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はじめに 
 
 
 

地球温暖化防止に関わる国際条約である京都議定書が発効して 1 年が経過した。1990 年

比で 6％の排出削減義務を負う日本では、2008 年からの第 1 約束期間開始を前に、日本政

府・企業が京都メカニズムへの取り組みを具体化させつつある。 

こうした中、日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部では、京都メカニズムをめぐる

世界的な動向と日本企業の活用状況に関する調査を実施した。本調査は、国内外の関係機

関・企業に対するヒアリング調査、ジェトロ・メンバーズに対するアンケート調査、ジェ

トロの海外事務所報告のほか、中央アジア・コーカサス地域、米国、中国、ブラジル、イ

ンド、インドネシアへの現地出張調査などを基にとりまとめた。 

今回の調査実施に当たっては、多くの関係機関・企業方々の協力や助言をいただいた。

この場を借りて厚くお礼を申し上げたい。 

 

 本調査結果が京都メカニズムの活用を検討する企業、あるいは既に活用している企業の

一助となれば幸いである。 

 

2006 年 3 月 

日本貿易振興機構（JETRO）海外調査部 
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第 1章 京都メカニズムをめぐる世界の動向と日本企業の取り組み 
 
1.総論  
 
 日本が京都議定書の定める温室効果ガス（GHG）の削減目標を達成するには、京都メカ

ニズムの活用が鍵を握る。一方、欧州では既に政府がクレジット買い取りを開始しており、

同メカニズムを活用に関して、日本の一歩先を行く。また同メカニズムは、日本企業に省

エネなどの技術移転、排出権取引ビジネスといった新規ビジネス展開に影響を与えており、

国際会議での議論や日本政府による買い取り制度導入などが追い風となって、こうしたビ

ジネスはさらに本格化する模様だ。 
 
＜1990年比 6％減に、京都メカニズムは必須＞ 
 2005年2月に京都議定書が発効し、日本政府は議定書の定める第1約束期間（2008～2012
年）に 1990 年比でGHG排出量を 6％削減することとなった。日本政府は、主に省エネをは

じめとする国内対策と森林などの吸収源で対応する方針だ。さらに国内対策の不足分を補

足するために、海外でのGHG排出削減プロジェクトであるクリーン開発メカニズム（CDM）、

共同実施（JI）、排出量取引（ET）という京都メカニズムを活用する。京都議定書目標達成

計画によれば、1990 年の総排出量（12 億 3,700 万トン）の 1.6%分（年間換算で 2,000 万

トン、第 1 約束期間で 1 億トン）が京都メカニズムの活用部分である1。 
 
 しかし日本の GHG 排出量は、減少するどころか増加しており目標達成が困難になってい

る。速報値によれば 2004 年の排出量は 13 億 2,900 万トンで、基準年となる 1990 年排出

量の 7.4％増となった。単純に計算すると京都議定書の数値目標を達成するには、13.4％の

GHG 排出削減をしなければならない。 
 
 またGHGの排出源は産業界が多くを占めるが、日本政府は産業界に対してGHGの排出量

に上限（キャップ）をかけることは実施していない。排出量の多い産業界では、経団連な

どが自主環境行動目標をたてて、自主的に地球温暖化対策に取り組んでいる。国内 36 業種

が数値目標を掲げる。2006 年にはこのうち 11 業種が京都メカニズム活用を検討しており、

前年よりも 5 業種よりも増えている2。 
 
政府が承認した京都メカニズム（1 件を除き CDM によるもの）のプロジェクト 42 件か

ら獲得できる排出削減量（クレジット）は、年間約 3,580 万トン（2006 年 2 月 20 日現在）

                                                  
1京都議定書目標達成計画は 2005 年 4 月 28 日に閣議決定された

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/kakugi/050428keikaku.pdf）。 
2 経済産業省の発表資料による（2006 年 1 月）。 
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である。ただしこれらのプロジェクトは、一部は各企業の自主目標達成のために使用され

るものを含む可能性があり、純粋に政府が調達を目指す 1.6％分にカウントできるとは限ら

ない。さらに日本の GHG 排出量は増加していることからも、最終的には京都メカニズムは

1.6％以上の活用が必要になる可能性が高い。 
 
＜活発化する欧州の排出権取引＞ 
 京都議定書の中で、当初GHG排出削減が義務付けられているのは日本の他にEU、カナダ、

米国であった。しかし、米国は国内の反対意見が強く 2001 年にブッシュ大統領が京都議定

書からの離脱を表明しており、同議定書の数値目標を達成する予定はない。EU（15 カ国）

は、基準年排出量 41 億 4,540 万トンから 8％削減を義務付けられ、加盟各国は削減難易度

に応じて削減分を割り当てられている。またEUでは 8％減という数値目標とは別に、欧州

排出権取引制度（EU-ETS）という義務的なキャップ・アンド・トレード3を 2005 年 1 月

に開始している。 
 
 EU-ETS は加盟各国に GHG 排出量にキャップをかけており、各国企業はキャップを超

えた分の排出枠（EUA）を、欧州各国にある取引市場から調達することができる。また CDM
や JI で獲得したクレジットも活用することが認められている（リンキング指令）。そのため、

EU-ETS での数値目標が困難になっている国々が、積極的に CDM、JI を利用するとみら

れる。既に CDM のクレジット（CER）価格は EUA に大きな影響を受け、引き上げられつ

つある。 
 
 またスペイン、イタリア、オーストリアなど 9 カ国は政府の財源で、京都メカニズムか

ら発生するクレジットの買い取りを実施している。9 カ国が買い取りにかける予算は 5 年間

で総額 27.3 億ユーロ4（約 3,830 億円）といわれるが、既に各国政府は比較的高価格を提示

しながら各地でクレジット買い取りに動いている。 
 
 一方、世界最大の GHG 排出国である米国は、キャップ・アンド・トレードが経済成長に

歯止めをかけるという考えから、京都議定書を離脱した。政府は、地球温暖化対策は省エ

ネなど技術革新によって達成できるというスタンスから、再生可能エネルギーなど非化石

燃料に関する技術革新に予算を投入している。 
 
 

                                                  
3温室効果ガスの総排出量（総排出枠）を定め、それを個々の主体に排出枠として配分し、

各主体に割り当てられた排出枠の一部を他の主体に移転する、あるいは他の主体から獲得

することを認める制度のこと。
4 2006 年 2 月 13 日時点 1 ユーロ=140.37 円 
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＜COP/MOP1を契機に京都メカニズムの活用が積極化＞ 
 京都議定書に対しての主要先進国間の足並みが揃っていないことから、日本政府・企業

は、京都メカニズムの活用に対して、これまで様子見的なスタンスが色濃かった。ジェト

ロが海外事業に関心を持つジェトロ・メンバーズ 3,210 社に対しアンケートを実施したと

ころ、回答した企業（960 社）のうち、京都メカニズムを活用したビジネスを行っているか

どうかという質問に対して、42.0％（403 社）が「関心はあるが、具体的な事業計画は未定」

と回答している5。 
 
 また京都メカニズムに「既に取り組んでいる、これから行う予定」と回答した企業（132
社）に対してその理由を聞いたところ、「企業の社会的な責任（CSR）の観点による環境貢

献活動の一環」という回答が 62.9％（83 社）と最も多かった。環境貢献活動を検討する企

業は全体の過半数を超える。 
 
他方、同質問に対しては「ビジネスチャンスがあるため」という回答も 40.2％（53 社）

あった。CDM や JI という海外における GHG の排出削減プロジェクトによって、日本の

省エネ技術、省エネ機器を海外へ移転できるというメリットを期待できるからである。し

かしながら、実際のところ日本の省エネ技術や機器を生かした CDM や JI プロジェクトは

少数である。 
 
例えば CDM プロジェクトについては、ゴミ処理場から発生するメタンガスの放出を抑え

るプロジェクトや、水力発電など再生可能エネルギーのプロジェクトが圧倒的に多い。こ

れらの分野は既存の技術で実現できるため、必ずしも日本の技術が必要なプロジェクトで

はない。むしろ日本の省エネ技術や日本製機器はコストの高さが、障害になる場合が多い。

またCDMを審査する国連CDM理事会の審査が厳格で、なかなか省エネ技術を使ったGHG
排出削減プロジェクトの手法（方法論）は認定されてこなかった。こうした点も、日本企

業が京都メカニズムに対して様子を見る状態にとどめていた要因である。 
 
 しかしながら京都議定書が発効し、2005 年 11～12 月にかけて気候変動枠組条約第 1 回

締約国会議（COP/MOP1）がカナダ・モントリールで開催されCDMやJIの運用方法の議論

が進展し、ビジネスチャンスも広がり始めている。例えば、新たに炭素回収及び貯蔵技術

（CCS）6がCDMとして適格であるかどうか検討開始することとなった。日本技術を生かす

ことができる同分野での方法論が承認されれば、より多くのGHG削減プロジェクトを実現

                                                  
5 ジェトロは、2005 年 11～12 月に、京都メカニズムに関する取り組み状況についてアン

ケート調査を実施した。詳細は「日本企業の京都メカニズム活用状況に関するアンケート

結果」を参照。 
6 工場や発電所から発生する二酸化炭素を回収・貯蔵して、長期間大気中から隔離すること。

海洋貯蔵と地中貯蔵が代表的な方法。 
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することも可能となる。 
 
さらに日本政府は COP/MOP1 で「フューチャーCDM」というプログラム CDM を提案

した。これはエネルギー・サービス・カンパニー（ESCO）事業なども含めた省エネプロジ

ェクトの CDM をより幅広く承認されることを目的にしている。実現すれば日本の省エネ技

術の適用範囲が広がるとみられる。その他 JI に対する具体的な審査機関の設置やプロジェ

クトの設計方法を決めるなど、京都メカニズム活用に関して進展がみられた。また

COP/MOP1 では第 1 約束期間以降の枠組み（ポスト京都議定書）に関する議論も開始され

た。 
 
 こうした状況の中、日本企業による京都メカニズムを活用したビジネスが確実に増加し

つつある。以前から CDM プロジェクトに着手してきた一部企業などは、プロジェクトから

発生したクレジットを需要者に売却するビジネスを具体化させている。 
 
省エネ関連企業も方法論の広がりによって、CDM や JI にビジネスチャンスを見出して

いる。また日本企業の中には自社の海外工場で省エネ事業に取り組み、CDM とするプロジ

ェクトもでてきている。さらに京都メカニズムに関連する情報提供、プロジェクト発掘・

形成を行うコンサルティング部門、金融部門なども新規ビジネスとして参入している。 
 
＜CDMホスト国として注目を集める中国＞ 
 それでは日本企業は CDM や JI は、どこで実施するのか。ジェトロが実施したアンケー

トによれば、回答企業（94 社）のうち、最も関心が高かった国・地域は中国（51.1％、48
社）である。中国は米国（シェア 24.4％、2000 年時点）に次いで世界で 2 番目に GHG の

排出量が多い（同 12.1%）にもかかわらず、京都議定書ではその排出量に削減義務が課さ

れていない。 
 
 世界の工場ともいえる中国では、温暖化係数の高い非エネルギー系のガスが大量に放出

されていることから、日本に限らずEU各国も中国のCDMプロジェクトには高い関心を持っ

ている。非エネルギー系のGHGであるハイドロフルオロカーボン（HFCs）、パーフルオロ

カーボン（PFC）などは、莫大な高いコストをかけず、確実に大量に削減できるガスのCDM
プロジェクトが可能である7。こうした点からも、中国は非常に魅力的なCDMホスト国とい

える。しかしながら中国政府は、クレジットの移転で発生する際の利益を一部中国側のも

のとするCDM管理弁法を制定していることから、他のホスト国に比べれば政府の関与が大

きい国である。 
 
                                                  
7 PFCは二酸化炭素の 6,300～12,500 倍、HFCsは 1,300～12,100 倍の温暖化効果がある。 
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また中国に続き企業の関心が高かったのは、中国とインドを除くその他のアジア（20.2％、

19 社）で、世界で最もプロジェクトが多いインド（12.8％、12 社）は第 3 位であった。日

本企業とビジネスで結びつきの強い地域が上位に入っている。インドの場合、政府はより

多くの CDM プロジェクトを形成することに重点をおいており、政府は 200 件を超えるプ

ロジェクトを承認している。インドではより商業ベースでプロジェクトが形成されており、

クレジットの購入者が決まっていないユニラテラル CDM が圧倒的に多い。しかし中国と同

様に GHG の排出量も多く、エネルギー効率の改善を図る比較的 GHG 排出削減の規模の大

きいプロジェクトが期待できることからも、インドも先進国の注目を浴びている。 
 
 その他 CDM に熱心な地域として、ブラジルをはじめとする中南米諸国がある。これらの

国々では京都議定書を離脱する前の米国がテコ入れして人材育成などのキャパシティ・ビ

ルディングや制度構築を行ったため、CDM プロジェクトを形成しやすい土壌ができている。

ただしブラジル、メキシコなど一部の国を除き、多くの場合プロジェクトが小規模である。 
 
 JI は中・東欧諸国や、ロシア、ウクライナなど CIS 諸国で可能性があるものの、日本企

業による実施は困難とみられる。中・東欧の中には 2004 年 5 月に EU に加盟したポーラン

ド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニアも含まれるが、これらの国々は EU-ETS
に組み入れられている。そのため例えばポーランドは GHG の排出削減余地が 7 億トンとも

言われるが、EU-ETS の下で自国の排出量にキャップがかかり、JI プロジェクトの選択肢

が狭まっている。また中・東欧諸国では、多くの場合、既に西欧企業が優良案件に着手し

ている。 
 
またロシア、ウクライナなどCIS諸国、あるいはEUに未加盟の欧州諸国ではポテンシャ

ルがあるが、JI実施のための制度構築が十分ではない。例えば年間 5 億トン以上と見込ま

れる世界最大の排出余剰枠を持つロシアは、日本がJIの対象国として最も期待する国である。

しかし、ロシアを中心に、JIよりも実施要件のゆるいグリーン投資スキーム（GIS）8の実

施が優先される可能性があり、その場合はJI実施は限定的となる。 
 
 これらの点を踏まえると、日本企業が京都メカニズムを活用する上での有望国は中国と、

以前からビジネスでの結びつきが強いアジア諸国という日本企業の回答は妥当なものであ

る。しかしながら 2008 年から開始する第 1 約束期間は目前に迫っている中、アジア諸国は

CDM に対する構築整備で遅れをとっている国もある。CDM プロジェクトは形成までに数

年を要することから、クレジットを獲得する上では、地域にこだわらずより先のプロセス

にあるプロジェクトが望ましいという側面もある。そのためアンケートでは「特に国・地

域にはこだわらない」という回答も多かった。 
                                                  
8排出権取引の枠組みで、先進国から提供された資金をホスト国の環境対策に充てる制度。 
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＜排出権取引市場の整備が進む＞ 
 先述したように、日本では京都メカニズムから発生したクレジットを排出権として売買

する企業がでてきた。欧州では既に EUA を取引する市場が出来上がっている。米国も京都

議定書から離脱しているものの、企業の自主的な参加によるシカゴ気候取引所（CCX）が

排出権取引を実施している。ブラジルでもブラジル商品先物取引市場（BM&F）で、クレ

ジットの取引が開始される。 
 

CCX は EU-ETS のもとで EUA 取引をしている欧州気候取引所（ECX）を所有するだけ

でなく、カナダのモントリオール取引所（MX）との間にモントリオール気候変動取引所

（Montreal Climate Exchange の仮訳）を創設することに合意している。こうしたことか

ら、将来的に米国、カナダ、さらに欧州をリンクする市場が誕生する可能性は否定できな

いだろう。 
 
一方、日本政府もクレジット買い取り制度を開始すると発表した。平成 18 年度には 122

億円の予算を組み、そのうち約 54億円をクレジット購入資金に充てる。この制度によって、

日本企業のプロジェクトから発生したクレジットも政府に売却できる可能性がでてきた。

排出権取引など新規ビジネスを展開する日本企業にとってもさらになる追い風となるだろ

う。 
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2．日本企業の京都メカニズム活用状況に関するアンケート結果 
 
(1) アンケートについて 

 
ジェトロは 2005 年 11～12 月に、海外事業に関心を持つ企業であるジェトロメンバーに

対して「日本企業の京都メカニズムへの取り組みについて」のアンケート調査を実施した。

本調査では、ジェトロメンバーのうち製造業および「商社・卸売」、「電気･水道･ガス」、「建

設」、「専門サービス」などの非製造業 3,152 社に対して調査票を送付し、960 社から回答が

あった。回答率は 30.5％。質問項目は、「京都メカニズムに関する取り組み状況」、「同取り

組みを行う理由」、「取り組みの形態」、「CDM／JI 対象国」，「CDM／JI ビジネスに取り組

まない理由」、「CDM／JI 活用拡大に向けて必要なこと」である（詳細は(8)の調査票参照）。 
回答企業960社のうち、製造業は562社で全体の58.5％を占め、非製造業は397社、41.4％。

製造業 562 社のうち、368 社（回答企業全体の 38.9％）が海外にも生産拠点を持つ「海外

生産製造業」、194 社（同 20.0％）が「国内製造業」に分類される。資本金と従業員数をも

とに企業規模を分類すると、大企業が 441 社（45.9％）、中小企業は 519 社（54.1％）。 
回答企業のうち、海外に拠点を持つ企業は 689 社で、全体の 71.8％を占める。海外に拠

点を持つ企業のうち、製造業に分類される企業は 438 社でその構成比は 63.6％、非製造業

は 250 社で構成比は 36.3％である。規模別にみると、大企業が 382 社で構成比 55.4％、中

小企業が 307 社で構成比 44.6％となる。海外に拠点を持つ企業 689 社について拠点の所在

地をみると、中国が 525 社と最も多く、海外拠点所有企業の 76.2％を占めている。これに、

米国の 340 社（海外拠点所有企業の 49.3％）、タイの 258 社（同 37.4％）が続いている。

西欧に拠点を有する企業は 241 社（35.0％）であった。 
 

(2) 京都メカニズムに関する取り組み状況 ～企業規模によって関心に差～ 
 
京都メカニズム（CDM／JI）に関する取り組みや関連ビジネスの実態については、「既に

行っている、これから行う予定」が回答企業960社のうちの13.8％（132社）、「関心はある

が、具体的な事業計画は未定」が42.0％（403社）で、この両者を合わせた「実施／実施予

定／関心あり」の合計が55.8％にのぼる。これに対し、「行う予定はない／関心がない」と

いう企業は385社（40.1％）である。 
大企業は中小企業と比べ、京都メカニズムに対する関心が高く、「既に行っている、これ

から行う予定」が20.6％、これに「関心はあるが、具体的な事業計画は未定」（48.5％）を

加えた「関心あり」の合計が約７割にのぼる。一方、中小企業では過半の企業が「行う予

定はない／関心がない」と回答しており、企業規模による差が著しい。また、企業形態別

には、製造業が14.8％（海外生産製造業17.7％，国内製造業9.3％），非製造業が12.3％とな

っており，海外生産製造業において京都メカニズムに対する関心が総じて高いという傾向
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がみられる。 
「既に行っている、これから行う予定」と回答した企業を業種別にみてみると、製造業

では情報通信機械器具／電子部品デバイスが20.0％（5社）、窯業・土石が同じく20.0％（4
社）、一般機械が18.1％（13社）、電気機械が17.9％（7社）、飲食料品が17.3％（9社）、自

動車／自動車部品／その他輸送機械が17.0％（9社）と回答比率が比較的高い。非製造業で

取り組みを行っている比率が高い業種は、電気・水道・ガスが100％（7社），専門サービス

が18.2％（4社）、建設が15.0％（3社）となっている。 
 
 

1-2-1.京都メカニズムに関する取り組み状況（全体） 

無回答、
40社、4.2%

行う予定はな
い／関心がな

い、

385社、40.1%

関心はある
が、具体的な

事業計画は未

定、

403社、42.0%

既に行ってい
る、これから

行う予定、

132社、13.8%

(ｎ＝960)  
 

1-2-2.京都メカニズムに関する取り組み状況（企業規模別） 

7.9

20.6

36.4

48.5

51.1

27.2

4.6

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中小企業
(ｎ＝519)

