい需要が生まれ、今後の CDM プロジェクト開発の動向に大きな影響
を及ぼす可能性も否定できない。

12 Carbon Pulse “None of 14 offset standard contenders meet CORSIA aviation scheme criteria report”Nov 27, 2019、Reuter “Exclusive: U.N. aviation agency weighs restrictions on carbon credits
under fire by climate activists”、Mar 4,2020
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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が、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
が提案された。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予定であった。
このような動きを受けて、2019 年 6 月 19 日にトランプ政権下の環境保護庁は、Clean
Power Plan の廃止とその代替規則である Affordable Clean Energy の最終規則を発表した
（連邦官報への掲示は 2019 年 7 月 8 日）13。廃止される Clean Power Plan は、既設の石
炭火力発電所に対する CO2 排出規制であり、2015 年にオバマ政権下の環境保護庁が最終
規則として策定した。Clean Power Plan は州別の削減目標を設定し、その達成については
排出量取引制度の実施を容認するなど、オバマ前政権の気候変動対策の中心的な施策であ
った。
トランプ政権は、Clean Power Plan を廃止にするとともに、その代替規則である
Affordable Clean Energy を公表した。Clean Power Plan からの変更点のうち、最も注目
すべきは、石炭火力発電所からの CO2 排出削減を行う上で、考慮される範囲が、「発電所
外」から「発電所内」に限定された点である。Clean Power Plan では、
「発電所内」の排出
削減の取組である石炭火力発電所の効率改善以外にも、対象となる石炭火力発電所単独で
は実施が困難な「発電所外」の取組である石炭から天然ガスや再生可能エネルギーへの転換
も考慮されていた。一方で、Affordable Clean Energy では「発電所内」の排出削減の取組
である石炭火力発電所の効率改善に限定された。
このように Affordable Clean Energy は、Clean Power Plan から大きく変わった内容と
なっているものの、実際に Affordable Clean Energy を直ちに施行することは困難である
と考えられる。Clean Power Plan は、反対する産業界や産炭州の州政府から提訴され、一
度も施行されなかった。同様に、Affordable Clean Energy も反対する気候変動対策に積極
13 Environmental protection agency “Affordable Clean Energy Rule”
https://www.epa.gov/stationary-sources-air-pollution/affordable-clean-energy-rule
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的な州政府からすでに裁判所に提訴されていることから、規則の合法性に対して法廷で結
論が下されるまで施行されない可能性が高い。
さらに、国際的なレベルでは、トランプ大統領の選挙中からの公約、パリ協定脱退につい
て、2019 年 11 月 4 日にパリ協定からの脱退が正式に国連に通告された 14。
トランプ政権は 2017 年 6 月 1 日に、中国等の新興国と目標強度に差異が生じている点
が、米国経済に不利益だとし、既に脱退を表明していた。なお、この脱退通告は直ちに有効
にならず、有効になるのは米国の大統領選挙の翌日である 2020 年 11 月 4 日である。この
ように米国はパリ協定からの脱退通告を行ったが、この方針が維持されるかは今年の大統
領選挙の結果に依存する。現在、民主党は大統領選挙の候補者を選挙中ではあるが、民主党
の多くの候補者はパリ協定を支持している。このことから、共和党のトランプ大統領が大統
領選挙に敗北した場合、米国がパリ協定に復帰する可能性も存在する。
（2）. EU における市場メカニズムに関する動向
欧州では、2019 年 7 月にユンケル欧州委員長の後任としてドイツのウルズラ・フォン・
デア・ライエン (Ursula von der Leyen)氏の就任を欧州議会が承認した。同氏は、欧州議
会での承認を受けるために一連の公約 15を発表、2050 年にカーボンニュートラルを達成す
るために各種政策の見直し、2030 年目標の引き上げ、国境炭素税の導入といった一連の政
策を 100 日計画として優先的に検討することを明らかにした。
そして、2019 年 12 月 1 日にウルズラ・フォン・デア・ライエン氏が欧州委員長に就任
し、同月 11 日には公約通りに 2050 年に欧州域内のカーボンニュートラルを目指すための
European Green Deal 16を発表した。この計画では、2050 年にカーボンニュートラルとな
ることを目標に、その中心として気候変動法(Climate Change Law)制定、関連する指令・
規制などをカーボンニュートラルの方針に沿うように改正するなどの措置を含んだロード
マップが示された。気候変動政策関連では、2030 年目標を 1990 年比 40％削減から 50％ま
たは 55％に引き上げるために、ETS 指令、努力分担規則、再エネ指令、省エネ指令、自動
車燃費基準といった政策の見直しを 1 年半ほどの予定で実施することが予定されている。
加えて、国境炭素調整メカニズム(carbon border adjustment mechanism)の検討を 2021 年
までに進めることが計画されている。このメカニズムついては、WTO ルールと整合的で、
EU ETS での炭素リーケージを回避するための無償割当の代わりになるための措置として
検討される。
EU としての一層の政策強化が模索される中、英国は 2020 年 1 月 31 日に EU を離脱し
た。2020 年末までは、これまでの同様に EU ETS に参加し、英国内の対象事業者は 2020
年の排出量と同量の排出枠を確保し、目標順守措置を講じする必要がある。ただし、2020
Department of State “On the U.S. Withdrawal from the Paris Agreement”
https://www.state.gov/on-the-u-s-withdrawal-from-the-paris-agreement/
15 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-nextcommission_en.pdf
16 EC (2019) ‘The European Green Deal’ COM(2019) 640 final
14
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年末までに離脱協定に合意できない場合、いわゆる合意なき離脱となる場合には、EU ETS
に参加することで得られる気候変動税の減免措置が停止されることになる。英国政府は、イ
ギリス国内で実施する排出量取引制度、UK ETS の立ち上げを検討しているが、今後の方
針は EU と英国の離脱交渉に左右されることになる。
こうした動向は、EU ETS の排出枠価格に大きく影響している。図は、EUA 価格の推移
である。2017 年まで低迷した EUA 価格は、2019 年から開始された Market Stability
Reserve (MSR)による市場の需給タイト化、EU 離脱を予定する英国政府の EUA オークシ
ョン及び無償割当の停止による供給減、新欧州委員長の目標引き上げを模索する発言等に
よって上昇局面を迎えた。2019 年 7 月には、一時的に 2008 年以来となる 30 ユーロ/t-CO2
を超える水準に達したが、2019 年―2020 年は暖冬による石炭火力や地域暖房設備からの
需要減によって、2020 年 2 月末の時点では 23 ユーロ/t-CO2 前後の水準となっている。