大企業
(ｎ＝441)

既に行っている、これから行う予定 関心はあるが、具体的な事業計画は未定
行う予定はない／関心がない 無回答
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1-2-3.京都メカニズムに関する取り組み状況（企業形態別） 

 

1-2-4.京都メカニズムに関する取り組み状況（業種別） 

12.3

9.3

17.7

14.8

40.8

34.0

47.6

42.9

42.8

52.1

30.7

38.1

4.0

4.6

4.1

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非製造業

(ｎ＝397)

国内製造業

(ｎ＝194)

海外生産製造業

(ｎ＝368)

製造業

(ｎ＝562)

既に行っている、これから行う予定 関心はあるが、具体的な事業計画は未定

行う予定はない／関心がない 無回答

 

(％)

社数

既に行って
いる、これ
から行う予
定

関心はある
が、具体的
な事業計画
は未定

行う予定は
ない／関心
がない

製造業 562 14.8 42.9 38.1
飲食料品 52 17.3 26.9 46.2
繊維・織物／アパレル 24 12.5 50.0 29.2
木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 21 4.8 42.9 42.9
化学 53 13.2 45.3 39.6
医療品・化粧品 25 - 36.0 56.0
石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 45 11.1 53.3 31.1
窯業・土石 20 20.0 55.0 20.0
鉄鋼／非鉄金属／金属製品 37 13.5 48.6 32.4
一般機械 72 18.1 40.3 38.9
電気機械 39 17.9 46.2 33.3
情報通信機械器具／電子部品・デバイス 25 20.0 44.0 36.0
自動車／自動車部品／その他輸送機器 53 17.0 50.9 30.2
精密機器 37 13.5 35.1 45.9
その他（製造業） 59 16.9 37.3 44.1

非製造業 397 12.3 40.8 42.8
商社・卸売 223 9.4 35.0 50.2
小売 16 12.5 25.0 37.5
電気・水道・ガス 7 100.0 0.0 0.0
建設 20 15.0 60.0 25.0
金融 38 7.9 57.9 34.2
運輸 27 11.1 59.3 29.6
専門サービス 22 18.2 59.1 22.7
その他の非製造業 44 16.5 50.6 32.9

総計 960 13.8 42.0 40.1
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(3) 京都メカニズムに関する取り組みを行う理由 
ジネスにも着目の中小企業・非製造業～ 

 
「既に行っている、これから行う予定」と回答した企業（132 社）に対し、その理由を尋

」が他を大きく上回

っ

いて業種別にみると、「削減目標を達成しなければならないため」と答え

た

1-2-5.京都メカニズムに関する取り組みを実施あるいは実施予定の理由（全体） 

～CSR重視の大企業・製造業、ビ

 

ねたところ、「CSR（企業の社会的責任）の観点による環境貢献活動の一環」とする回答が

62.9％（83 社）と最も多かった。これ以外の理由としては、「ビジネスチャンス（自社の技

術や製品を販売、仲介等）があるため」が 40.2％（53 社）、「社内や業界の温室効果ガス削

減目標を達成しなければならないため」が 33.3％（44 社）である。 
特に、大企業や製造業では「CSR の観点による環境貢献活動の一環

ており、企業の社会的責任という観点が京都メカニズムに取り組む上での大きな理由と

なっている。これに対し、中小企業や非製造業では「ビジネスチャンスがあるため」とす

る回答も比較的多く、京都メカニズムに対する取り組みをビジネスライクに捉えようとす

る視点も強い。 
主要な理由につ

比率が高いのは精密機器（80.0％、4 社）、電気・水道・ガス（71.4％，5 社）、化学（57.1％、

4 社）、石油・石炭製品／プラスティック製品／ゴム製品（60.0％／3 社）、窯業・土石（50％
／2 社）であり、精密機器を除けば総じてエネルギー多少費型産業といえる。「ビジネスチ

ャンスがあるから」と回答した比率が高いのは、コンサルティング等専門サービス（100％、

4 社）、建設（100％、3 社）、窯業・土石（75.0％、2 社）、一般機械（69.2％、9 社）など

である。「CSR の観点」と回答した比率が他と比べても高いのは、電気機械（85.7％、6 社）、

情報通信機械器具／電子部品・デバイス（80.0％、4 社）、鉄鋼／金属（80.0％、4 社）、自

動車／自動車部品／その他輸送機械（77.8％、7 社）、飲食料品（77.8％、7 社）であり、

日本を代表する製造業で CSR を重視する傾向がみてとれる。 
 

0.8

6.1

2.3

62.9

40.2

33.3

0 20 40 60 80

無回答

その他

ＣＤＭ／ＪＩによる削減クレジッ

ト売却で事業の資金的追加性獲得

ＣＳＲ（企業の社会的責任）の観

点による環境貢献活動の一環

ビジネスチャンス（自社の技術や

製品を販売、仲介等）があるため

社内や業界の温室効果ガス削減目

標を達成しなければならないため

(％)
(複数回答、ｎ＝132)
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1-2-6.京都メカニズムに関する取り組みを実施あるいは実施予定の理由(規模・形態別) 

(複数回答、％)

海外生産
製造業

国内製造
業

社数 91 41 83 65 18 49 132

社内や業界の温室効果ガス削減目
標を達成しなければならないため

39.6 19.5 41.0 40.0 44.4 20.4 33.3

ビジネスチャンス（自社の技術や
製品を販売、仲介等）があるため

38.5 43.9 34.9 35.4 33.3 49.0 40.2

ＣＳＲ（企業の社会的責任）の観
点による環境貢献活動の一環

64.8 58.5 63.9 67.7 50.0 61.2 62.9

ＣＤＭ／ＪＩによる削減クレジッ
ト売却で事業の資金的追加性獲得

3.3 - 1.2 1.5 - 4.1 2.3

その他 4.4 9.8 3.6 3.1 5.6 10.2 6.1

大企業 非製造業 総計製造業中小企業

 
1-2-7.京都メカニズムに関する取り組みを実施あるいは実施予定の理由(業種別) 

(複数回答、％)

社内や業界
の温室効果
ガス削減目
標を達成し
なければな
らないため

ビジネス
チャンス
（自社の技
術や製品を
販売、仲介
等）がある
ため

ＣＳＲ（企
業の社会的
責任）の観
点による環
境貢献活動
の一環

ＣＤＭ／Ｊ
Ｉによる削
減クレジッ
ト売却で事
業の資金的
追加性獲得

その他

回答数（社数＝83） 34 29 53 1 3

飲食料品 55.6 - 77.8 - -

繊維・織物／アパレル 33.3 66.7 33.3 - 33.3

木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ - - 100.0 - -

化学 57.1 28.6 28.6 14.3 -

石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 60.0 - 60.0 - 20.0

窯業・土石 50.0 75.0 25.0 - -

鉄鋼／非鉄金属／金属製品 - 40.0 80.0 - -

一般機械 30.8 69.2 46.2 - -

電気機械 42.9 28.6 85.7 - 14.3

情報通信機械器具／電子部品・デバイス 40.0 20.0 80.0 - -

自動車／自動車部品／その他輸送機器 44.4 22.2 77.8 - -

精密機器 80.0 20.0 60.0 - -

その他の製造業 20.0 50.0 80.0 - -

回答数（社数＝49） 10 24 30 2 5

商社・卸売 4.8 47.6 57.1 9.5 9.5

小売 50.0 - 100.0 - -

電気・水道・ガス 71.4 28.6 71.4 - 0.0

建設 0.0 100.0 100.0 - 0.0

金融 0.0 66.7 100.0 - 0.0

運輸 33.3 0.0 100.0 - 66.7

専門サービス 0.0 100.0 0.0 - 0.0

その他の非製造業 33.3 50.0 33.3 - 16.7

製
造
業

非
製
造
業
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(4) CDM／JIの取り組み形態 ～大企業はマルチ対応、非製造業はビジネス重視～ 
 
京都メカニズムに関する取り組みを「既に行っている、これから行う予定」の企業が実

施あるいは実施を予定している具体的な取り組み形態としては、「CDM／JI プロジェクト

に自社製品・技術を供給・販売する」（24.2％、32 社）ないしは「自社の海外工場などに省

エネなどの投資を行う」（22.7％、30 社）が多い。また、「CDM／JI プロジェクトに投資・

出資する」という企業も 19.7％（26 社）にのぼる。 
企業属性別には、大企業では、「CDM／JI プロジェクトに自社製品・技術を供給・販売

する」、「自社の海外工場に省エネなどの投資を行う」、「CDM／JI プロジェクトに投資・出

資する」が 25％前後で並んでおり、CDM／JI への取り組み形態がより多様である。一方、

非製造業は、「CDM／JI プロジェクトに投資・出資する」が最も多く、京都メカニズムへ

の取り組みを自社のビジネス拡大の一環として捉える傾向が強い。 
 主要な取り組み形態について業種別にみると、「CDM／JI プロジェクトに投資・出資す

る」と回答した比率が高いのは、電気・ガス・水道（85.7％、6 社）である。電気・ガス・

水道企業は、クレジットを購入すると回答した比率も 85.7％（6 社）と高く、日本の電力・

ガス会社が積極的に CDM／JI プロジェクトに資金を投じ、クレジットを獲得している現状

を反映している。他方、「CDM／JI プロジェクトに自社製品・技術を供給・販売する」と

回答した比率が高いのは、窯業・土石（75.0％、3 社）、一般機械（69.2％、9 社）、コンサ

ルティング等専門サービス（50.0％、2 社）であり、いずれも京都メカニズム関連の取り組

みを行う理由として「ビジネスチャンスがあるから」と回答した比率が高い業種である。「自

動の海外工場などに省エネなどの投資を行う」と回答した比率が高いのは、電気機械（57.1％、

4 社）である。 
 

1-2-8.CDM／JI への取り組み形態（全体） 

28.8

12.9

22.7

24.2

7.6

8.3

19.7

0 10 20 30

無回答

その他

自社の海外工場などに省エネなど
の投資を行う

ＣＤＭ／ＪＩプロジェクトに自社
製品・技術を供給・販売する

ＣＤＭ／ＪＩによる排出削減クレ
ジットの売却や仲介をする

クレジットを購入する（関連する
ファンドへの出資なども含む）

ＣＤＭ／ＪＩプロジェクトに投資
・出資する

(％)

(複数回答、
ｎ＝132)

 ‐12‐ 



1-2-9.CDM／JI への取り組み形態（規模・業種別） 

(複数回答、％)

海外生産
製造業

国内製造
業

社数 91 41 83 65 18 49 132

ＣＤＭ／ＪＩプロジェクトに投資・出資す
る

24.2 9.8 15.7 16.9 11.1 26.5 19.7

クレジットを購入する（関連するファンド
への出資なども含む）

12.1 - 2.4 3.1 - 18.4 8.3

ＣＤＭ／ＪＩによる排出削減クレジットの
売却や仲介をする

6.6 9.8 1.2 1.5 - 18.4 7.6

ＣＤＭ／ＪＩプロジェクトに自社製品・技
術を供給・販売する

28.6 14.6 27.7 30.8 16.7 18.4 24.2

自社の海外工場などに省エネなどの投資を
行う

25.3 17.1 28.9 36.9 - 12.2 22.7

その他 11.0 17.1 8.4 9.2 5.6 20.4 12.9

大企業 非製造業 総計製造業中小企業

 
1-2-10.CDM／JI への取り組み形態（業種別） 

(複数回答、％)

ＣＤＭ／Ｊ
Ｉプロジェ
クトに投
資・出資す

る

クレジット
を購入する
（関連する
ファンドへ
の出資など
も含む）

ＣＤＭ／Ｊ
Ｉによる排
出削減クレ
ジットの売
却や仲介を
する

ＣＤＭ／Ｊ
Ｉプロジェ
クトに自社
製品・技術
を供給・販
売する

自社の海外
工場などに
省エネなど
の投資を行

う

その他

回答数（社数＝83） 13 2 1 23 24 7

飲食料品 11.1 - - - 11.1 11.1

繊維・織物／アパレル - - - 33.3 - 33.3

木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ - - - - 100.0 -

化学 28.6 14.3 14.3 14.3 28.6 14.3

医療品・化粧品 - - - - - -

石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 - - - - 40.0 20.0

窯業・土石 - 25.0 - 75.0 50.0 -

鉄鋼／非鉄金属／金属製品 20.0 - - 40.0 - -

一般機械 15.4 - - 69.2 23.1 7.7

電気機械 28.6 - - 42.9 57.1 -

情報通信機械器具／電子部品・デバイス 20.0 - - - 40.0 20.0

自動車／自動車部品／その他輸送機器 22.2 - - 22.2 22.2 -

精密機器 20.0 - - 20.0 20.0 -

製
造
業

その他（製造業） 10.0 - - 10.0 40.0 10.0

回答数（社数＝49） 13 9 9 9 6 10

商社・卸売 23.8 4.8 19.0 9.5 14.3 9.5

小売 - - - - - -

電気・水道・ガス 85.7 85.7 0.0 14.3 0.0 0.0

建設 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 33.3

金融 33.3 66.7 66.7 0.0 0.0 66.7

運輸 33.3 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0

専門サービス 0.0 0.0 75.0 50.0 0.0 25.0

その他の非製造業 0.0 0.0 0.0 33.3 16.7 66.7

非
製
造
業
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(5) CDM／JIビジネスの対象国  ～中国、アジアを重視～ 
 

CDM／JIの取り組み・ビジネスを行う対象国（ホスト国）・地域は、中国が51.1％（48
社）と最も多い。中国以外では「その他のアジア」（20.2％、19社）、「インド」（12.8％、

12社）の順でアジア重視の傾向が強い。一方、「特に国・地域にこだわりはない」も27.7％
（26社）あり、国・地域より有望案件の有無が重視される傾向もみられる。 

こうしたアジア重視、中国最重視の傾向は、企業の規模・形態別にみても大きな差がな

いため、アジアとの結びつきが強い日本企業のビジネスの現状を示している。 
しかし、CDM／JI 関連ビジネスの形態別にみると、中国偏重の傾向は若干の差異をみせ

る。CDM／JI 関連ビジネスの形態についての設問で、「自社工場の省エネなどの投資を行

う」と答えた企業（30 社）の中では、中国に拠点を持つ企業が多いことが影響し、対象国

としても中国が 66.7％（20 社）と圧倒的である。しかし、「CDM／JI プロジェクトに投資

する」と答えた企業（26 社）の中では中国は 38.5％（10 社）にとどまり、インド（23.1％、

6 社）やブラジル（19.2％、5 社）の比率も高くなっている。「CDM／JI による排出削減ク

レジットの売却や仲介をする」と回答した企業（10 社）でみると、中国が 60.0％（6 社）

とやはり最大ではあるが、同時にインド（40.0％、4 社）、ブラジル（40.0％、4 社）、ロシ

ア（30.0％、3 社）、その他の中南米（30.0％、3 社）などの比率も高い。また、総じて対

象国の選択にばらつきが見られる取り組み形態においては、「特に国・地域にこだわらない」

という回答比率も高くなっている。 
 
 

1  -2-11.CDM／JI ビジネス対象国・地域（全体）

4.3

27.7

6.4

0 10 20 30 40 50 60

無回答

特に国・地域にこだわらない

その他

(％)

(複数回答、ｎ＝94)

5.3

8.5

その他の中南米

ブラジル

20.2その他のアジア

12.8

10.6

8.5

51.1

インド

中・東欧諸国

ロシア

中国
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1-2-12.CDM／JI ビジネス対象国・地域（規模・業種別） 

 
 

1-2-13.CDM／JI ビジネス対象国・地域（形態別） 

 
 
 
 
 
 

海外生産
製造業

国内製造
業

社数 71

大企業 非製造業 総計製造業中小企業

23 57 52 5 37 94

国 53.5 43.5 57.9 57.7 60.0 40.5 51.1

シア 9.9 4.3 1.8 1.9 - 18.9 8.5

・東欧諸国 12.7 4.3 7.0 7.7 - 16.2 10.6

インド 14.1 8.7 14.0 11.5 40.0 10.8 12.8

その他のアジア 19.7 21.7 15.8 15.4 20.0 27.0 20.2

ブラジル 8.5 8.7 5.3 3.8 20.0 13.5 8.5

その他の中南米 5.6 4.3 - - - 13.5 5.3

その他 5.6 8.7 3.5 3.8 - 10.8 6.4

特に国・地域にこだわらない 28.2 26.1 24.6 23.1 40.0 32.4 27.7

中

ロ

中

(複数回答、％)

回
答
数

中
国

ロ
シ
ア

中
・
東
欧
諸
国

イ
ン
ド

そ
の
他
の
ア
ジ

ア ブ
ラ
ジ
ル

そ
の
他
の
中
南

米 特
に
国
・
地
域

に
こ
だ
わ
ら
な

い そ
の
他

全体 5 26 6

ＣＤＭ／ＪＩプロジェク
トに投資・出資する 26 38.5 7.7 7.7 23.1 19.2 19.2 7.7 34.6 11.5
クレジットを購入す
（関連するファンド
出資なども含む） 11 54.5 18.2 27.3 36.4 27.3 18.2 18.2 36.4 18.2
ＣＤＭ／ＪＩによる排出
削減クレジットの売却や
仲介をする 10 60.0 30.0 20.0 40.0 10.0 40.0 30.0 30.0 10.0
ＣＤＭ／ＪＩプロジェク
トに自社製品・技術を供
給・販売する 32 53.1 12.5 9.4 25.0 21.9 6.3 - 25.0 3.1

自社の海外工場などに省
エネなどの投資を行う 30 66.7 3.3 6.7 3.3 23.3 - - 16.7 3.3

その他 17 52.9 5.9 23.5 5.9 35.3 17.6 17.6 17.6 11.8

94 48 8 10 12 19 8

る
への
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(6) CDM／JIビジネスに取り組まない理由  
～「GHGの削減目標なし」と「ビジネスチャンスなし」が主たる理由～ 

 
海外における京都メカニズムに関する取り組みに対し、「関心はあるが、具体的な事業計

画は未定」、「行う予定はない／関心がない」と回答した企業（788社）のあげる取り組み未

検討の理由は、「社内や業界で温室効果ガス（GHG）削減目標がないため」（30.5％、240
社）と「ビジネスチャンス（自社の技術や製品を販売、仲介等）がないため」（26.6％、210
社）が2大理由を形成している。 

企業属性別にみても、上記２点が主要な理由を形成していることに差はみられない。し

かし、製造業では「社内や業界で温室効果ガス削減目標がないため」との回答が、非製造

業では「ビジネスチャンスがないため」との回答がそれぞれ若干多く、企業の事業活動内

容による違いがみられる。 
なお、取り組まない理由として「CDM/JIを知らないため」とした企業は12.4％（98社）

のみで、京都メカニズムに関する一般的な情報の普及は進んでいることがわかる。 
 

1-2-14.京都メカニズムに関する取り組みを未検討の理由（全体） 
 

その他
53社、6.7%

ビジネスチャ
ンス(自社の技

術や製品を販

ＣＤＭ／ＪＩ不明／無回答

社内や業界で
温室効果ガス

（ＧＨＧ）削

減目標などが

無いため

240社、30.5%

を知らない

98社、12.4%
77社、9.8%

売、仲介等)が

ないため

210

等が未定で高 どで、削減目

社、26.6%

ＣＤＭ／ＪＩ
自身の将来的

方向性や制度

リスクのため

56社、7.1%

既に国内での
省エネ対策な

標を達成でき

るため

54社、6.9%

(ｎ＝788)
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1-2-15.京都メカニズムに関する取り組みを未検討の理由（規模・形態別） 
(％)

海外生産
製造業 業

 
 

1-2-16.京都メカニズムに関する取り組みを未検討の理由（業種別－製造業） 

国内製造

社数 334 454 455 288 167 332 788

ＣＤＭ／ＪＩを知らない 7.2 16.3 11.9 10.4 14.4 13.3 12.4

社内や業界で温室効果ガス（ＧＨＧ）削
減目標などが無いため

29.3 31.3 31.9 31.6 32.3 28.6 30.5

既に国内での省エネ対策などで、削減目
標を達成できるため

9.0 5.3 10.8 11.8 9.0 1.5 6.9

ＣＤＭ／ＪＩ自身の将来的方向性や制度
等が未定で高リスクのため

11.7 3.7 8.8 11.5 4.2 4.8 7.1

ビジネスチャンス（自社の技術や製品を
販売、仲介等）がないため

25.1 27.8 22.0 20.8 24.0 33.1 26.6

その他 9.6 4.6 4.8 4.9 4.8 9.3 6.7

大企業 非製造業 総計製造業中小企業

(複数回答、％)

飲食料
品

繊維・
織物／
アパレ
ル

木材・
木製品
／家
具・建
材／
紙・パ
ルプ

化学
医療
品・化
粧品

石油・
石炭製
品／プ
ラスチ
ック製
品／ゴ
ム製品

窯業・
土石

鉄鋼／
非鉄金
属／金
属製品

一般機
械

電気機
械

情報通
信機械
器具／
電子部
品・デ
バイス

自動車
／自動
車部品
／その
他輸送
機器

精密機
器

その他
の製造
業

社数 38 19 18 45 23 38 15 30 57 31 20 43 30 48

ＣＤＭ／ＪＩを知らな
い

15.8 5.3 38.9 15.6 13.0 10.5 6.7 10.0 5.3 6.5 15.0 11.6 13.3 10.4

社内や業界で温室効果
ガス（ＧＨＧ）削減目
標などが無いため

26.3 31.6 27.8 20.0 43.5 39.5 40.0 30.0 42.1 25.8 10.0 27.9 33.3 39.6

既に国内での省エネ対
策などで、削減目標を
達成できるため

18.4 5.3 - 11.1 13.0 10.5 - 16.7 8.8 16.1 30.0 9.3 10.0 2.1

ＣＤＭ／ＪＩ自身の将
来的方向性や制度等が
未定で高リスクのため

13.2 5.3 5.6 17.8 - 5.3 - 3.3 3.5 16.1 5.0 18.6 6.7 8.3

ビジネスチャンス（自
社の技術や製品を販
売、仲介等）がないた
め

13.2 31.6 11.1 24.4 13.0 26.3 33.3 13.3 26.3 19.4 30.0 18.6 26.7 22.9

その他 2.6 10.5 5.6 6.7 - 5.3 - 3.3 1.8 12.9 10.0 9.3 - 2.1
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1-2-17.京都メカニズムに関する取り組みを未検討の理由（業種別－非製造業） 

 

 
(7) CDM ～ 
 

CDM／JIの取り組みにあたり最も必要なことは、「国や企業の取り組み紹介など、CDM
／JIに関する情報の広報・普及」が49.3％（473社）、「税制優遇など、会計面での法整備」

が42.6％（409社）にのぼる。そのほか「ポスト議定書、2013年以降の温暖化対策枠組みの

国際的合意」（21.1％、203社）や「企業や工場単位でGHG排出量に制限・罰則、課税など

の施策」（20.0％、192社）を求める意見も比較的多い。 
こうした意向は、企業属性別にみても大差なく、企業全体に共通した考えと言うことが

できる。京都メカニズム関連ビジネスを「既に行っている、これから行う予定」と回答し

た企業132社の中でみても、「税制優遇など、会計面での法整備」が47.0％（62社）、「国や

企業の取り組み紹介など、CDM／JIに関する情報の広報・普及」が45.5％（60社）と全体

の傾向と変わらない。ただし、「ポスト議定書、2013年以降の温暖化対策枠組みの国際的合

意」（30.3％、40社）、「国際機関の承認条件緩和によるより多いCDMプロジェクト実施」

（29.5％、39社）、「ホスト国側の人材育成実施や政府のプロジェクト承認体制の確立」な

どの回答比率も高くなっている。実際に関連ビジネスを実施している、もしくは検討して

いる日本企業は、より多様な課題に直面していることがわかる。 
 

(複数回答、％)

商社・
卸売

小売
電気・
水道・
ガス

建設 金融 運輸
専門
サービ
ス

その他
の非製
造業

社数 190 10 7 17 35 24 18 31

ＣＤＭ／ＪＩを知らない 12.1 40.0 - 23.5 11.4 - 5.6 25.8

社内や業界で温室効果ガ
ス（ＧＨＧ）削減目標な
どが無いため

27.9 20.0 - 17.6 45.7 16.7 22.2 41.9

既に国内での省エネ対策
などで、削減目標を達成
できるため

2.1 - - 5.9 - - - -

ＣＤＭ／ＪＩ自身の将来
的方向性や制度等が未定
で高リスクのため

4.7 - - 5.9 2.9 8.3 11.1 3.2

ビジネスチャンス（自社
の技術や製品を販売、仲
介等）がないため

36.8 40.0 - 23.5 20.0 37.5 38.9 41.9

その他 3.7 - - 17.6 14.3 29.2 11.1 22.6

 

／JI活用拡大に向けて必要なこと  ～情報提供と税制優遇などの法整備
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1-2-18.CDM／JI の取り組みにあたって必要なこと（全体） 

 

19.5

2.3

10.0

12.1

21.1

7.6

20.0

42.6

49.3

0 10 20 30 40 50 60

無回答

その他

ホスト国側の人材育成実施や政府
のプロジェクト承認体制の確立

国際機関の承認条件緩和による、
より多いＣＤＭプロジェクト実施

ポスト議定書、２０１３年以降の
温暖化対策の枠組みの国際的合意

排出削減クレジットの売買制度
(取引市場や買取り制度等)の創設

企業や工場単位でＧＨＧ排出量に
制限・罰則、課税などの施策

税制優遇など、会計面での法整備

国や企業の取組み紹介などＣＤＭ
／ＪＩに関する情報の広報・普及

(％)

(複数回答、ｎ＝960)

 
 

1-2-19.CDM／JI の取り組みにあたって必要なこと（規模・形態別） 

 
 
 

(複数回答、％)

海外生産
製造業

国内製造
業

社数 562 368 194 397

6

限・罰則、課税などの施策
17.1 21.6 21.9 20.0

排
10.2 5.4 7.1 9.2 3.1 8.3 7.6

ポスト議定書、２０１３年以降の温
1

1

そ 2.9 1.7 2.0 2.4 1.0 2.8 2.3

大企業 非製造業 総計製造業中小企業

441 519 960

国や企業の取組み紹介などＣＤＭ／
ＪＩに関する情報の広報・普及

54.2 45.1 50.2 51.4 47.9 48.1 49.3

税制優遇など、会計面での法整備 49.4 36.8 44.1 47.8 37.1 40.3 42.

企業や工場単位でＧＨＧ排出量に制
20.4 19.7 18.7

出削減クレジットの売買制度（取
引市場や買取り制度等）の創設

暖化対策の枠組みの国際的合意
24.0 18.7 19.2 20.7 16.5 23.9 21.

国際機関の承認条件緩和による、よ
り多いＣＤＭプロジェクト実施

15.6 9.1 11.2 13.3 7.2 13.4 12.

ホスト国側の人材育成実施や政府の
プロジェクト承認体制の確立

12.0 8.3 7.3 8.4 5.2 13.6 10.0

の他



1-2-20.CDM／JI の取り組みにあたって必要なこと（業種別‐製造業） 

 
 

(複数回答、％)

飲食料
品

繊維・

織物／
アパレ
ル

木材・
木製品

／家具
・建材
／紙・

パルプ

化学

医療

品・化
粧品

石油・
石炭製
品／プ

ラスチ
ック製
品／ゴ

ム製品

窯業・
土石

鉄鋼／

非鉄金
属／金
属製品

一般機
械

電気機
械

情報通
信機械

器具／
電子部
品・デ

バイス

自動車
／自動

車部品
／その
他輸送

機器

精密機
器

その他

の製造
業

社数 52 24 21 53 25 45 20 37 72 39 25 53 37 59

国や企業の取組み紹介な
どＣＤＭ／ＪＩに関する
情報の広報・普及

38.5 50.0 47.6 49.1 56.0 40.0 50.0 51.4 44.4 66.7 60.0 50.9 64.9 49.2

税制優遇など、会計面で
の法整備

48.1 37.5 28.6 39.6 32.0 28.9 50.0 45.9 55.6 59.0 56.0 50.9 40.5 33.9

企業や工場単位でＧＨＧ
排出量に制限・罰則、課
税などの施策

28.8 12.5 19.0 11.3 16.0 22.2 10.0 18.9 23.6 15.4 24.0 18.9 18.9 13.6

排出削減クレジットの売
買制度（取引市場や買取
り制度等）の創設

3.8 8.3 4.8 1.9 4.0 6.7 - 5.4 8.3 5.1 16.0 20.8 - 8.5

ポスト議定書、２０１３
年以降の温暖化対策の枠
組みの国際的合意

17.3 20.8 9.5 28.3 - 17.8 20.0 29.7 16.7 33.3 20.0 15.1 13.5 18.6

国際機関の承認条件緩和
による、より多いＣＤＭ
プロジェクト実施

11.5 8.3 9.5 15.1 8.0 6.7 5.0 13.5 20.8 12.8 12.0 3.8 8.1 10.2

ホスト国側の人材育成実
施や政府のプロジェクト
承

そ

認体制の確立
.0 7.5 5.4 1.7

の他 - - 4.8 5.7 - - 5.0 - - - 8.0 3.8 - 3.4

9.6 4.2 9.5 7.5 8.0 8.9 - - 9.7 12.8 16

1-2-21.CDM／JI の取り組みにあたって必要なこと（業種別‐非製造業） 

(複数回答、％)

商社・
卸売

小売
電気・
水道・
ガス

建設 金融 運輸
専門
サービ
ス

その他
の非製
造業

社数 223 16 7 20 38 27 22 44

国や企業の取組み紹介な
どＣＤＭ／ＪＩに関する
情報の広報・普及

45.3 18.8 42.9 60.0 57.9 55.6 36.4 61.4

税制優遇など、会計面で
の法整備

33.6 12.5 42.9 45.0 60.5 74.1 45.5 40.9

企業や工場単位でＧＨＧ
排出量に制限・罰則、課
税などの施策

22.9 12.5 0.0 25.0 26.3 18.5 27.3 18.2

排出削減クレジットの売
買制度（取引市場や買取
り制度等）の創設

7.2 - 0.0 5.0 15.8 7.4 22.7 6.8

ポスト議定書、２０１３
年以降の温暖化対策の枠
組みの国際的合意

20.2 18.8 85.7 35.0 26.3 22.2 36.4 22.7

国際機関の承認条件緩和
による、より多いＣＤＭ
プロジェクト実施

9.0 6.3 85.7 30.0 15.8 18.5 18.2 11.4

ホスト国側の人材育成実
施や政府のプロジェクト
承認体制の確立

11.2 - 71.4 20.0 10.5 11.1 31.8 13.6

その他 2.7 - 14.3 0.0 2.6 3.7 0.0 4.5
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（8）アンケート調査票 
 

 

 
貴

部

ご

ジ

ご

T

F

Ⅰ

ジェト

■

ご記

部

す

お

ロメンバーズ向けアンケート調査 
（京都メカニズムへの取り組みについて）    
本調査は、海外事業展開に関心のある日本企業を対象としています。ご記入

平成17年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査

査票は、お手数ですが、2005年12月2日 (金)までに同封の返信用封筒による
ご回答下さい。なお、貴社のご事情により回答が困難なもの、または不明なもの

ら、その部分につきご回答を省略頂いても結構です。本調査に関するお問い

までお願いいたします。 
  日本貿易振興機構（ジェトロ） 海外調査部 中南米課 （担当：中畑、別府

TEL: 03-3582-4690     FAX: 03-3582-5309  E-mail：ORC@je
〒105-8466 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階 

   
ご協力頂いた企業様には、本調査結果をまとめた報告書を送らせてい

 社 名  
 課 名  役職  
 氏 名  
ェトロメンバーズ会員番号（封筒の貴社宛名の最下段に記載されておりま

す） 
   

（会員番号に登録されているご住所と、本報告書送付希望先が異なる場合は、以下に

 住 所 〒 
  

EL  FAX  
  

 
 
  

1 貴社の業種を一つお答え下さい。複数の業種にまたがる製造業の方は、売上
かで最も大きな 割合を占める業種をお答えください。(単一回答) 

製造業 □1 飲食料品  □2 繊維･織物 □

□4 木材・木製品（家具を除く）    □5  家具・建材 □

□7 化学 □8 医療品・化粧品 □

□10 プラスチック製品 □11 ゴム製品 □

□13 鉄鋼 □14 非鉄金属 □

□16 一般機械 □17 電気機械 □

器具 
□19 電子部品・デバイス □20 自動車 □

□22 その他輸送機器 □ 23  精密機器      

（       ） 

 貴社の概要 

日本

 個人情報保護について 

入いただいたお客様の情報は適切に管理し、本調査のために利用しますが、統計的に処理します

に漏れることはありません。ご回答頂いた調査票は、本件のとりまとめ業務を委託しておりますみずほ情

。 

客様の個人情報保護管理者： 海外調査部 中南米課長 03-3582-4690 
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ご返送により、

がございました

合わせは、以下

） 

tro.go.jp

ただきます。 

さい） ご記入くだ

高（連結ベース）のな

3  アパレル 
6  紙・パルプ 
9  石油・石炭製品 
12 窯業・土石 
15 金属製品 
18  情報通信機械

21 自動車部品 
    □ 24  その他

ので、個別の回答内容が外

報総研（株）が集計を行いま



非製造業 □25  商社・卸売           □26小売             □27 鉱業 
□28  建設            □29電気・ガス・水道      □30 運輸 

 金融・保険           □32 農業・林業・水産      □ 印刷・同関連 
□34  通信業・複合サービス  □35 不動産          

□39  他サービス（旅行、娯楽等） 
□41 その他(             ) 

□31 33 

    □36 情報通信 
□37  飲食店・宿泊         □38  医療・福祉 

専門サービス（ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・法務等） □40 その

  
F2 

１億

下 □5 ３億円超～１０億円以下 □6 10億円超 

F3 貴社
□1 00人 
□4 301～1,000人 □5 1,001～3,000人 □6 3,001人以上  

お進み下さい。 
 

【海外拠 がある 業の方へ】  
SQ- 1 その拠点 主な機能について、該当箇所に印を付けてください。（複数回答可） 

     
拠点 拠点 拠点 拠点 

 
(    ) 

貴社の資本金をお答えください。（単一回答） 

□1 ３千万円以下 □2 ３千万円超～５千万円以下 □3 ５千万円超～
円以下 

□4 １億円超～３億円以  
の常時雇用従業員数をお答えください。（単一回答） 

50人以下 □2 51～100人 □3 101～3

 
F4 貴社は海外に拠点をもっていますか？（単一回答） 

□1  海外に拠点がある                ⇒ SQ-1に回答の上、設問Ⅱにお進み下さい。  
□2  海外拠点はない                  ⇒ 設問Ⅱに 
点 企

の

販売 生産 研究開発 地域統括 その他

中国 □1 □2 □4 □5□3

香港 □1 □2 □3 □4 □5

台湾 □1 □2 □3 □4 □5

アジア 

韓国 □1 □2 □3 □4 □5

シンガポール □1 □2 □3 □4 □5

タイ □1 □2 □3 □4 □5

マレーシア □1 □2 □3 □4 □5

インドネシア □1 □3 □4 □5□2

フィリピン □1 □2 □3 □4 □5

ベトナム □1 □2 □3 □4 □5

インド □1 □2 □3 □4 □5

米国 □1 □2 □3 □4 □5北米 
カナダ □1 □2 □3 □4 □5

メキシコ □1 □2 □3 □4 □5中南

ジル □1 3 5

米 
ブラ □2 □ □4 □

西欧 □1 □2 □3 □4 □5

中・東欧 □1 □2 □3 □4 □5

欧州・

ロシア 
ロシア・C 3IS □1 □2 □ □4 □5

その他（       □1 3    ） □2 □ □4 □5
    *一カ国・地域内で複 合には、該当す けて下さい。

    *中・東欧とは、ポー 、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、ルーマニア、ブルガリア、バルト

３国をさします。           

数の機能がある場 る機能全てに印をつ  
ランド
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Ⅱ 京都メカニズムに関する取り組み 
  
今年2月に京都議定書

外における温室効果ガス削減活動に
（CDM）」や、「共同実施（ らに
関する取り組みについてお  
Q 1 貴社は海外にお I」）に関する取り組みや関連するビジネスを

行っています ？（単一回答） 

          ⇒SQ-2へお進み下さい 
 具体的な事業計画

 □3 はない/関心がない。              ⇒SQ-4へお進み下さい 

【Q 1で「既に行っている、これから行う予定」と回答された企業の方へ】 
た理由について、お答え下さい。  （複

答可）      

の温室効果ガ 成しなけれ

販売、仲介、コンサル等）があるため。 
3 観点 環境貢献活動の一環として。 

下 さ い 〕            

え下さい。（複

 
 □1 CDM/JIプロジェクトに投資・出資す

2 クレジットを購入する（関 るファン の出資な 含む）。 
3 CDM/JIによる排出削減 ジットの売却や仲介を （コンサ ント業務を ）。 
4 CDM/JIプロジェクトに自 製品・技 供給・販 る。 
5 自社の海外工場などに省エネなどの投資を行う。

の 他 〔 具 体 的 に ご 記 入 下 さ い 〕            

  
SQ- 4 み・ビジネスを行 （ホスト国 地域とし こに注目 いますか （複

） 

□ ンド □3 ブラジル □4  ロシ

他のアジア（国名：       □6 そ の中南米 名：   ） 
 ：          □8 そ 国名：        ） 
 9 特に国・地域にこだわら  

【Q 1 はあるが、具体的な事業展開は未定」「行う予定はない/関心がない」と回答 た企

業の方へ】

SQ- あるが、具体的な事 展開は未定」、「行う予定はない/ がない」 答し

た理由についてお答え い。（単 答）   

Iを知らない。
温室効果 （GHG）削減目標など いため。

対策などで、削減目標を達成 るため。

どが未定で、リスク

5 ネスチャンス（自社の技術や製品を販売、仲介、コンサル等）がないため。 
 □6 そ の 他 〔 具 体 的 に ご 記 入 下 さ い 〕            

 
 

が発効し、同議定書で定められた温室効果ガス（GHG）の削減目標を達成するために、海
ム投資などをし、その削減分を排出権として取得できる「クリーン開発メカニズ

JI）」などの「京都メカニズム」の活用が世界規模で始まっています。以下、貴社のこれ
伺いします。 

ける京都メカニズム（以下「CDM/J
か

 □1 既に行っている、これから行う予定。   
□2 関心はあるが、 は未定。      ⇒SQ-4へお進み下さい 
行う予定

   

SQ- 2  「既に行っている、これから行う予定」と回答し
数回

 □1 社

ビ

内や業界 ス（GHG）削減目標を達 ばならないため。 
 □2 ジネスチャンス（自社の技術や製品を

       □ CSＲ（企業の社会的責任）の による

 □4 CDM/JI を売却して事業の資金的な追加性を得るため。 による削減クレジット

 □5 そ の 他 〔 具 体 的 に ご 記 入

  
SQ- 3 貴社のCDM/JIへの取り組み形態、あるいは今後の取り組み形態をお答

数回答可）

る。 
 □ 連す ドへ ども

 □ クレ する ルタ 含む

 □ 社 術を 売す

 □
 □6 そ

 SQ-3取り組 う国 ）・ てど して ？ 

数回答可

 □1 中国 2 イ ア  
 □5 その    ） の他 （国    

□7 中・東欧諸国（国名 ） の他（      
□ ない  

で「関心 され

 
 

5 「関心は 業 関心 と回

下さ 一回

 □1 CDM/J
 □2 社内や業界で ガス が無  

 □3 既に国内での省エネ でき  
       □4 CDM/JI自身の将来的方向性や排出削減クレジットの取引制度な

が高いため。 
 □ ジビ
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Q 2 CDM/JIの取り組みにあたり、最も必要な点は何だと思いますか？（複数回答可） 
 □1 国や企業の取り組み紹介などCDM/JIに関する情報の広報・普及。 
 □2 税制優遇など、会計面での法整備。 