図 16. EUA 価格の推移
（出所）EEA (2019) Trends and projections in the EU ETS in 2019

（3）. 中国における市場メカニズムに関する動向
中国の排出量取引制度は準備中の全国的な排出量取引制度と運営中の地方パイロット排
出量取引制度からなる。前者に関する 2019 年における動向に関しては、2019 年初めまでの
組織改編に伴い所管となった「生態環境省」は、今後の政府の取り組みとして「排出量取引
制度管理条例」の制定とデータ品質の向上を中心に進めていく方針を示した。
「排出量取引制度管理条例」制定の取り組みに関しては、
「生態環境省」は 2019 年 4 月に
これまで「発展改革委員会」の省令として実施されている「排出量取引制度管理方法」をも
とに法律としての条例案を公表した。現在はこの条例案がパブコメ募集中である。この条例
34

が国務院の審議に通過すると、中国初の排出量取引制度に関連する法律として成立するこ
ととなり、
「生態環境省」の排出量取引制度に関連する業務を法の下で一層推進しやすくな
ると考えられる。公表中の同条例案では「生態環境省」が全国的な排出量取引制度に関連す
る活動の管理監督や制度の確立等に責任を負い、地方政府は所管地区の排出量取引制度に
関連する活動の運営を担当するという 2 階建ての制度設計が示された。また、取引には個人
でも参加できるとしている。
データ品質の向上の取り組みに関しては、2019 年の 1 月と 12 月に、生態環境省はそれぞ
れ 2018 年と 2019 年の炭素排出量を報告するよう 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）の事業者に命じた。報告対象者はそれぞれ過去 2
年間と 7 年間に任意 1 年間の温室効果ガス排出量が 2.6 万トン（エネルギー源消費量は標
準石炭換算約 1 百万トン、1 トン標準石炭換算は 0.7 トン石油換算に相当）以上の企業を報
告対象とした。この基準に達している自家発電を有している企業は上記の 8 産業に限らず
電力産業として報告することとなっている。ちなみに、2 回目の報告期限は 2020 年 5 月 31
日としているため、全国的な排出量取引制度の割り当ての実施と制度の立ち上げは早くと
も 2020 年後半以降になる見通しである。
また、
「生態環境省」は 9 月 25 日に電力部門における全国的な排出量取引制度の試行的
な実施のための割当案を発表した。この中では、火力発電所への割当量算定のための排出量
基準値（ベンチマーク）の 2 案が示され、石炭火力発電所についてそれぞれ電力 1MWh あた
り 0.848 トン CO2 と 1.015 トン CO2 との排出基準が示された。その後「生態環境省」は各地
方で割当に関する説明会を計 17 回実施したが、1 つ目の基準値に対して厳しすぎるとの意
見が多数、示された模様である。
一方、地方パイロット排出量取引市場の動向に関しては、全国的な排出量取引制度の開始
を控えているため大きな制度改革はなされず、取引量・取引高が低く、取引も履行期に集中
する状況が続いている。８つの地方パイロット市場（北京市、上海市、広省東、深セン市、
湖北省、天津市、重慶市、福建省）の 1 年間の取引量は 6,964 万トン、取引高は 15.63 憶
元、平均取引価格は 22.4 元/t⁻CO2（約 3.2 ドル/t⁻CO2）となっている。取引量では広東省
が最多で全体の 64.1％を占めている。取引価格は北京が最高で 83.3 元/トン（約 11.9 ドル
/t）であった。
（4）. 韓国における市場メカニズムに関する動向
2019 年度の韓国の気候変動政策にかかわる主な動向としては、2019 年 6 月には中長期の