H

 制度等）の創  
 対する  

DMプロ
 体制の

その他（具体的にご記入下さい）                           

 □3 EUのよう 、企業や工場単位で温室効果ガス（G G）排出量に制限・罰則、税金をかけるな
どの施策。 

□

に

4 排出削減クレジットの売買制度（取引市場や買い取り 設。

□5 ポスト議定書とよばれる 2013年以降の温暖化対策に 枠組みの国際的な合意。

 □6 国際機関における承認条件の緩和で、より多くのC ジェクトが実施されること。 
□7 ホスト国側の人材育成実施や政府のプロジェクト承認 確立。 
□8 

 
  

★ 最

                    

後に、温暖化対策や京都メカニズムに関連して、ご自由にご意見をお聞かせ下さい。 

                                                      
                                                                          
                                                                          

 
ご多忙のところ、ご協力いただき誠にありがとうございました。 
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第 2章 附属書Ⅰ国における気候変動対策に対する取り組み

1）

米国政府 温暖化対策に関する国際条約である京都議定書から離脱しているが、

006 した。ブッシュ政

に や地

政  

＜技術提供を主眼 APPを打ち出す＞  
回閣僚会合

 
米国政府によれば、APPとは環境汚染、エネルギーの安全保障、地球温暖化防止のため、

よりクリーンなエネルギーや効率的な技術の開発・普及を促進させる地域協力である。主な

目的は米国、日本など先進国が、インドや中国などの途上国に効率的なエネルギー活用のた

めの技術を提供することにある。  
 
 具体的な作業プログラムとしては、①よりクリーンな化石エネルギー、②再生可能エネル

ギーと分散型電源、③発電と送電、④鉄鋼、⑤アルミニウム、⑥セメント、⑦石炭鉱業、⑧

建物と電気機器、の 8 分野でタスクフォースを設立し、技術協力を行うという内容。  
 
 会合後に発表されたコミュニケによれば、APPは「京都議定書の補完的な役割を果たすも

の」で、京都議定書の定めるような温室効果ガス（GHG）の削減目標はない。APPは官民の

代表から構成されたタスクフォースで、技術協力プログラムは民間企業が中心に取り組むこ

ととなる。  
 
 大統領府環境諮問委員会のコノートン委員長によれば、当面新たな参加国が加わることは

考えておらず、6 ヵ国体制で進める予定であるという。また、ブッシュ大統領は 2007 年度

予算に 5,200 万ドル10（61 億 3,100 万円）をAPPにつぎこむと発表している。米国はこれま

でにもアルゼンチン、メキシコ、中国、インドや日本などの 16 ヵ国が参加するメタン回収

と利用に関する「メタン市場化パートナーシップ」をはじめ、国際的な技術協力の枠組みを

築いてきた。今回は主要なエネルギー消費国間での技術移転という切り口で、新たな国際交

渉の場を得た。  
 
 京都議定書を批准していない米国は、国際的な地球温暖化対策の枠組みから孤立する恐れ

があるため、APPを新たな枠組みとして打ち出すことで主導権を握ろうとしている。  

                                                 

 
1． 米国 
（ 長期的な視点でみれば京都議定書批准の可能性はあり 
 

は、地球

2 年 1 月に同対策のための技術提供に関して新たなスキームを打ち出

権 いては、京都議定書に復帰する見込みは極めて低い。しかし、国内では民間企業お

府による取り組みが始まっており、長期的には議定書を批准する可能性はある。方

 
に入れた

「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（APP）」の第 1
が、2006 年 1 月 11、12 日シドニーで開催された。米国のイニシアチブのもと、インド、中

国、韓国、オーストラリア、日本の計 6 ヵ国が参加した。これら 6 ヵ国の人口、GDP、エネ

ルギー消費、二酸化炭素（CO2）排出量などは世界のほぼ半分を占める9。 

 

 
9主要 6 ヵ国のCO2排出量は、世界の 49％を占める。一方、米国・オーストラリアを除いた京

都議定書の附属書I国は、世界のCO2排出量の約 3 割を占める。
10 2005 年 2 月 13 日時点 1 ドル=117.91 円 
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＜京都議定書に否定的なブッシュ大統領＞  
 1997 年 12 月、京都で開催された気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）で京都議

され、附属書I国のGHG排出量について法的拘束力のある数値目標が設定された。

定書はこれらの国々が、基準年

1990 年）のGHG排出量から一定の割合で削減することを定めている。  
 

、上

は京都議定書に反対する決議を圧倒多数で可決した。その後、米国で京都議定書の国内批

領は 2001 年、事実上の京都議定書離脱を

機関・条約と環

問題はあまり好きなテーマではない。むしろ環境問題は経済を崩壊させるものと考えてい

京都議定書は、欧州連合と 188 ヵ国以上の国々が批准しているが、ブッシュ大統領は、米

国内資源開発でエネルギー消費拡大に肯定的な下院＞  

化燃料の国内開発を優先する下院の主張が拮抗したが、結果的には下院の主

が通るかたちで成立した。  

員の中には、国内の石化燃料の開発に重きをおき、地球温暖化対策にま

わる省エネ、再生可能エネルギーの利用に消極的な意見が多く、これは京都議定書に対し

 2005 年 11 月末～12 月初旬に気候変動枠組条約第 11 回締約国会議（COP11）がモントリ

定書は採択

附属書I国は日本、欧州をはじめとする先進国で構成され、議

（

 世界で最もGHG排出量が多い米国は、1990 年にCO2換算で約 61 億 2,900 万トンのGHG
を排出しており、議定書ではその 7％を削減することが割り当てられていた。ところが 1997
年 7 月、数値目標で拘束する京都議定書は国内の経済成長の妨げになるという理由から

院

准が議会で審議されることはなく、ブッシュ大統

発表した。特に米国国内では、京都議定書には京都メカニズムに代表される排出量取引制度

（キャップ・アンド・トレード）が経済成長の妨げになるという認識が強かったのである。  
 
 さらに地球温暖化問題に詳しい専門家は「ブッシュ大統領にとって、国際

境

る。特に、エネルギーを消費しなければ、経済成長は達成できないという考えを持っている。

さらに、中国やインドといったエネルギーの多消費国にも何らかの規制をかけるべきという

意見を持っている」と述べている。  
 
 

国の利益を最優先に考えるならば、こうした多数の国々が参加する国際機関よりも、むしろ

米国の主導権のもと、少数だが主要国が参加する枠組みの方が望ましいと考えているという。  
 
＜

 急激なガソリン価格の高騰などを背景に、米国ではエネルギーの海外依存度を下げ、国内

のエネルギー安定供給を目的とする包括エネルギー法が 2005 年 8 月に成立した。同法成立

に至るまでは、再生可能エネルギーの活用、省エネなどエネルギー効率改善を重視する上院

と、石油など石

張

 
 そのため、再生可能エネルギー利用や省エネなどエネルギー消費量の削減、効率改善など

よりも、エネルギー供給量を増やすことに多くの予算がかけられることになった。下院は共

和党議員が多数を占めており、現在、議会全体で多数派の共和党の意見は米国政府の政策に

大きな影響力を持っている。  
 
 こうした共和党議

つ

ても否定的なスタンスに通じる。  
 

オールで開催された。同会議には米国も参加しているが、2013 年以降のGHGの排出削減目

標につながる議論をすることに関しては拒否している。  
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＜京都議定書批准の追い風 －州と民間企業の

 連邦政府とは対照的に、州政府や民間企業は積極的に再生可能エネルギーの導入、GHG削

減には積極的に取り組んできた。例えば 2005 年 12 月 20 日には、北東部 7 州が発電所から

発生するGHGの排出量を制限する「温室効果ガス地域イニシアチブ（RGGI）」に調印した

動き－＞  

014 年にかけて

1990 年の排出量を目標値とする。  

業も多い。GEではGHGの排出削減につながる商品を販売している。  

にはGHG排出権取引市場であるシカゴ気候変動取引

（CCX）が創設され、40 社が参加している。  

が、将来、政府による拘束力がある地球温暖化対策を受け入れる可能性につながるかもし

国政府は京都議定書に極めて消

いう条件つきで、地球温暖化対策に取り組むことを採択し

。さらに 2006 年 1 月 29 日に発表された大統領教書では再生可能エネルギーなど非化石燃

とはできなくなっている。こうした中、仮にインドや中国

いった大量に GHG を排出する国々に対しても削減量に義務が課せられるようになれば、

11。

これは域内発電所のキャップ・アンド・トレードで、第 1 期である 2009～2
は

 
 さらに、アリゾナ州、カリフォルニア州、ニューメキシコ州をはじめ 18 州が、再生可能

エネルギーなどの新エネルギーの活用を促進させるRPS法12を導入している。このような気

候変動に対応した地方自治体の取り組みは古くから行われてきた。  
 
 他方、民間企業の中ではゼネラル・エレクトリック（GE）、ボーイング、デュポン、ユナ

イテッド・テクノロジーズ・コーポレーションなど地球温暖化対策に熱心に取り組んでいる

企

 
 また、GHG主要排出企業による自主的な排出量削減計画もある。例えば、クライメイト・

ビジョン（Climate Vision）、クライメイト・リーダーシップ（Climate Leadership）など

は、5～10 年の目標期間内にエネルギー原単位、あるいは排出総量での削減目標値を決めた

プログラムである。さらに 03 年 10 月

所

 
 米国には民間企業・地方自治体が積極的に省エネや再生可能エネルギーを導入し、自主的

な地球温暖化対策としてGHG排出削減を行ってきた経緯がある。こうした企業や自治体の活

動

れない。現在はブッシュ大統領はじめ議会の多数派など、米

極的だが、将来的に政権交代や議会の議員構成などの変化により、米国の地球温暖化政策に

は大きな転換が生じることもあり得る。  
 
 また、議会上院は 2005 年 6 月、①米国の経済成長の妨げにならない範囲で、②主要なGHG
排出国と整合性のとれるかたちと

た

料の活用促進に焦点があてられた。 
 

議会内部でも徐々に地球温暖化対策へのスタンスは変化しつつあり、長期的には京都議定

書批准の可能性を全く否定するこ

と

議定書批准の可能性はさらに高まる。  

                                                  
11 
ュージャージー州 ードアイラ

も含まれていたが、発電コストの上昇を懸念して参加を見送った。

メーン州・ニューハンプシャー州・バーモント州・ニューヨーク州・コネチカット州・ニ

・デラウェア州のこと。当初はマサチューセッツ州・ロ ンド州

義務付けることで、再生可能エ

ネルギーなど新エネルギーの利用向上を推進する法律。

12日本では、電気事業者による新エネルギーなどの利用に関する特別措置法といわれる。電

力事業者に対して、一定量以上の新エネルギーなどの利用を
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（2）北東部 7州が温室効果ガスの排出量削減で合意～徐々
 

北東部 7 州は昨年末、GHG の排出量削減で合意した。複数州が一体となって削減を義務

付ける取り組みは全米初。州、自治体、産業界、さらに連邦議会で、排出削減の義務化に向

けた取り組みが着実に広まっているが、ブッシュ政権は「経済成長の妨げになる」として義

務的な排出量削減に反対している。 
 
＜CO を 2014年までに 90年水準に低下＞  
 北東部の 7 州（メーン、ニューハンプシャー、バーモント、ニューヨーク、コネチカット、

ニュージャージー、デラウェア）は 2005 年 12 月 20 日、発電所から発

ど

複数州が一体となり排出量削減を義務付ける協定は全米初の試み。  
 
 域内の発電所を対象に 2009 年から 2014 年までの間、排出量を 1990 年水

年

可能量（排出権）の範囲にGHG排出を抑える。ただし、①排出権取引市場を通じた排出権の

追加調達、②緑化などを通じた大気中のGHGの削減を行った場合、発電所はあらかじめ決め

られた排出権以上の排出も可能となる。排出権の保有確認は 3 年ごとに行われ、州当局は排

出量に見合う排出抑制ができない発電所に対し罰則を科す。  
 
 

は酸性雨発生の原因とされる二酸化硫黄の排出量を 2010 年までに 1980 年比 50％削減する

ことを目標とするもので、RGGI同様排出権取引を活用しながら、既に 1980 年比で 40％以

上の削減を達成するなど成果を上げている。  
 
＜年間の電気代負担は 70～90ドル減少＞  
 米国はGHGの最大の排出国で、排出量は

の

②GHGを排出しない再生可能エネルギーの利用促進につながる、③発電所のエネルギー効率

が改善し、エネルギーの輸入依存度低下に役立つなどを挙げている。  
 
 一方、こうした動きに対し、排出削

に変化する環境意識～ 

生する二酸化炭素な

GHGの排出量を制限する「温室効果ガス地域イニシアチブ（RGGI）」の覚書に調印した。

準に制限。2015
から 2019 年までの間では 1990 年比 10％削減とする。各発電所は州から指定された排出

RGGIのモデルは、1990 年大気浄化法が設置した「酸性雨プログラム」。このプログラム

世界の 25％を占める。RGGI事務局はRGGI導入

メリットとして、①いち早く対策を打つことで、将来の温暖化対策コストを節約できる、

減努力にかかる発電コスト増、それに伴う電力価格の

昇を懸念する声もある。マサチューセッツ、ロードアイランド両州は「発電コスト上昇で

地

10,140～10,850 円）相当の節約が見込まれること

から、家庭の電気代負担は差し引き現在より約 70～90 ドル（約 8,255～10,610 円）減ると

けている。  

共和党）は声明で、「義

2

上

域経済に悪影響を及ぼす」としてイニシアチブへの参加を見送った。これに対し同事務局

は 2005 年 11 月、RGGI導入によって 10 年後の 1 家庭当たりの電気代上昇は年間 3～16 ド

ル（約 355～1890 円）にとどまるとしている。また家電製品などのエネルギー効率の改善が

進み、1 家庭当たり年間 86～92 ドル（約

結論付

 
 RGGI構想で主導的役割を果たしたニューヨーク州のパタキ知事（

務的な排出制限は、省エネにつながる新技術を生み出し、技術革新は経済発展に結びつく」

と温暖化対策と経済成長が両立する点を強調。今後はほかの州にも同様の取り組みが広まる
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よう期待を寄せている。環境保護団体関係者は「RGGIは、国民が温暖化対策を待ち望んで

ることを米国政府に明確に伝えるメッセージ」と評価している。  
 

月の京都議定書離脱表明以来、一貫している。大統領

環境諮問委員会のコノートン委員長は「仮に京都議定書を順守すると、米国経済は 5,000
いられる。エネルギー集約産業は操業拠点を

しかし、米国務省のワ

ソン気候変動上級交渉官は「義務的な排出削減は米国経済にとってマイナス」と従来どお

りをみせ始めて

る。既に 2003 年にメーン州が全米初となるGHGの排出量を制限する法律を制定している。

自治体レベルでは、全米市長会議が 2005 年 6 月、①連邦政府・議会に、京都議定書が定

に、1990 年比で 7％削減）を達成する政策の実

い

＜京都議定書は 5,000億ドルの追加負担＞  
 他方ブッシュ政権は、「生産の低下やエネルギー高につながり、経済成長を妨げる」として

反発している。この姿勢は 2001 年 3
府

億ドル（約 58 兆 9,600 万円）の追加負担を強

海外に移し、失業問題にも発展する」と警告している13。  
 
 2005 年 11～12 月カナダで開催されたCOP11 では、2013 年以降の温暖化対策について、

2006 年から意見交換を始めることを盛り込んだ行動計画を採択した。

ト

りの主張を展開。米国の要求により「削減目標につながる交渉は行わない」との条件が付さ

れた。排出量の削減をかたくなに拒むブッシュ政権の姿勢を受け、EUら各国政府関係者は

「米国政府の温暖化対策に当面変化はない」とみている。  
 
＜カリフォルニア州でも同様の動き＞  
 ただGHG排出量削減の義務化に向けた取り組みは、RGGIのほかにも広が

い

カリフォルニア州では、シュワルツェネガー知事が 2005 年 6 月の州知事令で、「GHG排出

量を 2010 年までに 2000 年水準に、2020 年までに 1990 年水準に、2050 年までに 1990 年

比で 80％以上削減」と表明。州内企業に対する排出量報告の義務付けなどを検討している。 
 
 

める米国の削減目標（2008 年から 12 年の間

現を促す、②各自治体が独自に京都議定書の削減目標の達成を目指す、③連邦議会に、全米

規模の排出権取引市場を創設する法案を可決するよう促す、を柱とした「気候保護協定」を

採択した。同協定には、京都議定書からの離脱に反対する 194 の自治体（これら地域の住民

合計は 4,000 万人）が署名している。  
 
 産業界では 2003 年、米国企業が中心となって温室効果ガスの排出権取引市場「シカゴ気

候取引所（CCX）」を設立した。自主参加の枠組みであるが、加盟団体には 2006 年末までに

1998 年から 2002 年の平均排出量比 4％削減が義務付けられる。参加業種は電力、輸送、製

薬、化学、エレクトロニクス、ITなど多岐にわたっている14。  
 
                                                  
13政権の温暖化対策は、温室効果ガスの排出濃度を下げる技術の開発・普及を奨励するもの

で、排出濃度を 2012 ることを目標とする。しかし

標が達成できても排出

年までに 2002 年比で 18％削減す 、この目

量換算では 15～16％増となる見込み。

米国の大手製造業やエネルギー企業は 1997 年、NGO「地球気候連盟」を通じて「GHGの排出

排出削減努力に関する報告書を作成するなど、環境対策に重点を置いている。

14

量削減が義務づけられると、ガソリン代が 1 ガロン当たり 50 セント（約 59 円）上昇する」

など、京都議定書批准に反対する広報キャンペーンに加わった。しかし、環境対策への社会

的関心が高まるにつれ、その後同連盟からの脱退が相次いだ。脱退した大手各社は現在GHG
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 このほか連邦議会では、上院が 2005 年 6 月、GHGの義務的な排出削減に向けた対策の必

要性を唱える初の決議「上院の認識（Sense of the Senate）」を採択し

択

対する決議を 95 対 0 の圧倒多数で可決したこ

 
 2005 年 12 月初めには上院のマケイン議員（共和党、アリゾナ州）、クリントン議員（民

主党、ニューヨーク州）ら超党派議員 24 人がブッシュ大統領あての書簡で、GHGの義務的

な排出制限を要請、上院エネルギー資源委員会のドメニチ委員長（共和党、ニューメキシコ

州）も、2006 年早々に超党派の協力を得て、GHGの排出な

法

 
 次期大統領選の有力候補に名前が挙がっている人たちの中にも、マケイン上院議員、クリ

ントン上院議員、パタキ知事ら排出削減支持派がいる。京都議定書締約各国は「米大統領の

任期が終了する 2008 年以降、米国を含めた新たな気候変動戦略を立案する余地がある」と

今後の進展に望みをつなぐ。  
 
 

た。京都議定書が採

された 1997 年、米国経済を失速させることへの懸念などから、上院は議定書の批准に反

とに比べると、意識の変化が読み取れる。  

ど気候変動対策に焦点を絞った

案を提出するとしている。  
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2． 欧州 
（1）EUの気候変動政策 
 EU は附属書Ⅰ国として、日本と同様に 1990 年比 8％の削減義務を負う立場にある。京都

議定書を視野に入れ、EU では義務的なキャップ・アンド・トレード方式の欧州排出権取引

（

になっている。 
 
＜EU-ETSが開始、高値の取引が続く＞ 

EU-ETSは、EU加盟国が京都議定書削減目標を達成することを前提に、将来的に京都メカ

ニズムと相互補完することを視

2
務的制度で、EU加盟国のエネルギー、鉄金属、鉱工業（セメント、セラッミクスなど）、紙・

パルプなどの産業を中心に、欧州全体のCO

EU-ETS）が既に稼動し始めた。また新規 EU 加盟国や CIS 諸国における JI なども活発

野に入れた上で、2003 年 10 月にEU指令（Directive 
003/87/EC）により発効した制度である。これはキャップ・アンド・トレード方式による義

2005 年 1 月１日から取引を開始。当時、冬場のエネル

ー需要が高く、電力会社を中心として排出枠の需要が高かったことなども手伝って、取引

始当初から取引量、価格とも比較的高い水準と伸びを維持した。 
 
一方、各国の排出枠については、国別割当計画（National Allocation Plan：以下「NAP」）

の欧州委員会への提出が数ヵ国で遅れたこと、英国が一度承認された排出枠の増加修正を求

めたことなどもあり、作業計画は大幅に遅れたが、最終的にギリシャの排出計画の承認をも

って全加盟国の NAP の承認を終了し、6 月 20 日に欧州委から NAP 第 1 フェーズ（2005 年

～07 年の 3 ヵ年：以下「NAP1」）の最終調整結果が発表された。 
 

2-2-1.EU-ETS の国別割当計画（NAP1：2005～07 年の 3 ヵ年分） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2排出量の約 45%が対象になった。 
 
同制度は、一定の準備期間を経て

ギ

開

 

出所：欧州委員会ホームページ 
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NAP1AP1 では全体で約１万 1,000 強の対象施設に対し、65 億 7,200 万トン-CO2の排出枠

イツが最大の排出枠を所 （平均で 1 年当たり 4 億 8,800 万ト

ン

ン-CO2を超える上位６ヵ国の排出枠割合は全体の７割以上を占め、市

エネルギー部門が約 55%を占め、鉄金属、

鉱

EU -CO

7 4,070 ）強の最高

値を記録した。その直後は一時急落した 頃まで 22～25 ユーロ（約 3,090～
3,510 2005  

では全体で約１万 1,000 強の対象施設に対し、65 億 7,200 万トン-CO2の排出枠

イツが最大の排出枠を所 （平均で 1 年当たり 4 億 8,800 万ト

ン

ン-CO2を超える上位６ヵ国の排出枠割合は全体の７割以上を占め、市

エネルギー部門が約 55%を占め、鉄金属、

鉱

EU -CO

7 4,070 ）強の最高

値を記録した。その直後は一時急落した 頃まで 22～25 ユーロ（約 3,090～
3,510 2005  

が認められた。国別ではドが認められた。国別ではド 有

-CO2）し、英国、ポーランド、イタリアが 1 年当たり 2 億 3,000 万～2 億 5,000 万トン

-CO2前後、スペイン、フランスが 1 年当たり 1 億 5,000 万～1 億 7,000 万トン-CO2と続く。 
 
これら年間１億ト

有

-CO2）し、英国、ポーランド、イタリアが 1 年当たり 2 億 3,000 万～2 億 5,000 万トン

-CO2前後、スペイン、フランスが 1 年当たり 1 億 5,000 万～1 億 7,000 万トン-CO2と続く。 
 
これら年間１億ト

場への影響力が大きい。対象セクター別では、場への影響力が大きい。対象セクター別では、

工業などを大きく引き離したものとみられる。 
 
排出枠（１ アローワンス＝１トン 2：以下「EUA」）の取引価格は、先物、店頭取

引などに分かれるが、取引開始当初は１EUA当たり 8.4 ユーロ（約 1,180 円）程度、その

後、投機的な意図も含みながら、各市場で 月上旬に 29 ユーロ（約 円

ものの、秋 に

工業などを大きく引き離したものとみられる。 
 
排出枠（１ アローワンス＝１トン 2：以下「EUA」）の取引価格は、先物、店頭取

引などに分かれるが、取引開始当初は１EUA当たり 8.4 ユーロ（約 1,180 円）程度、その

後、投機的な意図も含みながら、各市場で 月上旬に 29 ユーロ（約 円

ものの、秋 に

円）前後まで回復し、 年末まで堅調に推移している。

 
 

円）前後まで回復し、 年末まで堅調に推移している。

 
 2-2-2.EUAの市場価格推移
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出所：EEX、ECX の公開データを元にジェトロ作成 

0

排出権取引市場は、ドイツのEEX（European Energy Exchange）、オランダの

uropean Climate Exchange）、フランスのパワーネクスト、ノルウェーのノルド

NORDPOOL）、オーストリアのEXAA（Energy Exchange Austria）などである。

市場情報の最大手ポイント・カーボンの発表（2006 年 1 月 5 日）によれば、2005
引量は約 2 億 6,300 万トン-CO2程度とされており、休日を除く取引営業日平均で

り 100 万トン-CO2程度が取引されたことになる。 

EUA の中長期における将来的な取引価格予測については、2004 年 10 月に発効し

キング指令（2004/101/EC）」が大きく影響すると考えられている。リンキング指

DM よって発効されたクレジット（CDM の場合は

排出権取引市場は、ドイツのEEX（European Energy Exchange）、オランダの

uropean Climate Exchange）、フランスのパワーネクスト、ノルウェーのノルド

NORDPOOL）、オーストリアのEXAA（Energy Exchange Austria）などである。

市場情報の最大手ポイント・カーボンの発表（2006 年 1 月 5 日）によれば、2005
引量は約 2 億 6,300 万トン-CO2程度とされており、休日を除く取引営業日平均で

り 100 万トン-CO2程度が取引されたことになる。 

EUA の中長期における将来的な取引価格予測については、2004 年 10 月に発効し

キング指令（2004/101/EC）」が大きく影響すると考えられている。リンキング指

DM よって発効されたクレジット（CDM の場合はや JI などの京都メカニズムにや JI などの京都メカニズムに
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「

動政策シンポジウムにおいて、排出権取引の仲介業で世界的に有名なCO2e.comのドラモン

ド

 EU-ETS で取引するメインプレーヤーは電力企業である。今般の油価、ガス価格高

る。 

 政府系基金や日本の民間企業では 5 ユーロ（約 700 円）前後、欧州の民間企業は 8
ユーロ（約 1,120 円）前後で NAP1 期間中に発行が間に合う（2007 年引渡し保証

がある）CER 単価は 11～13 ユーロ（約 1,545～1,825 円）と高水準となっている。 

③ 2008 年以降、クレジットの新規供給が始まり、より多くの CER が市場に出回るこ

と、さらにロシアやウクライナの排出余剰枠の扱いも決まってくる、と考えられる

ことから ERU も市場に出てくる。 

④ その結果、EUA 単価はより安価な CER 単価に見合うように下落する兆候がある。

京都議定書の削減目標達成に向けて CER/ERU の需要も増大する一方、EU-ETS で

の CER 利用はより限定的となるため、価格が二重構造となると予測する関係者も多

い。ただし、これまで言われてきた 5 米ドル（約 590 円）前後での調達は古い考え

である。 

カーボン市場の業界筋によれば、2007 年までの NAP1 期間中の価格水準について、①

然ガス価格の動向、②電力消費量の増減、③石炭価格の動向、④各国政府の新規参入分、

NAP 第 2 フェーズ（以下、「NAP2」）の動向などを加味した上で、低価格に推移すれば

0 ユーロ 前後となるとの見方もあるとい

。 
 

り、2006 年 1 月 24 日

時点の 取引値は 1EUA 当たり 25.14 ユーロ（約 3,530 円）と りも高値で

推移している。

CER」、JI の場合は「ERU」）を EU-ETS 下で割り当てのある企業が、自社の削減分と

して利用することを認めている。 
 

2005 年 10 月 19 日、東京において欧州委と駐日英国大使館が共同で開催したEU気候変

社長は、講演の中でEUA価格および将来のEUA価格予測の主要なポイントについて以下

のように説明している。 
 
①

騰と 100 年以上ぶりの乾燥した冬によって、石炭火力発電が高水準で稼動したこと

が、EUA 単価を押し上げる要因となったが、このような状況が今後も長期的に続

くとは考え難い。 

② CER 単価は発行リスクが売り手に移転されるにつれ上昇する傾向にあ

 

 

天

⑤

前後、高価格となれば 50 ユーロ（約 7,020 円）2
う

ちなみに EU-ETS では割当内に排出量を収められなかった企業については、排出枠超過

による罰則として、NAP1 では 1EUA 当たり 40 ユーロ（約 5,615 円）、NAP2 では 100
ユーロ（約 14,040 円）の罰金を課している。場合によっては罰則金を支払って済ませた

いと考えている企業も中にはあるのではないかとの見方も出ている。 
 

2006 年は年明けから、欧州地域で厳寒な気候が続いておなお、

EEX これまでよ

 
＜EU-ETS第 2フェーズの NAP指針が発表＞ 
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2006 年 1 月 9 日、欧州委は NAP2（2008～12 年）のガイドラインを発表した。今後、

各国政府は自国の対象企業、業界と交渉を進め、NAP を 2006 年 6 月 30 日までに欧州委

提出する予定である。欧州委は 2006 年末までに各国の NAP を順次承認するが、承認後

は

回のガイドラインでは、NAP1 で明らかになった様々な問題点を解決しようとする姿

勢がみ

えば、

情を勘

燃料価 策による削減、に関する計算方法が標準化され、各国でばらつ

きのあ 当量の算出手順に関する統一化も進められた。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

画などを反

の透明化が図られ

燃

に

いかなる理由でも、NAP の変更は認められないことになっている。これは英国やスロバ

キアなど、NAP1 において算定基準の変更を理由に割当量の増量を求めて、欧州委との間

で訴訟問題にまで発展したことを配慮した対応とみられる。 
 
今

られる。特に、「透明性の確保」と「手続きの簡素化」には重点が置かれている。例

今回は小規模施設も対象になったことで、対策コストの影響が大きい中小企業の事

案し、手続きの大幅なスリム化が進められた。具体的には、①予想排出量、②予想

格、③各国個別の政

った割

 
 2-2-3.総排出量に占める EU-ETS 対象施設からの排出量

総排

 

 

 
また、NAP1 では

事業の実態と隔離

生産計

焼施設の定義に

製造工程における

性についてクレー

が対象となる予定

 
注目が集まる加

ったのが、NAP2
議定書の目標達成

欧州委から説明さ

2

3

4

5

6

1

7

8

9

10
（2003 年） 

EU-ETS対象 それ以外
映できるフォーマットをあらかじめ提供することで、割当量の算出方法

た。さらに、各国でばらつきのあった温室効果ガス（GHG）を発生する

が出る見込み。 

（基準年比 8%減）を実現するために最低限必要な削減量を考慮したと

49億2,500万トン 41億8,000万トン 7億4,500万トン出量

「将来の増産計画を加味した割当量」が正確に反映されなかったため、

した割当量を受けた企業が多く、批判が強かった。そこで、より簡便に

出所：欧州環境庁

関する標準化も進められる予定。これまで、発電所や熱供給施設以外の

燃焼施設は国によって対象にならない場合もあり、製造業などから平等

ムが出ていた。そこで、NAP2 からは「基準を満たすすべての燃焼施設」

で、対象となる燃焼施設を有する多くの製造業に影響

盟国全体の割当量については、NAP1 では年間 21 億 9,080 万トンであ

では約 6%減の年間 20 億 6,300 万トンになる。これは、EU 全体で京都

れている。 
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また、NAP1 で得られたノウハウと、それに基づく NAP2 の改善案を、欧州委は 2006

年 6 月末までに欧州議会と閣僚理事会に提出する予定である。NAP2 の詳細な仕様につい

ては、この提案で明らかになる見込み。ちなみに、EU は京都メカニズムの利用以外にも、

様々な方法で GHG 排出量を削減する下記 3 点の方針を立てている。 
 
○再生可能エネルギーの導入促進（2010 年までに発電シェア 21%） 

＜西欧諸国は議定書目標未達、一部の中東欧諸国も微妙な情勢＞ 
州環境庁（Eur 05 年 12 月、最新

の 排出状況を報告書の中で明らか 3 年の GHG 排出量は、基準年に比べ

て では 1.7%減、EU 新規加盟 10 ヵ国（以下、EU10）では 32.2%減、EU25 全体

では 8.0%減であった。EU 全体の京都議定書上の目標削減率は 8%であるので、全体とし

てはまずまずの結果であった。しかし 2010 年における基準年比削減率は、EU15 が 1.6%、

EU10 は 18.9%、EU25 では 5.0%となる見込みとされている。 

こで、EU15 では追加的に GHG 削減政策を実施し、2010 年には基準年比 6.8%の削

減を目指している。さらに京都メカニズムの利用により、2.5%の追加的削減（年間 1 億

36 万トン）を見込んでおり、EU15 だけで 2010 年には 9.3%の削減を目指す。 

方、EU15 は京都議定書の第 1 約束（08～12 年）において、総額 27 億 3,000 万ユー

ロ（約 3,832 億 1,000 万円）を投じて京都メカニズムによる排出権確保を目指す方針であ

。つまり、EU は今 5.3 ユーロ（約 745 円）で排出権を買い取ること

示したことになり、今後の排出権マーケットの相場に少なからず影響を与えるものとみ

ら

○多くの西欧各国が現時点で目標未達であり、目標達成している国の多く（オランダ、フ

○

○ 年とも目標達成は確実だが、一部の国（ハンガリー、ポーラ

○コージェネレーション発電の導入促進（2010 年までに発電シェア 18%） 
○交通部門の効率化（1990～2003 年で排出量が 24%増加） 
 
EU-ETS には、これらの実現を加速するために導入されている側面もあり、今後はこれ

らの分野への投資が進むものと見られる。 
 

opean Environmental Agency：以下「EEA」）は 20
にした。200

欧

GHG
EU15

 
そ

4
 
一

後 1 トン当たり約る

を

れる。 
 

 以下、EU 各国を 5 つのグループに分け、それぞれの特徴・今後の政策分析を試みた。

2-2-4.は各国の京都議定書目標の達成状況を示す。図中、Ｘ軸は 2003 年時点での目標達成

度を示しており、右へ行くほど排出量が目標値を上回っている。またＹ軸は、現状の政策

を維持した場合の 2010 年における目標達成度を示しており、上へ行くほど排出量が目標

値を上回る。この図から、以下のことが分かる。 
 

ランス、ドイツなど）も、現状の政策では 2010 年には目標未達に陥る。 
大部分の国（フィンランド、英国を除く）が、現状の政策維持では 2010 年の排出量が 2003
年を上回り、追加的な政策や京都メカニズムの利用促進が必要。 
中・東欧各国は、現状・2010
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ン

 
 

 

 
グ

このグループは、2003 年時点でも目標値を 20%以上下回る量しか排出しておらず、また

現状

定

れ

ル

ト の格付けは相対的に低い（2-2-5.）。 
 
グ

維

可

出 制限がかかる可能性がある。つまり自国

の排出量増加分を相殺するために、排出権クレジットの国外流出を引き締める動きである。

従

国で

グ

ドなど）では、現状の政策だけでは 2010 年の目標達成は微妙な情勢。 

  2-2-4.欧州各国の京都議定書目標達成状況 
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ループ A：安全型（スロバキア、チェコ、バルト三国） 

の政策を維持するだけでも、2010 年時点の排出量が目標値を 10%以上下回り、京都議

書の目標遵守が確実な国々である。従って、JI のホスト国や EUA の供給源として期待さ

ており、これらの国の協力なくしては、他のグループの目標遵守は難しい。ただ、このグ

ープに属するいずれの国も排出余剰枠が小さく、削減ポテンシャルが少ないため、JI ホス

国として

ループ B：準安全型（ハンガリー、ポーランド） 
このグループは、2003 年時点の排出量は目標値を大幅に下回っているものの、現状の政策

持では 2010 年における排出量が目標値と切迫し、場合によっては目標未達国に転落する

能性がある国々である。これらの国ではすでに積極的に JI が開発されているが、今後の排

権の需給バランスによっては、JI 開発に何らかの

って、排出権移転に関してより弾力性のあるグリーン投資スキーム（GIS）が、これらの

促進される可能性もある。 
 
ループ C：平衡型（英国、ドイツ、スウェーデン） 
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Ｘ ：目標値との差（2003年）
Y

目
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軸
グルー E軸：目標値との差（2010年予想値）
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出所：欧州環境庁（EEA） 
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EU の 2 大排出国がこのグループに属するが、現状も 2010 年においても、排出量と目標

値 せるように、

標値を設定したと考えることもできる。ただ、この 2 ヵ国の排出量を足すと EU25 の約 4
出量を削減している。一

、ドイツは追加的な政策により 2010 年の目標達成が可能になるとしているが、原発廃止

動向などが影響し、現状の政策では目標達成は微妙な情勢である。ドイツが目標未達国に

落する可能性が高まれば、同国が中・東欧での排出権取引事業のメインプレーヤーに躍り

る可能性もある。 

ループ D：準危険型（フランス、オランダ、ギリシャ、ベルギー、フィンランド、 
スロベニア、ルクセンブルク） 

このグループは、2003 年時点では目標達成度にばらつきがあるものの、2010 年には目標

未達国に転落する国々である。特に、排出量第 3 位のフランスがこのグループに属する点に

目が集まる。ただ、フランスは追加的な政策により、2010 年の排出量は目標値を 1.7%下

る方針を打ち出しており、中・東欧で積極的に排出権取引事業に乗り出す可能性は現時点

は低い。また、中・東欧の中でもスロベニアは唯一このグループに属し、現状も 2010 年

目標達成は厳しい情勢で、JI に関してはホスト国どころか投資国になる可能性もある。 

ループ E：危険型（スペイン、イタリア、ポルトガル、アイルランド、オーストリア、 
デンマーク） 

このグループは、2003 年はもちろん、現状の政策では 2010 年に排出量が目標値を 20%以

上 国々である。追加的な政策を実施しても、排出量が目標値を 10%以

上回る国（スペイン、イタリア、ポルトガルなど）もあり、京都メカニズムの積極利用が

では、このグループに属するデ

ン

  

がほぼ平衡しそうな国々である。逆に、英国・ドイツをこのグループに属さ

目

割となり、目標未達時の影響が大きい。英国は今のところ順調に排

方

の

転

出

 
グ

注

回

で

も

 
グ

超過すると予想される

上

唯一残された道である。投資国別の JI 承認案件数ランキング

マーク、オーストリアが上位にランクしており、これら諸国の危機意識の高さがうかがえ

る。今後は、目標未達度が高いにも関わらず JI 投資が遅れている国（スペインやイタリアな

ど）による、中・東欧での JI 開発が加速度的に進むことが予想される。 
 

2-2-5. JI 承認案件数（ホ

スト国別） 
2-2-6. JI 承認案件数（投

資国別） 
2-2-7. JI ホスト国格付け 

国名 件数

ハンガリー 12  件

ブルガリア 12 件 
ルーマニア 10 件 
スロバキア 8 件 
ポーランド 7 件 
チェコ 6 件 
エストニア 4 件 
ラトビア 1 件 
合計 60 件 

出所：海外投融資情報財団

時点） 

  

（JOI）資料（2005 年 10 月

国名 件数

オランダ 20 件 
デンマーク 13 件 
世銀 PCF 10 件 
オーストリア 9 件 
フィンランド 4 件 
スイス 2 件 
ノルウェー 1 件 
カナダ 1 件 
合計 60 件 

出所：JOI 資料（2005 年 10

 
順位 国名 格付け 

1 ブルガリア BBB+ 
2 ルーマニア BBB 
3 ポーランド BBB- 
4 ハンガリー BB 
5 エストニア BB 
6 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ BB- 
7 チェコ B+ 
8 スロバキア B 
9 ロシア B 

10 ウクライナ B- 
出所：ポイントカーボン（05
年 12 月時点） 

月時点） 
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＜COP/MOP1で JISC設立が決定＞ 
2005 年 11 月 28 日～12 月 9 日にかけてカナダ・モントリオール国連気候変動枠組条約

第 11 回締約国会議（COP11）、京都議定書第 1 回締約国会合（COP/MOP１）が開催され

た。COP/MOP1 では、特に JI の実施、JI 監督委員会（JI Supervisory Committee：以

下「JISC」）の設立、委員任命などを含めガイダンス提供に関する決定書草案がコンタク

トグループ会合によって作成され、資金調達および管理、CDM 方法論の活用、指定運営

機関（DOE）の活用、実施済み JI プロジェクトのための手続きなどについて審議された。 
 

の

即時開始と での経験を活用することを主張。結果、12
月

② ベースラインの設定及びモニタリングのガイドラインの策定。 

ンを引

 また、 の委員として全体の 名のうち、スウェーデン、ノルウェー、オランダ、

ルーマニア、ブルガリアから１名ずつが選出され欧州勢が半分を占めることとなった。

 
 