エネルギー政策のビジョンや目標及び推進戦略を提示する「第 3 次エネルギー基本計画」が
、12 月 23 日に「第 3 次排
策定され、2019 年 10 月 22 日に「第 2 次気候変動対応基本計画」
出量取引制度基本計画」が策定された。
「第 3 次エネルギー基本計画」では 2040 年までに最終エネルギー消費量、BAU 比 18.6％
削減、エネルギー原単位、2017 年比 38％改善の目標を設定した。エネルギーミックスに関
しては脱原発、石炭火力の縮小、発電に占める再エネ比率を 30-35％に拡大の方向性を示し
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ている。
「第 2 次気候変動対応基本計画」は韓国の気候変動政策推進の根拠法である「低炭素グリ
ーン成長基本法（2010 年より施行）
」において策定することが規定されており、中長期気候
変動対応戦略を示す上位の計画である。
「第 3 次排出量取引制度基本計画」は 2021-2030 年
の取引制度の運用方針を示すもので、とりわけ無償割当業種の基準の改定と有償割当の比
率を 10％以上に引き上げる方針などが示された。
このような気候変動政策が強化される背景には、韓国の温室効果ガス排出量が増加し続け
ている事情がある。韓国の 2017 年の排出量は前年より 1,657 万トン増、2.4％増加の 7 億 914
万トンであった。エネルギー転換部門が 860 万トン増加し、鉄鋼も 610 万トン増加した。エ
ネルギー転換部門では石炭火力が 1,260 万トン増加、ガス 110 万トン増加、石油は 520 万ト
ン減少した。石炭火力は一部老朽発電所の閉鎖はあったものの、以前許可された新規設備の
稼動によるもので、鉄鋼部門に関しては輸出回復に伴う生産量増加に起因する 17。
≪第 2 次気候変動対応基本計画の概要≫
気候変動対応基本計画は 20 年を計画期間として 5 年ごとに策定される。第 1 次計画は
2017-2036 年を対象期間として 2016 年 12 月に策定されており、本来第 2 次計画は 2021 年
に策定されるべきであるが、2018 年 7 月に「2030 国家温室ガス削減基本ロードマップ」が
改訂されたため、これを反映すべく、第 2 次計画を早期策定している。第 2 次計画ではこれ
までの韓国の気候変動対策について評価し、排出量取引制度のような制度の導入により、削
減のための政策フレームは構築できたものの、実際の排出量が継続して増加していること
から、政策を補完する措置が必要であると評価している。
そして、今後の方向性としては市場原理に基づく費用対効果の高い政策の推進、脱化石燃
料、省エネ・低炭素高付加価値産業構造への転換、再エネ拡大、需要管理、ICT との結合な
どエネルギー新産業の育成などを挙げている。部門別の政策課題として、エネルギー転換部
門に関しては、新規石炭火力発電の建設禁止・石炭発電量の削減、LNG への転換、再エネ
発電シェアの拡大（2030 年 20％、2040 年 30-35％）が挙げられている。産業部門に関して
は、2030 年まで産業部門の排出量を BAU 比 20.5％削減することが目標であり、主な課題と
して、エネルギー効率の構造、新技術の開発・普及、環境にやさしい燃料への代替などが挙
げられている。具体的には高効率機器の普及・FEMS（Factory Energy Management System）
の導入拡大、エネルギー多消費事業所の事業場別原単位改善のための自主協定（2000TOE 以
上の事業所が対象、原単位を年 1％改善）
、鉄鋼分野の水素還元製鉄、HFC 冷媒の代替、LNG・
バイオマスへの燃料代替や廃熱回収の促進などが挙げられている。