一方、京都メカニズムで得た排出権を移転して、自国の登録簿に記録するためには、国

別 で取

管理するシステムが必要となる。このシ 「国際取引ロ （ITL）」と呼ぶ。当初は

2 に完成する であったが、開発が遅れて 、CDM I 国から

登 接 まれてい

 
で ケジュール ら 2006 年

が 6 年 31 日か 試 始まり、 7 用

が とが決 た。これ ・東欧 JI 開発を め

引 ど 権の管理 進 要がでて た

EU 加盟国代表はコストの適切かつ速やかな支払いを確保するとの約束を強調し、JI
JI 向けの DOE の信任など、CDM

9 日（最終日）に開催された COP/MOP1 会合において、JI に関する諸要件は EU の主

張が盛り込まれる形で、CDM に準ずるという方針が確立され、以下の４点を踏まえて今

後 JISC の場で議論が開始される。 
 
① CDM の OE 認定手続きを考慮に入れた独立組織（IE）認定の基準と手続きの優先

的な策定。 

③ プロジェクト設計 （PDD）のガイドライン（CDM 理事会が策定したガイドライ書

用）。 
④ JISC の活動に係る事務管理経費の手数料（fee）の課金を規定する。 

 
JISC 10

 
同じく、委員代理として全体 10 名のうち、ドイツ、ラトビア、スロベニアから 1 名ずつ

が選出されている。

際間の国別登録簿ないしは国 登録簿と CDM/JI 登録簿間

ステムを

引するための、取引記録を

グ

005 年 予定 おり や J ホスト 国連の

録簿との早期 続が望 た。 

COP/MOP1 は その導入ス、 が明 か なり、に 上半期にはシステム

完成し、200 10 月 らは各国の接続 験が 200 年 4 月には完全運

始まるこ 定され により中 各国で 進 る企業は、排出権取

ログの開設な 、排出 体制を早急に める必 き 。 
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（2）EU-ETSの評価と今後の課題 
 

イ

答：京都議定書に基づくGHG削減について、EUは日本とも協調して取り組んでいる。モ

ントリ

大の成 が素直な意見をオープンなかたちで公式に交換できたことだと考えて

いる。

 
問：そ 踏まえて、ポスト京都議定書となる 2013 年以降の温暖化対策、戦

略

 

 

 
 後者の排出権取引のような市場をどう運営していくかは、とても難しい問題である。特

に排出権価格にはナーバスな側面がある。また、米国や中国、インドなど新興国をどのよ

うに取り込んでいくかという問題もある。  

2005 年の EU-ETS 開始から 1 年が経過し、EU では同制度に対する評価や、EU-ETS
の第 2 期（2008～12 年）に向けた見直しの議論が始まっている。またポスト議定書に対

する考えも含め、欧州委員会環境総局と欧州経営者連盟（UNICE）に対してインタビュー

を行った。 
  

 
ンタビュー①欧州委員会環境総局デルベク気候温暖化担当部長 
 

＜カギ握る数値目標と市場メカニズム＞  
問：先のモントリオールでのCOP11、COP1／MOP1 の成果は。  
 

オールでは 2013 年以降も京都議定書を継続していくことが確認された。今回の最

果は、関係国

特定国の間で密室的に物事が決まっていくのが最も良くない。  

の会合の結果も

をEUとしてどのように考えるか。  
 
答：EUは既にEU-ETSを開始しているほか、CDMやJIといった京都メカニズムにも取り

組んでいる。EU-ETSでは 1 トン当たりのCO2取引価格が 20 ユーロ（約 2,800 円）前後で

推移しており、当初想定していたより高い。CDMは今後チャンスのあるメカニズムだと考

えている。  
 

今後はこうした京都メカニズムのほかに、エネルギーの効率性向上を優先課題と考えて

いるほか、輸送部門での温暖化対策を重要視している。自動車の供給増に伴い、将来的に

自動車の排ガスが増えていくことは避けられず、放っておくと最も管理が難しい部門にな

る恐れがある。税金による抑制と排出ガス対策をパッケージにした取り組みを検討してい

る。  
 

今回の会合では産業の競争力維持やCO2排出を抑制するような技術開発も含めて議論し

た。2013 年以降の取り組みで特に重要なのは、①数値目標と②市場メカニズムの 2 点で

ある。前者については、数値目標の設定が必要だという議論をしたが、具体的な数値まで

は議論していない。目標の設定は次回以降の宿題となった。  
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問：中国やインドの取り込みに関して、戦略があるか。COP/MOP1 会合後の欧州委員会

の

CDMを通じて中国やインドを取り込む考えで、CDMは 1 つのステップと考えている。  
 

問：EU-ETSが 2005 年 1 月に開始してから約 1 年が経過したが、その評価は。  

TS下の割当は、エネ

ギー部門と鉄鋼部門というCO2の排出量が多い部門を中心に開始し、EU全体のGHG総

逆に価格が下がりすぎても、電力価格に影響を与えることになる。各国が排出権取引に

が決めるものなので、当然、管理できない。しかし、そのような高額にま

上昇するとは思わない。今のところ 20 ユーロ前後で安定している。価格の監視は続け

：欧州司法裁判所の判定は非常に残念なものだった。欧州委としてどう対応するか、ま

記者発表資料では、CDMと排出権取引に関する国際登記簿の設立に対する 85 万 3,000
ユーロ（約 1 億 1,970 万円）の追加支援を強調していたが、新興国対策と何か関係がある

か。  
 
答：

＜市場価格の動向を注視＞  

 
答：今のところ順調に進んでいると肯定的に受け止めている。EU-E
ル

排出量の 30％をカバーしている。しかし、対象の拡大も検討しており、2006 年半ばには

見直し報告書が出る予定。最もナーバスなのは市場価格の動向だ。価格が上がりすぎると

投資意欲をそぐことになりかねないし、電力価格も上がるだろう。  
 
 

どれぐらい予算を割けるのかも、価格決定に影響する可能性がある。市場価格を監視して

いくことが重要だと考えている。  
 
問：EUアローワンス（EUA）が 1 トン当たり 40 ユーロ（約 5,600 円）を超えると、第 1
期（05～07 年）の罰金額を超えてしまうが、価格管理の方策はあるか。  
 
答：価格は市場

で

ていく。  
 
問：英国が国別割当計画（NAP）の数量引き上げ希望に関する欧州司法裁判所の最近の判

定を、どのように受け止めているか。  
 
答

だ決定していない。 
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イ

 
＜不明確な 2013年以降を懸念＞  
問：モントリオールで開催された COP11／MOP1 について、欧州委員会はオープンな対

話ができたこと、

界

 
答

ように取り込んでいくかという問題であ

一方では締約国間で実務を詰めていくことになった。2013 年以降について明確なコ

が

 
 今後も議論を継続していく必要があり、この点についてコメントするには時期尚早であ

る。EU では政策関係者が地球温暖化対策で世界のリーダーとなることを目指す一方、企

業関係者は不参加国の企業と不公正な競争を強いられることを懸念している。政策立案者

と企業関係者との間には大きなギャップがある。  
 
問：米国は京都議定書に参加していないが、欧州企業が米国企業と技術開発で共同研究を

行うなど、民間レベルでの対応はあるか。  
 
答

あまりうまくいっていない。むしろ日本経団連との方が協力関係にある。  
 
問

ているが、企業側の実際の取り組みは。  
 
答：CDM そ

国

がら各国企業別の取り組みまではフォローできていない。どちらかというと、欧州企業の

総体として、EU 政策立案者に働きかける

 
 2005 年 7 月に 1 トン当たり 30 ユーロ（約 4,200 円）まで高騰した排出権価格が、結果

として電力価格を押し

ンタビュー②ミュニック UNICE産業問題部気候温暖化担当アドバイザー 

京都議定書の継続とルール確立ができたことなどを評価している。産業

の評価は。  

：UNICE は今回の会合に大きな期待を抱いていた。実際には米国や開発途上国をどの

り、米国も含めて政治的な対話を継続しながら、

ミット

形成されず、非常にあいまいで不十分な結果となった。  

：UNICE は研究分野をフォローしていない。経済団体間の協力でも、米国との関係は

：2013 年以降の中国、インドの取り込みについて、欧州委員会は CDM の活用を強調し

のものについては、今後の大きな機会と肯定的にとらえている。しかし、中

、インドでの具体的な案件はまだこれからで、数年の時間が必要だ。UNICE は残念な

ことを使命としているためである。  

上げたことから、UNICE としては、CDM や JI のクレジットが可

能になれば、カーボン市場の需給バランスによい影響をもたらすと考えている。  
 
＜早期反映が見込めない排出権制度見直しの日程＞  
問：最近発表された EU-ETS の第 2 期（2008～2012 年）に関するガイドラインによると、

加盟各国の NAP 提出期限が 2006 年 6 月末となっており、欧州委員会が予定している

EU-ETS 見直し案の発表時期と重なっている。このタイミングだと同制度の見直しを実施

しても、反映されるのは第 3 期が始まる 2013 年以降になるのではないか。  
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答：われわれもガイドラインのスケジュールについて、理解に苦しんでいる。このガイド

ない。この点は今後、確認していきたいと考えている。

：EU-ETS の開始から 1 年間を振り返り、その評価は。  

る企業会計と付加価値税な

税金上での排出権の扱いである。欧州企業は EU-ETS が欧州域内にとどまらず、域外国

：当初 1 トン当たり 5～6 ユーロ（約 700～840 円）でスタートした価格が、今では約

には 10～20 ユーロ（約 1,400～2,800 円）

範囲で、排出価格に応じたインパクトを検証してみたこともあった。しかし将来の価格

昇が電力価

に転嫁されることだ。  

て、放っておくと管理が困難になる輸送部門

対策が急務としているが、UNICE の考えは。  

しかし、セクター間の利害は必ずしも一致しているわけではなく、その調整は必ずしも

と考

ている。  

ラインはあまり歓迎出来るものでは

UNICE としては EU-ETS 見直しに向けて 2005 年 10 月、既にポジション・ペーパーを発

表している。  
 
問

 
答：UNICE が問題視しているのは、①（EU-ETS に関しての）EU 指令に対する加盟各

国の解釈の違いと矛盾、②EUA に対する投機の影響、③電力価格の上昇、④EU-ETS 開

始に伴う企業のペーパーワークと負担の増加、⑤加盟国で異な

ど

も参加する国際的な取引制度になることを期待している。  
 
問：EUA は現在、1 トン当たり 23 ユーロ（約 3,200 円）程度だが、この価格の評価は。  
 
答

23 ユーロになっている。20 ユーロ（約 2,800 円）程度であれば許容範囲だが、これより

上昇するのは良くないと考えている。2004 年

の

を予想するのは困難であり、これまでジグザグに上昇・下降しながら推移してきた価格が

安定するには、年月が必要だと考えている。最も危惧しているのは、EUA の上

格

 
問：欧州委員会は将来的な GHG 削減に関し

の

 
答：EU-ETS の対象範囲の見直し議論にも通じるところだが、輸送部門での取り組み強化

の必要性は理解している。対象とするガスの拡大、対象セクターの拡充にも賛同している。  
 
 

円滑に進んでいない。UNICE 内でもセクター間の調整に苦慮している。欧州委が「EU の

競争力強化」を優先課題としていることもあり、UNICE としては「環境保護」と「競争

力強化」のバランスをうまく取りながら、温暖化問題に取り組んでいくことが重要だ

え
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（

 
 EU-ETS が 2005 年 1 月に開始したことで、20MW 以上の燃焼施設、石油精製、金属、

鉄鋼、セメント、ガラス、陶器、紙・パルプなどの施設をもつ欧州企業は GHG の排出量

に上限（キャップ

え

らインタビューを行った。 
 
事例紹介①排出権売買をビジネスにする企業  ～認証機関、匿名～  
 
＜あらたな顧客、サービスを開拓＞ 
問： EU-ETS が実施されて 1 年経過したが、EU-ETS がどのようなビジネスをもたらし

たか？ 
 
答：もともと工場などの各種認証業務を行ってきたが、EU-ETSの開始により、「CO

3）EU-ETSに対する在 EU企業の対応 

）がかかっている。こうした EU-ETS が欧州企業にどのような影響を与

ているのか。排出権売買をビジネスにする企業、排出削減義務のある企業という視点か

の検証（ベリフィケーション）」に関する業務受注が増加した。具体的には、EU-ETS

従業員に対するトレーニング業が盛況で、この分野が予想外

収益を押し上げた。ただ、会社全体における排出権関連の売上シェアは 10%程度でまだ

審査（バリデーション）も行っているが、基本的にはベリフィケーションがメイン。バ

識にばらつき＞ 
：1 年目の EU-ETS に対する感想は？ 

答：まず排出権価格については、開始当初から大きく上昇したものの、大部分の対象企業

にとっては、影響が小さかった。その理由は、排出権取引市場で排出権を売買した企業は、

電力やエネルギー企業が大部分で、その中でも一部の大企業が突出して大きなディールを

2排出

量

対象事業者に対する 
① CO2排出量のモニタリングシステムの評価 
② 同システムの管理・導入に関するコンサルティング 
③ 総合的なエネルギーマネジメントに関するコンサルティング 
④ モニタリングに関するトレーニング 
 
などである。特に、各企業の

に

小さい。ただ、EU-ETS の導入により、これらのビジネスが活性化した結果、新たな顧客

層を開拓できた。 
 

また、プロジェクトサイドの業務も行っており、JIやCDMプロジェクトにおいて、実際

のCO2排出量削減効果の検証（ベリフィケーション）を行っている。プロジェクトの有効

化

リデーションが活性化しない最大の理由は、既に多くのプロジェクトが開発フェーズを終

了しており、今からバリデーションが必要な案件は 2008 年からの排出権移転が間に合わ

ない恐れがあり、需要が少ないため。 
        
＜企業間での認

問
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行った。つまり、排出権取引市場を積極的に利用した企業は少なく、排出権価格の変動は、

部を除く大多数の企業の関心を集めなかったと言える。一方、手続きや割当において、

 
システムの整備（法制度、各企業の取り組み）が遅れている。 

 しかも、モニタリングの概念が、各国によってばらばらのため、企業間でアンフェア

ネルギー管理に関する取り組みは企業間でばらつき

化の促進など）。 

率化（アーリー・アクション）や、モニタリング制度の統一など、

イン、ギリシャなど、排出目標達成が難し

制度の整備も遅れており、欧州

、第 1 期 EU-ETS で多

になったとしても、欧州大では目標達

は難しくないだろう。今後の EU-ETS への改善要望としては、登録や承認など、各国で

っているが、ドイツに関しては、リザーブが足りなくなる可能性が高

。その場合、排出権市場から調達する方法もあるが、JI 投資に乗り出す可能性もある。

そ

るので、NAP2 の動向（対象施設の決定）に注目が

り広範囲の施設が EU-ETS の対象になるようなら、JI の開発はより困難化

の JI プロジェクトが開発中であるので、ある程度は（欧

い。 

一

多くの問題が明らかになった。主な問題点は以下。 
 
① 排出権取引に関する認識が、各企業に不足している（モニタリングや各種手続きなど）。 
② 各国の NAP 提出が遅すぎる（企業側は、自社の割当量が決定しない間は対策しづらい）。

③ CO2排出量モニタリング

④

な状態になる可能性がある。 
 
また、排出権取引やモニタリング、エ

があり、積極的に取り組んでいる企業は、大きな利益を得ている（例えば、排出権売買益

や省エネ

 
問：第 2 期 EU-ETS、NAP2 について 
 
答：先行投資による効

解決すべき問題は多い。また、イタリアやスペ

い南欧諸国への割当が鍵になる。これらの国は、政策や法

委との NAP の調整も再び難航する可能性が高い。企業、政府とも

くを学びつつあり、たとえ NAP2 がより厳しい設定

成

ばらばらである手続きを欧州委で一括化してほしい。 
 

個別の国については、ドイツに注目している。進出企業はリザーブから排出権を割り当

てられる仕組みにな

い

の結果、中・東欧での JI マーケットでドイツ系企業の動きが活発になる可能性もある。 
 
問：中・東欧各国は JI に否定的になりつつあるという意見もあるが 
 
答：基本的に、中・東欧は依然として JI 受け入れに積極的である。ただ、EU-ETS 対象

施設での JI は実質的に難しい情勢であ

あつまる。よ

するだろう。ただ、すでに数多く

州委によって）考慮されるとみる向きが多

 
問：6 条監督委員会（JISC）設置は中・東欧での JI 開発に大きく影響するか？ 
 
答：今後 JISC 内部で議論が行われ、様々な方針・制度が決定する予定で、その結果を見
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ないと何とも言えないが、既に開発されている JI を認証しなくなる可能性は低いと考えて

いる。それよりも、NAP2 の動向の方が、今後の JI 開発に与える影響が大きいであろう。 
 
問：日本企業による中・東欧での JI 開発が進むためには何が必要か？ 

ルで ー企業が少なくないので、彼らと良好な関係を気付き、

スクを恐れず投資することが重要である。 

 
答：地の利など、いろいろと障壁があるのは承知している。今後はウクライナとロシアで

の JI 開発が鍵になる。法制度や汚職、投資環境など、両国での JI 開発に否定的な声が多

いが、当社が携わった案件に関して言えば、これまで問題が生じたことはない。民間レベ

は、優秀で信頼できるパートナ

リ
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事例紹介②排出削減の取り組みを行っている企業  ～オーストリア・製紙企業～ 
 
＜燃料材との競合で原料費が高騰＞ 

したか？ 

問：EU-ETS の開始により、製紙価格はどのように影響を受けたか？ 
 
答：製紙のコスト構造は、大まかに原材料費 50%、エネルギーコスト 20%、人件費 20%、

その他 10%という構成。このうち、まずエネルギーコストがこの 1 年で大幅に上昇した。

原油高が最大の理由だが、排出権取引コストがある程度影響しているとみている。また、

原材料費も大きく影響を受けた。原料木材はパルプ以外にも、燃料材としても使用される。

排出権取引導入の影響で木質燃料ボイラーを使用する企業が増加したため、木材燃料需要

が急増した。その結果、木材需給が逼迫し、原料木材価格が大幅に上がった。 
 
＜効率向上など、長期的にはメリットも＞ 
問：では、企業収益は悪化したのか？ 
 
答：設備効率を上げ、燃料消費量を下げたため、全体ではそれほど影響はなかった。また、

これを機にエネルギー管理体制を強化し、省エネを促進したため、長期的にはメリットの

方が大きい。これまで自社努力だけではこれほど思い切った改革を実施できなかったが、

EU-ETS の導入により、強制的に企業体質を変えることができた側面もある。また、多く

の企業がバイオマスの導入を進めたため、ボイラーメーカーが増産した結果、ボイラー単

価が下がったのもメリットのひとつ。 
 
問：バイオマスの利用促進は効果があったか？ 
 
答：以前から、パルプ製造過程で生じる木屑を利用するボイラーは設置していたが、その

効率化を進めるとともに、最新の高効率ボイラーも導入し、大幅にCO2排出量を削減した。

また、木屑は自社排出分だけでは足りないので、5 割以上を市場から調達した。オースト

リアは木屑などのバイオマス燃料のサプライチェーンが整備されており、比較的容易に調

達できる。ただ、今後は需要が大幅に増加することが見込まれ、欧州全域で良質・安価な

バイオマス燃料の奪い合いが生じることが予想される。 
 
＜事業環境の違いに考慮が必要＞ 
問： NAP1 による割当量は適当であったか？ 

問：EU-ETS が実施されて 1 年経過したが、どのように EU-ETS に対応

 
答：自社努力で排出量を削減し、排出権取引市場からは調達しなかった。もともと製紙業

界は設備の効率化が進んでおり、排出量削減余地があまりなかったため、政府からの割当

量も（電力業界などに比べて）厳しくなかった。具体的には、老朽化設備のリプレースや、

バイオマスボイラーの増設、エネルギー管理体制の強化などを実施した。 
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答：先にも述べたように、製紙業界全体の割当量は緩やかであったが、個別企業の割り当

は、先行投資による効率化（アーリー・アクション）

たが、

れ以前に投資をして既に効率化を実現している企業は排出量削減余地が少ないにも関わ

がないような、公

な割当ルールを適用して欲しい。また、産業界より排出量削減余地がずっと大きい家庭・

てについては問題が多い。最大の問題

が考慮されなかった点である。今回の割当量は 2001～04 年の排出量がベースになっ

こ

らず、まだ投資を実施していない企業と同レベルの割り当てを受けた。政府は、個別企業

の事業環境、特に投資状況をもっと考慮するべきで、現状はアンフェア。 
 
問：今後の EU-ETS について 
 
答：排出権取引制度自体には功罪あるが、企業間、特に国の間で不平等

正

運輸部門で同様のルールを適用した方が投資効率（単位投資額当たりの削減CO2）が高い

ので、EU-ETSの対象分野拡大には期待している。 
 
 
 

2-3-1.オーストリアの紙生産量とエネルギー消費量 
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事例紹介③排出削減の取り組みを行っている企業 ～オーストリア電気事業連合会～ 

老朽化した石

火力を最新の高効率ガス火力に転換するケースが多かった。ただ、それでも大部分の企

場から排出権を購入した。各企業とも購入額や量について

公表していないが、主な取引市場は独 EEX。京都メカニズムの利用による排出権の調達

：2005 年の電力料金は大幅に上昇したが、その最大の原因は世界的な原油価格の高騰。

電力会社は排出権調達コストを卸売価格に転嫁することができるが、電力料金を決定す

のはマーケットであり、EU-ETS が電力料金の上昇にどれくらい影響したかを定量的に

分析するのは難し

 
＜長期的な電源計画に影響＞ 
問：EU-ETS は電力会社の財務状況に影響したか？ 
 
答：2005 年の各電力会社の業績は好調だった。その最大の理由は電力需要の堅調な伸びで、

売上高の増加が経費の増加を上回った。また、各社の新規投資が少なかったことも収益を

押し上げた。排出権調達費に関しては、①調達量がまだ少ない、②調達価格（マーケット

価格）がまだそれほど高くなかったことにより、想定していたほど財務を圧迫しなかった。 
 

問：EU-ETS は電力会社の企業戦略に影響したか？ 
 
答：各企業の投資戦略に大きな影響を与えた。将来の電源を検討する際、排出権調達コス

トが投資決定要因のひとつとなり、以前の電源計画よりも多くのガス火力発電所が建設さ

れることになった。また、再生可能エネルギーの導入計画を前倒しする企業が増加した。

ただし、オーストリアの再生可能エネルギー開発余力はそれほど大きくなく、水力開発地

点も限られているため、当面は①最新鋭高効率ガス火力の建設、②老朽化した水力発電所

の改修による高効率化・増出力、を電源計画の 2 本柱にする企業が多い。 
 

＜業種間の不公平是正を要望＞ 
問： NAP1 による割当量は適当であったか？ 
 
答：電力セクター全体では、年間 900 万トンを割り当てられたが、2005 年の実際の排出

 
＜多くの電力会社が排出権市場を利用＞ 
問： EU-ETS が実施されて 1 年経過したが、電力会社はどのように EU-ETS に対応した

か？ 
 
答：各電力会社とも、まず自社努力で排出量の削減を試みた。具体的には、

炭

業は割当量を超過したため、市

は

は少なかった。 
 

問：EU-ETS は電力料金に影響したか？ 
 
答

各

る

い。 
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量は 1,100 万トンであった。当初は 700 万トンを政府側から提示され、交渉により 900 万

ンまで引き上げたが、それでも不十分であった。他の産業セクターも同様にタイトな割

に大きく、すべての発電施設で 5～6％程度の排

：今後の EU-ETS に関して 

万 kW の新規電源開発が計画されており、少なくとも 300 万トンの追加

割当量が必要になる見込み。2008～2012 年の NAP2 では、電源開発計画を考慮した、よ

る。 

 

出所：オーストリア電気事業連合会資料

ト

当量であったが、電力セクターの負担は特

出権が不足した。 
 
問

 
答：電力セクターへの割当量がどう考えても少ない。全セクターで条件が同じであれば納

得するが、現状はアンフェアな状況。現状の割当量（年間 900 万トン）は、既存施設の排

出量ですでに超過しており、新たに建設する発電所のための割当量をいかに獲得するかが

焦点。現在、180

り現実的な割当量となることを期待してい

 
 
 

   2-3-2.オーストリアの電力需給状況（2004 年） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

63%

34%

3%

48%

30%

20%

2%

水力

火力

再生可能E

輸入

総設備容量
1,868万kW

総需要

781億kWh内：電源シェア
外：発電シェア

‐49‐ 



事例紹介④排出削減の取り組みを行っている企業 ～オーストリア石油企業・OMV社～ 
 
＜積極的な環境戦略で EU-ETSをリード＞ 
問： EU-ETS が実施されて 1 年経過したが、どのように EU-ETS に対応したか？ 

削減に取り組んでおり、その歴史は京都議定書や気候変動

組条約が成立する以前の、90 年代初期に遡る。具体的には、ローカーボン燃料の開発や、

がリードしている。基本的に、自社努力

よる削減を中心としているため、JIやCDMなどの京都メカニズム利用は当面考えていな

い。 
 

 
答：ほとんど影響を受けていない。排出権取引価格を製品価格に転嫁できる他の産業（電

力や鉄鋼など）と違い、ガソリンや軽油など、石油製品はコスト転嫁が難しい。しかし、

そもそもコスト転嫁が必要なほど排出権調達価格は高くなかった。 
 
＜ AP1はアンフェア、将来は他分野の参加が必要＞ 
問： NAP1 の割り当てについて 
 
答 当社は既に効率化を進めており、排出量削減余地はそれほどない。おそらく、1.5～2%
くらいの改善余地しかない。従って、NAP1 の割り当ては厳しく、非現実的なレベルと言

える。また、他の業界と同じく、アーリー・アクションの考慮が足りないため、効率改善

に先行投資した企業ほど割を食らうアンフェアなルール。 
 
問： 今後の EU-ETS について 
 
答：より厳しい割り当てになると想定しているが、業種間、国の間でのアンフェアなルー

ル設定の改善を強く望む。特に、交通・運輸部門のエネルギー源の 90%以上は依然石油で

あり、効率化による影響は大きい。オーストリアでは 2005 年 10 月から、軽油に 5%のバ

イオフューエルを混合する法令が定められたが、当社もバイオフューエルの開発・普及に

積極的に取り組むことにより、交通・運輸部門での GHG 削減に貢献したい。 
 
＜新技術の積極的な開発が鍵＞ 
問： GHG 削減に関する現在の取り組みについて 

 
答：当社は古くからGHG排出量

枠

精製プロセスの効率化などに取り組んできた。例えば、2000～05 年に設備更新により、

5%の効率化を実現した。また、自社の硝酸設備におけるN2O破壊プロジェクトにより、

GHG排出量を年間 64 万トン削減した。このような背景があるため、EU-ETSの開始に合

わせて新たに始めた対策は特にない。当社は、世界的に排出量管理を行っているので、欧

州だけに特化した対策（EUA売買など）は意味がない。EU-ETSはまだ制度上不備が多く、

GHG削減に対する認識度に関しては、当社のほう

に

問： EU-ETS の開始により、石油製品価格は影響を受けたか？ 

N

：
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答：現在、CO2の固定化技術を研究・開発している。使用済みのガス田跡にCO2を注入・

ネルギー、燃料電池に関する研究開発も行っ

ル→

スの燃料転換）をGHG削減の大きな柱にしており、水素エネルギーや燃料電池の開発も

ction.do?search=OK&query=allenvdoc&u

貯蔵する技術を開発している。また、水素エ

ており、グラーツにそれぞれ研究所を開設している。基本的には、ガスの利用（オイ

ガ

その一環。例えば、交通・運輸部門でガスの利用を拡大する取り組みを始めており、液化

ガス（GTL）の利用促進を目指している。既に国内には 28 ヵ所のGTLスタンドがあり、

そのうち 17 ヵ所がOMV所有。商業ベースに乗せるためには、少なくとも 2,000 ヵ所が必

要で、今後は飛躍的に増加する見込み。新技術の開発がGHG削減の鍵になるだろう。 
 
 
-参考文献- 
 
欧州委員会のホームページ（プレスリリースなど）： 

http://europa.eu.int/rapid/searchResultA
sername=EN&advanced=0&guiLanguage=en

排出権取引市場（EEX、他）：http://www.eex.de/info_center/downloads/clearing_e.asp
http://www.europeanclimateexchange.com/pages/page164.php

日英国大使館資料：http://www.uknow.or.jp/be/environment/symposium/駐

欧州環境庁“Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2005”：  
http://reports.eea.eu.int/eea_report_2005_8/en

（財）海外投融資情報財団報告書（中東欧地域の JI・GIS 案件への具体的な対応戦略調査） 
：http://www.joi.or.jp/Houkokusho/Haisyutsuken/honbun.pdf

（財）地球産業文化研究所のホームページ： 
http://www.gispri.or.jp/kankyo/unfccc/copinfo.html#COP11
ポイントカーボン社ホームページJI/AAU  Host  Country  Rating  2005  DEC：

http://www.pointcarbon.com/   

GHG ソリューションズカーボンマーケットニュース （2006 年 1 月 4 日）： 
http://www.ghg.jp/
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第 3章 非附属書Ⅰ国における CDM/JIへの取り組み 

 
資源節約を掲げる中国政府＞ 

％台の経済成長が続く中国では、エネルギー消費量が急速に拡大していると同

に、電力などエネルギー不足問題が表面化しており、急速な経済成長を支えてきた資源

 

国では豊富な埋蔵量を誇る

る社会の実

 
  

則として取り エネルギー

開発、普及させると同時に、省エネ・節水

どが列挙されている。 

造調整促進暫定規定」は、第 11 次 5 ヵ年計

している

ネ、循環型経済発展のための産業政策が重要な位置を占めた。 

他方、2005 年 7 月に英国で開催されたグレン・イーグルス・サミットでは、地球の温

暖化対策が主要議題として取り上げられた。同サミットは、世界レベルで化石燃料エネル

ギーの需要が高まっており、その結果として温室効果ガス（GHG）の排出量が急増し、今

後 25 年で 60％増加する可能性があると指摘した。こうした主要国の会合で地球温暖化対

策が議論されたことも、中国の気候変動政策に大きな刺激を与えることとなった。 
 
これらの背景もあり、2006 年 1 月 1 日には「再生可能エネルギー法」が施行された。

同法は風力・太陽光・水力・バイオマス・地熱・海洋などの非化石エネルギーの開発利用

をエネルギー開発の中でも優先分野に位置づけること、さらに利用促進に向けては資金・

税制面での優遇策を設けると定めている。 
 

 
1．中国 ～循環型経済実現の一環として、CDMを推進～ 
 

中国では、クリーン開発メカニズム（CDM）プロジェクト運行管理弁法が CDM 実施の

詳細を規定している。同法はクレジット移転による収益の一部を、中国政府・企業のもの

と定めており、プロジェクトを構築するには障害となりうる。しかしながら中国は大規模

なクレジットを獲得できる CDM プロジェクトのポテンシャルが高いため、日本企業の関

心は非常に高い。 

＜

近年 8～9
時

消耗型の経済構造が限界に達しつつある。 

こうした問題を解決し、継続的な成長を図るにはエネルギー不足の改善が鍵となる。中

石炭中心のエネルギー供給が中心で、エネルギー効率は先進国

並みの高いレベルには達していない。そのため政府は「資源節約型」とよばれ

現を掲げ、省エネや、再生可能エネルギーの活用、エネルギー効率改善を目指している。

 2005 年 10 月に採択された第 11 次 5 ヵ年計画には「資源節約型社会」が重要な指導原

入れられ、環境保護への投資について触れている。資源の節約、

の代替、エネルギーの循環利用技術を積極的に

製品、省エネ環境保全型自動車の生産、使用を奨励することな

 
さらに 2005 年 11 月に可決された「産業構

画に整合する形で各種産業・プロジェクトを分類し、政策的措置を具体的に規定

が、その中でも省エ
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＜炭鉱メタンやランドフィル分野が有望＞  
 中国政府がこれまでに承認を出したCDMプロジェクトは、ランドフィル（ごみから発生

件で、今後はハイドロフルオ

カーボン（HFC）23 破壊案件など、大型案件の承認が見込まれる（2006 年 1 月 10 日

時

ト）が確実に得られることが案件形成を促進しているが、一方では設

備投資がかかるため、資金援助なしに実施することは困難という実態もある。今のところ

イツや米国など欧米企業の方が、総合的な競争力で日本

企

場など、代替フロンであるHFCや亜酸化窒素

N2O）など温暖化係数の高いガスを排出する工場があり、中国ではこれらの分野におい

て

ため日本企業の関心は高く、初めて日本企業が中国政府に申請を出したプロジェクト

 
 

 

するメタンガスの回収と利用）、風力、小型水力発電など 18
ロ

点）。 
 
 承認プロジェクトの中では、風力発電プロジェクトが最も多い。風力発電はCDMプロジ

ェクトとして承認されるための方法論が確立しているため、プロジェクトから発生する排

出削減量（クレジッ

風力発電用の機器は、価格面でド

業より優勢であるといわれている。 
 
 一方、中国には冷媒工場やナイロン生産工

（

もCDMプロジェクト実施の可能性がある。 
 
 HFCやN2Oといった非エネルギー系のガスは、二酸化炭素（CO2）換算でそれぞれ 1 万

1,700 倍、310 倍の温暖化効果がある。プロジェクト 1 件に対する排出削減量は非常に大

きい

も、中国の冷媒メーカーが発生するHFCを分解するプロジェクトだった。HFCやN2Oを排

出する工場は世界でも数が限定されているが、風力発電同様に方法論が確立されており、

比較的低コストでプロジェクト化し、大量のクレジットを期待できるというメリットがあ

る。  

また中国は豊富な埋蔵量を誇る石炭に、発電の 8 割近くを頼る。世界有数の石炭産出国

であることから、炭鉱での採掘時に発生するメタンガスを回収する炭層メタンガスプロジ

ェクトも有望である。  

こうしたエネルギー効率改善・再生可能エネルギー・炭層メタンガス・発電・森林分野

を中心に、中国ではCO2換算で 7億 7,700万トン相当のGHG排出削減が可能であるという。

特に、エネルギー多消費産業に対する技術移転などで、エネルギー消費量は多いに削減で

きると見込まれている。また人口が多いため、大量の廃棄物が発生しており、ランドフィ

ル分野のプロジェクトも数多く期待できる。 
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3-1-1.中国の温室効果ガス別
排出量（1994年）

二酸化
炭素

（CO

メタン
（CH4）

18%

（N2O）
7%

2）

75%

亜酸化
窒素

3-1-2.中国の温室効果ガスの
排出源別の内訳（1994年）

エネル
ギー

廃棄物

74%

工業
プロセス
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農業
15%
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(注：LUCFを除く) (注：LUCFを除く) 

出所： UNFCCC 出所： UNFCCC 

3-1-3.中国における発電分野の内訳

水力
17.6%原子力

1.5%

ガス

石炭
77.5%

バイオマ
ス

0.1%

0.3%

石油
3.0%

 
＜CERの移転から発生する収
 また循環型経済を掲げること

点分野）に、エネルギー効率改

およびランドフィルなどのメタ

 
 

 
出所： 国際エネルギー機関 (IEA)
益の一部は中国側に帰属＞  
もあって中国政府は、有望な CDM プロジェクトの分野（重

善、新エネルギーと再生可能なエネルギーの開発・利用、

ンガスと石炭層ガスの回収・利用と定める。 
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非エネルギー分野であるN2OやHFC23 の排出削減プロジェクトは、政府の優先分野に

は含まれていない。ただし日本企業は重点分野には含まれないものの、収益性の大きい、

同分野のプロジェクトに大きな関心を抱いている。 
 
こうした CDM に関する運行方法を具体的な法令としてまとめたのが、2005 年 10 月に

発表された「クリーン開発メカニズムプロジェクト運行管理弁法」（以下、CDM 管理弁法）

である。同法の特徴は、CDM プロジェクトから発生した排出削減量であるクレジット

（CER）が中国政府に帰属するという考えで、他の CDM ホスト国の政策とは大きく異な

る。 
 
CDM 管理弁法は、各プロジェクトから発生する CER は、プロジェクト実施機関（中国

企業）に帰属するため、CER の移転で発生する収益は、中国政府とプロジェクト実施機関

の双方の所有にあるとし、収益のうち以下の比率を中国側のものと定める。 
 

○ ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）分野：65％ 
○ 亜酸化窒素（N2O）系分野：30％ 
○ 政府が重点分野と定める再生可能エネルギー、エネルギー効率改善、メタンガス、石

炭層ガスの回収・利用分野と植林分野：2％ 
 

これは CER を国家の資源ととらえ、政府に帰すると考える中国政府のスタンスを反映

したものととれる。例えば中南米諸国のように、できる限り多くの CDM プロジェクトを

承認して、CER を売却しようとするスタンスとは大きく異なる。 
 
政府関係者によれば「今後、国内で数多くのプロジェクトが発掘されるだろうが、世界

でも有数の CDM 国であるインドやブラジルのように大量のプロジェクトが承認されると

は限らない。中国政府の承認段階でプロジェクトの選別を行い、確実に CER が得られる

案件だけを承認する可能性が高い」という。 
 
こうした考え方に基づき、中国では、各プロジェクトに対する審査はより厳しくなる可

能性が高い。また政府によれば、CDMプロジェクトから発生したクレジットの収益は、国

内の持続可能な発展のために活用される

 
 また政府承認に際しては、クレジット価格も重視される。例えば、中国の事業者が売却

ようとしているCERの価格が国際相場と比較して安価な場合、中国政府は価格を上げる

政府が参考にしているのは世

CDM管理弁法はまた、CDMの事業主体に関する規定も設けている。同法 11 条によれば、

DMプロジェクトを実施できるのは、中国企業あるいは中国資本が 51％以上の企業に限

という。  

し

ように指導するという。中国のCDM関係者によれば、この際

銀や日本カーボンファイナンス（JCF）などの提示価格だろうという。  
 
＜人材育成が欠かせない中国のCDM＞  
 

C
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ら

したクレジットを購入する方式を取

っている場合が多い。  
 

 例えば、CDMプロジェクトの設計書（PDD）作成費用は 2 万～4 万元15（約 29 万 3 千

～

 他方、CDM管理弁法はCDMプロジェクトを承認する指定国家機関（DNA）を国家発展

。審

はNDRCのほか、科学技術部、外交部、国家環境保

 
 こ までNDRCが中国のCDMプロジェクトに関する中核的な役割を担っており、それは

N

 うした背景から、日本政府関係機関が中心となって、人材育成事業（キャパシティ・

ビ

発掘につながるキャパシティ・ビルディン

グを検討している。 
 

ンファンドの管理を委託さ

るなど、巨大なクレジット購入者である。中国ではHFC発生工場を先行的に抑えて、プ

の案

を除いて中国が承認したプロジェクトは、英国、オーストリア、オランダなどが投資国

技術部と協議し、年間 1,000 万トン以上のクレ

れる。日本企業が参入する場合、その資本は 49％を超えてはならない。こうした制約が

あるため、中国では地場資本企業がプロジェクトの主体となる。日本企業など外資系企業

は中国企業と契約を締結して、プロジェクトから発生

 地場資本企業が政府に対する承認申請・交渉などを行うことで、プロジェクトの進展が

円滑に働くこともある。しかし現状では、中国企業側でCDMに対する知識・資金が不足し

ている場合が多く、人材育成や資金面で日本の支援求められている。  
 

58 万 7 千円）といわれるが、中国企業が独自で取り組むのは難しい場合が多い。さらに

CDMプロジェクトの場合には、機器や設備の初期投資にも多額の費用が発生する。  
 

改革委員会（NDRC）と定めており、プロジェクトの承認申請はNDRCが受け付ける

査をするのはCDM審査理事会で、これ

護総局、中国気象局、財政部、農業部で構成されている。  

れ

DRCの中でも特に少数の有力者である。国内でCDMに関する専門的な知識を持っている

人材はまだそれほど多くない。  
 

こ

ルディング）を実施している。例えば、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

は 2005 年４月、日本がクレジットを獲得できる案件を発掘することを目的に河北省でキ

ャパシティー・ビルディング・セミナーを開催している。さらには省単位のCDMセンター

の設立を進めるなど、地方自治体レベルで案件

＜活発に活動する世銀、欧州各国＞  
 世界銀行はイタリア・カーボンファンドやオランダ・カーボ

れ

ロジェクト形成を行ってきた。現在、世銀のプロジェクトとして中国政府が承認している

のは水力発電プロジェクトだが、今後は多数のプロジェクトが明らかになる可能性がある。  
 
 さらに欧州諸国は中国でのクレジット獲得に向けて先行的に手を打っており、世銀

件

に入っている。イタリア政府は中国の科学

                                                  
15 2006 年 2 月 13 日時点 1 元=約 14.67 円 
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ジット調達を求めているともいわれ、オランダやスペインも中国でのクレジット獲得に熱

心である。  
 
 一方、日本企業は 2005
す

表されていた日本のプロジェクトは、日揮・丸紅・大旺建設の共同出資により設立された

会社「温暖化ガス削減（JMD）」によるHFC23 分解プロジェクト（CO

年 10 月にCDM管理弁法が制定されるまで中国政府のCDMに対

る運用が未確定であったことから、様子見的な色合いが強かった。同法の制定までに公

理弁法が正式に

定され中国政府の方針が明確化されたことで、日本企業がCDMホスト国としての中国に

商

が山東省のフロン製造工場のCDMプロジェクトで、12 年までに約 5,050 万トンの排出

2年間削減量は 579
万トン、中国で最大規模）など数が少なかった。 しかしながら、CDM管

制

対する見方は変わってきたようだ。 
 
 以後、日本企業の参画するプロジェクトは徐々に増えている。例えば、新日鉄・三菱

事

量を獲得することを明らかにした。三菱商事は年に 800 万トン、新日鉄は 200 万トン取得

するという。中国におけるCDMプロジェクトは、今後も日本企業の注目を浴びることにな

るだろう。 
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2．インド ～世界で最も登録案件が多い、活発な CDM市場～ 
 

削減が可能であると言われる。体制整備も行われており、クリーン開発メカニズム（CDM）

プロジェクトのホスト国としては最も有望な国の一つである。国連のCDM理事会で登録済

みプロジェクトの 21 件があり世界では最も数が多い。 
 
＜効率的な承認体制で、承認は 200件以上＞ 

国連で登録されたインドの CDM プロジェクト数は 21 件と、2 番目に多いブラジル（8
件）を大きく引き離している。さらに

て

な排出権市場の情報機関ポイント・カーボン社は、CDM のホスト国ランキングの中で、

インドを第１位に格付けする（2005 年 12 月時点）。 
 

特にインドでCDMプロジェクトの承認が急激に増えたのは、昨年後半以降である。これ

は 2005 年 1

インドは、二酸化炭素（CO2）換算で 3 億トンに相当する温室効果ガス（GHG）の排出

国連への登録の前段階にあるインド政府の承認を得

いるプロジェクトも 200 件を超える（2006 年 1 月 13 日現在）。こうした点から、著名

2 月 31 日までにCDM理事会で登録されたプロジェクトは、2000 年 1 月まで

遡及してクレジット（CER）を獲得できるというルールに基づき、多くのプロジェクトが

登録申請されたためである16。 
 
このような特別な事情に加えても、インドのプロジェクトが増加している理由はその他

にもある。その一つがプロジェクト承認窓口である指定国家機関（DNA）がウェブを通じ

た承認申請を受け付けるなど体制整備が進んでいる点である。プロジェクトの審査方針、

方法も明確にされており、インド政府はより多くの承認プロジェクトを出すことに対して

前向きである。 
 
またプロジェクト形成のための知識やノウハウを持った人材が揃っている点も、プロジ

ェクト承認にとってプラス要因である。インドは、2002 年 8 月に京都議定書を批准し、

同時にドイツ技術協力公社（GTZ）や日本の（財）地球環境戦略研究機関（IGES）など

の支援でキャパシティ・ビルディングを進めてきた。 
 
さらに国土が広いため首都・ニューデリーのみならず、地方自治体レベルでもキャパシ

ティ・ビルディングのセミナーが開催されている。地方自治体の中でもアンドラ・プラデ

シュ州、マディア・プラデシュ州、ウエスト・ベンガル州は、CDM 促進機関の役割を果

たすノーダル（Nodal）を設置している。Nodal は CDM のキャパシティ・ビルディング

やプロジェクト形成を行う機関であり、これらの３州は特に CDM に対して積極的である。 
 
ただし CDM を始め京都メカニズムの運用ルールは現在も流動的な部分が多く、常に知

                                                  
16 こうした「早期開始プロジェクト」のルールは、CDM理事会が提出済みのプロジェクト

をすべて審査することができなかったため、昨年のCOP11 において提出期限が 2006 年 12

月 31 日まで延期された。 
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識のアップデートが必要となる。しかしながら現地にはこうした知識のアップデートに追

ついていない CDM 関係者の多いことが課題と指摘する声もある。 

ログラムのヘッドであるバート

Bhat）氏によれば、COP/MOP1 以降インドの CDM への期待はさらに高まっており、

レッシャーは重くのしかかっているという。 
 

ガス（CH4）は 31％を占める。 

ネルギー分野である。 
 

い

 
他方、昨年の 11 月末～12 月上旬にかけてモントリールで開催された京都議定書第１回

締約国会合（COP/MOP1）では、2013 年以降の将来的な枠組みに関する対話を開始する

ことが合意された。GTZ の CDM-India エネルギープ

（

コンサルタントに対してプロジェクト開発のプ

＜バイオマスを中心にした再生可能プロジェクトが主力＞ 
 インドは、世界で 5 番目（シェア 4.7％）にCO2の排出量の多い国である。GHGの排出

量でみても、CO2換算で 12 億 1,400 万トン（1994 年）とCDMホスト国の中では非常に規

模が大きい。GHGの構成比は、GHGが 64％、メタン

 
あらゆる分野のCDMでポテンシャルがあると言われるが、中でも再生可能エネルギーは

重要視されている。同分野だけでも、CO2換算で 9,000 万トンのGHGを排出削減すること

が可能であるという。これまで国連に登録済みの案件についても多くが小水力あるいはバ

イオマスを中心とした再生可能エ

3-2-1.インドの温室効果ガス別
排出量（1994年）

メタン
（CH4）

31%

5%

亜酸化
窒素

（N2O）

二酸化
炭素

（CO2）
64%

3-2-2.インドにおける温室効果ガ
スの排出源別の内訳（1994年）

工業プ
ロセス

エネル
ギー
62%

8%

廃棄物

農業
28%

2%

(注：LUCFを除く） (注：LUCFを除く) 

出所： UNFCCC 出所： UNFCCC 

 ま

万トンにのぼる。これは 2 億 2,000 万トン分の石炭の熱価に相当するといわれる。これら

の農業廃棄物を発電プロジェ

た農業国インドではサトウキビの残滓や米の籾殻などの農業廃棄物が、年間3億5,000

クトに利用することで、年間 1 万 9,500MW の発電能力があ
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るという。さらに北部を中心に風力発電のポテンシャルも高い。インドにはスズロン・エ

ナジー社（Suzlon Energy）など風力発電タービン会社が 5 社程度あるため、国内で機器

調達をして CDM 化することも可能である。 
 

（SERC）が設置されたが、同時に再生可能エネルギー利用を広める役割も担うことと

。

エネルギー局（BEE）などが、国内のエネルギー多消費型産業にランキングをつけ、重

要

またエネルギー資源研究所（TERI）のアビー（Abbi）博士は、再生可能エネルギー分

野に加えて廃熱回収、鉄鋼などのエネルギー効率改善の分野が有望だが、技術移転を伴う

ような大規模省エネ分野のプロジェクトは、外国企業からの投資などによるジョイントベ

ンチャーが不可欠であると述べる。 
 

これまでに DNA が承認した CDM プロジェクト（約 200 件）の中では再生可能エネル

ギー分野が 100 件と最も多いが、これに続いてセメントの廃熱回収、コージェネレーショ

ン、PFC・HFC 削減など削減効果の高い分野の承認案件もでている。 
 
＜価格交渉はゲーム＞ 

インドではCDMプロジェクトの数が豊富で、引き続き多くの案件が開発されている。し

かしながら、多くのプロジェクトはCERの買い手国が未定（あるいは交渉中）のユニラテ

ラル・プロジェクトである17。国連に登録済みのプロジェクトで、投資国が明確になって

いるのは 21 件中 8 件である。日本企業が関与していることが明らかになっているのは、

住友商事によるグジャラット州HFC23 破壊プロジェクトのみである。 
 
インドではプロジェクトの多くが国内企業単独で実施され、投資国側となる先進国はク

                                                 

こうした再生可能エネルギーを利用した発電のプロジェクトは、深刻な電力不足を解消

するための手段でもある。インドでは地方電力庁（SEB）が電力価格を決定するなど強力

な権限を握るが、こうした電力部門の改革を目指した電力法が 2003 年に制定されたこと

で、以降 SEB への権限集中は緩和されつつある。同法の制定によって、各州には規制機

関

なった。 
 
＜エネルギー効率改善のプロジェクトも進行中＞ 
 日本企業の関心が高いエネルギー効率改善の分野などについてもポテンシャルが高い

省

度の高い産業からプロジェクト形成のアプローチをすることを検討している。重要度が

高いものから上げると、火力発電、肥料、セメント、鉄鋼、アルミニウム、鉄道、紙・パ

ルプ、化学品、交通、繊維、精糖、石油化学などがある。 
 
 

 
17 CDMプロジェクトは通常、プロジェクトを実施する国であるホスト国とクレジットを購

入したり、資金提供する先進国側の投資国の両国がプロジェクトの承認を行う。通常は両

国政府の承認を得た後に、国連のCDM理事会で承認を得るという手続きをとっているが、投

資国側の承認が無いままに、CDM理事会に提出されたプロジェクトをユニラテラルCDMと呼

ぶ。 
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レジット購入だけに関わることが多いという傾向がある。この理由について、インド企業

は CDM プロジェクトを実施する資金は十分にあり、また資金調達をする仕組みもできて

いるのではないかとする CDM 関係者もいる。 

 

英国、オランダ、カナダ、日本などの企業・政府を中心にインドに対する関心は高まっ

みが未確定という不安要素を抱えつつ

 
世界的に CDM 市場はプロジェクトの実施国である途上国側にとって有利なマーケット

になっており、インドにおいてもクレジット購入者は、現地企業とのクレジットの購入交

渉に難航するようだ。こうした事態に対してインド側関係者は「クレジット価格の交渉は

ゲームの一部であり、価格側面よりはむしろインドのポテンシャル、優位性に着目すべき

ではないか」と強気にコメントする。 
 

ている。2013 年以降の国際的な気候変動対策の枠組

も、インド国内にはそうしたことに対する懸念よりも、少しでも多くの CDM プロジェク

トを実現させようという気運の方が大きいようである。 
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3-2-3.国連ＣＤＭ理事会におけるインドの登録済プロジェクト（2006年2月8日現在） （単位：トン

登録日 プロジェクト名

）

投資国 年間排出量

2005年3月8日
グジャラット州在GFL社HCFC22製造プラントにおける 日本、オランダ、

3,000,000

電プロジェクト 26,300

SRS工場におけるバガスのコージェネレーション・プ

オーストリア 40,313

2005年11月6日
ヒマチャル・プラデシュにおける4.5MWマウージ・グ
リッド接続プロジェクト

13,168

2005年12月3日
JCT社のパグワラ繊維工場における小規模バイオマス
プロジェクト

英国 28,032

2005年12月10日 バジパリCDMバイオガスプログラミー 19,553

2005年12月11日
ナハール・スピニング工場の3.5MWもみがらコージェ
ネレーション・プロジェクト

22,267

2005年12月16日
オズワル羊毛工場の3.5MWもみがらコージェネレー
ション・プロジェクト

22,267

2005年12月16日
カルナタカにおける10.25MWチュンチ・ドッジ・グ
リッド接続の小規模水力発電プロジェクト

25,490

2005年12月17日
パンジャブにおける24MWバイオマスによる再生可能
発電・消費プロジェクト

25,937

2005年12月24日
SRF社のHCFC22製造プラントにおけるHFC23熱破壊に
よる温室効果ガス排出削減プロジェクト

ドイツ、英国 3,833,566

2005年12月24日
タミルナドゥにおける18ＭＷバイオマス発電所プロ
ジェクト

スウェーデン 66,821

2005年12月25日 20ＭＷカビニ水力発電プラントプロジェクト 44,968

2006年1月14日
アンモニア・プラントにおけるCO2除去装置設置を通
じたエネルギー効率改善プロジェクト

24,449

2006年1月14日 TNPL社のメタンガス抽出・燃料省エネプロジェクト 35,860

2006年1月15日 RSCL社のコージェネレーション拡大プロジェクト 英国 80,157

2006年2月3日
SBPML社のもみがらによるコージェネレーションプロ
ジェクト

14,744

出所：ＣＤＭ理事会

HFC23熱破壊による温室効果ガス削減プロジェクト 英国

2005年5月23日
ラジャスタンにおけるバイオマス-からしの廃棄物に
よる発電プロジェクト-

オランダ 31,374

2005年7月18日
ヒマチャル・プラデシュにおける5MWデハール・グ
リッド接続プロジェクト

16,374

2005年8月6日 クラリオン12MWバイオマス発

2005年9月23日
ロジェクト

英国 22,000

2005年10月23日 パガラにおけるDSL社のバイオマス発電プロジェクト 17,424

2005年10月24日
APCL社によるからし畑廃棄物による7.5MW発電プロ
ジェクト
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3．インドネシア ～国家承認が本格始動～ 
 

クリーン開発メカニズム（CDM）の承認窓口となるインドネシア指定国家機関（DNA）

は、2005 年 12 月に初めて 5 件の CDM プロジェクトを承認した。国内ではプロジェクト

開発も行われており、本格的に CDM プロジェクト形成が始まっている。また日本企業の

投資で CDM プロジェクトを実現したいというインドネシア側の声は強く、日本の案件も

承認される見通しがでてきた。 
 
＜2005年 7月 DNA設置、本格的な活動はこれから＞ 
 インドネシアでは、CDM に対する取り組みが本格化している。CDM は、プロジェクト

を実施するために、専門機関の設置や専門知識の習得のためのキャパシティ・ビルディン

グなど、体制整備の面で途上国側が取り組むべき点が多い。しかしアジア地域は、他地域

の国々に比べこれらの面で多少遅れをとっている国が多い。 
 

そのような中、インドネシア政府は 2004 年 7 月に京都議定書を批准し、その後はドイ

ツ技術協力公社（GTZ）や日本の（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、

（財）地球環境戦略研究機関（IGES）など政府関係機関の協力も得て、CDM に対する国

内のキャパシティ・ビルディングを進めてきた。 
 
 CDM を実施する途上国（ホスト国）の場合、国内で CDM プロジェクトを承認する DNA
を設置することが不可欠となる。インドネシアでは、GTZ や国内の NGO であるペランギ

などの支援によって、DNA の具体的な仕組み、審査内容の枠組みが提案され、2005 年 7
月に DNA 設置法が成立した。その後 DNA は 2005 年 12 月に 5 件の案件を承認し、よう

やく CDM プロジェクトが具体的に動き始めた。 
 

 
7 月に DNA が設置され、12 月に 5 件の承認案件が出るというのは、一般的に審査に時

間のかかるホスト国の CDM 審査としては非常に早い対応である。しかしながら承認され

た案件については、DNA 設置前にインドネシア政府が既に仮承認を出したものとも言わ

れ、新体制下での正式な承認手続きを得たプロジェクトはまだでていない。DNA の働き

は、これから試されることとなる。 

3-3-1.インドネシアにおける承認済みCDMプロジェクト （単位：万トン）（注）

プロジェクト名 プロジェクト事業者 年間排出削減量
プロジェク
ト年数

総排出削減量

インドセメント代替燃料プロジェ
クト

PTインドセメント・トゥンガル・
プラカルサ・Tbk

11.8 21年間 246.9

インドセメント混合セメントプロ
ジェクト

PTインドセメント・トゥンガル・
プラカルサ・Tbk

52.0 10年間 526.0

CDM太陽光の料理利用プロジェクト PTペトロマット・アグロテック 0.4 7年間 2.5

MNAバイオマス9.7MWe スチーム・
ボイラー凝縮プロジェクト

PTムルティマス・ナバティ・アサ
ハン

6.1 10年間 61.2

MNAバイオマス9.7MWe スチーム・
ボイラー凝縮プロジェクト

PTムルーニ・サムサム 6.1 10年間 61.2

出所:インドネシアDNA
注:二酸化炭素換算の場合



ただしインドネシア政府は、今後 3 ヶ月ごとに CDM プロジェクトに対する何らかの結

を出すことを明らかにしており、近々日本企業の参加する案件などについて、承認がお

り

を占める。CDMに関しては、このエネルギー分野を含め

々な分野のプロジェクトに可能性がある。理論上では第 1 約束期間（2008～2012 年）

ては 1 億 2,500 万トンのクレジッ

水力、バイオマス、地熱な

の再生可能エネルギーによる発電も選択肢の一つになっている。特に椰子やバイオマス

の

論

るものと期待されている。 
 
＜バイオマス・地熱を中心とした再生可能エネルギー分野が有力＞ 
 インドネシアの温室効果ガス（GHG）排出量は 3 億 2,300 万トン（1994 年）で、エネ

ルギー分野からの排出量が 68％
様

中に、二酸化炭酸（CO2）換算でエネルギー分野におい

トを生み出す可能性があるという。 
 

特に、2004 年から石油の純輸入国に転換した同国では石油燃料による火力発電に限界があ

り、石炭などへの燃料転換や多様化が迫られている。そのため

ど

活用の可能性は大きく、インドネシア国内でも同分野のプロジェクト開発が急がれてい

る。地熱については、シェブロン・テキサコ・インドネシアなどがプロジェクトに着手し

ている。 
 

3-3-2.インドネシアの温室効果ガ
ス別排出量（1994年）

メタン
（CH4）

39%

二酸化
炭素

（CO2）
55%

亜酸化
窒素

（N2O）
6%

3-3-3.インドネシアの温室効果ガ
スの排出源別の内訳（1994年）

工業プ
ロセス

3%

農業
26%

廃棄物
3%

エネル
ギー
68%

(注：LUCFを除く) (注：LUCFを除く) 

  

 

 

出所： UNFCCC
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出所： UNFCCC



一方OPEC加盟国であるインドネシアは、産油国としては京都議定書に早くから取り組

んでおり、石油採掘時に発生する随伴ガスの回収プロジェクトについても関心を持つ18。

こ

実現には時間がかかる。その他、セメントやゴミ処理場で

ガス回収・発電を行うランドフィル・プロジェクトなども動き始めている。 

国内の主力な NGO であるペランギとワイブルは、欧州系の CDM 関係機関と

もにキャパシティ・ビルディングやプロジェクトの発掘を行ってきた。 
 
ペランギやワイブルなどは、京都議定書の発効前から南アフリカ、ブラジル、バングラ

ディッシュとともに South-South-North（SSN）という名前のプロジェクトによって、国

家間協力しながらプロジェクト設計書（PDD）作成などに挑戦してきた。NGO ごとに活

動内容は異なるが、両者の存在は国内の CDM キャパシティ・ビルディングに大いに貢献

している。 
 
またワイブルにはエネルギー分野の専門家がおり、同分野の CDM プロジェクト形成に

意欲的である。スマトラ島のインドネシア企業と組んで、ラグーンに廃棄されている椰子

の残滓の中から、フィルターを使って発酵する前のメタン発生物質を除くという CDM プ

ロジェクトの方法論を開発中であるという。 
 

他方、日本企業を顧客にプロジェクト開発を行ってきたのが技術評価応用庁（BPPT）
である。BPPT は りながら、2001 年に CDM 専 して CDM
プロジェクトのコンサル、仲介業者としての役目を果たしてきた。小規模電力、バイオマ

スなどの CDM プロジェクトを得意としている。 
 

                   

れが実現すれば、GHGの排出削減量は大幅に増加するだろう。しかし、現在のところ技

術的な課題や、石油採