韓国環境省温室ガス総合情報センタ、報道資料「2017 年温室ガス排出量 7 億 900 万トン、前年比
2.4％増加」2019 年 10 月 7 日
http://www.gir.go.kr/home/board/read.do;jsessionid=x18zo0OkpbZuKwfEL6MOvsSpBsOR6pdjJOJcUC
FPaxwNwbcq4EFYr1jiK2FAFcy1.og_was1_servlet_engine1?menuId=10&boardId=136&boardMasterI
d=4
17
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一方、2015 年から実施している排出量取引制度の政策方針も示され、企業の責任強化（課
徴金の引き上げ）
、有償割当比率の拡大（現在の 3％より 21 年より 10％以上に引き上げ、26
年よりさらに引き上げ）
、有償割当対象の選定基準の改善、企業別排出量情報の公開（割当
量、排出量、年度別削減率を公開する）等の方針が示された。
このような政策強化の動きについて、産業界は企業の負担が増加するとして反発した。第
2 次気候変動対応基本計画が設定した 2030 年目標値は 2017 年の排出水準から約 24.4％削減
に相当する。産業界は、政府が非現実的な削減目標を提示しているため、経営負担が増加し
たと指摘し、脱原発政策による石炭発電増加で排出量が増加した責任を企業に転嫁してい
るとも批判した 18。
しかし、12 月 23 日には 2021-2030 年の取引制度の運用方針を示す「第 3 次排出量取引制
度基本計画」が確定し、無償割当業種の基準を改善するとともに、有償割当の比率を 10％
以上に引き上げること等が再確認された。詳細は 2020 年の上半期に策定予定の国家排出権
割当計画にて策定される見通しである。
こういった政府の気候変動対策強化方針を受け、排出枠の取引市場では取引価格が値上
がりし、11 月 1 日の取引価格は 3 万 4,600 ウォンと EU や米国の水準を超え、12 月 17 日に
は 4 万 650 ウォンを記録した

19。取引市場開始時（2015

年）の 7860 ウォンと比較する約

415％も値上がりした。

図 17.

2019 年排出枠価格の推移（2019 年 3 月 5 日～2020 年 3 月 5 日）

（出所）韓国取引所のマーケットデータより日本エネルギー経済研究所作成
東亜日報、
「企業温室ガス排出削減強化。財界反発」2019 年 10 月 23 日
www.donga.com/news/article/all/20191023/98022819/1
19 毎日経済、
「炭素排出枠値高空行進に企業泣き顔」2019 年 12 月 18 日
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2019/12/1062343/
18
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大手鉄鋼社の関係者は排出枠の取得費用として取引価格が 30,000-35,000 ウォンの場合、
約 1,000 億ウォンが追加的にかかると推定しており、一部では取引価格が今後 10 万ウォン
まで値上がりするとも話した

。しかし、政府の対応方針に変更はなく、2020 年 2 月の記

20

者懇談会において環境大臣は気候変動政策を政府の中心的な政策として位置づけ、脱炭素
社会への転換のための注力していくことを強調した。また、2020 年の排出量を前年比 2.5％
削減すべきと発言し、さらに、石炭火力発電の縮小、自動車の温室ガス基準強化なども言及
している。 21
2020 年 2 月、韓国環境省は大統領への 2020 年業務報告において、2020 年には PM2.5 の
削減に総力を挙げると報告した。重点対策として、PM2.5 年平均濃度、2019 年 23 ㎍/㎥から
2020 年 20 ㎍/㎥に低減、排出量の多い事業所から排出量 20％以上削減（2019 年比）、老朽軽
油車の 100 万台削減（2018 年対比）
、新エネ車 20 万台普及等の目標を提示した。気候変動
関連では、2020 年に低炭素発展戦略を策定する予定である 22。

Newdaily 経済、
「鉄鋼業界来年度も曇り。炭素排出権価格急騰」2019 年 12 月 23 日
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2019/12/23/2019122300151.html
21 Newsis、
「環境長官、
“気候変動対応足りない、温室ガス「脱動調和」実現」2020 年 2 月 6 日
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20200206_0000910351&cID=10201&pID=10200
22 韓国環境省、報道資料「環境省、
「2020 年度業務計画」発表」2020 年 2 月 11 日
http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?pagerOffset=60&maxPageItems=10&maxIndexPages=1
0&searchKey=&searchValue=&menuId=286&orgCd=&boardId=1310020&boardMasterId=1&boardC
ategoryId=&decorator=
20

38

（様式２）

二次利用未承諾リスト
報告書の題名 市場メカニズム交渉等に係る国際
動向調査
委託事業名平成３１年度二国間クレジット取得
等のためのインフラ整備調査事業
受注事業者名 日本エネルギー経済研究所

頁

図表番号
34 図16

タイトル
EUA価格の推移

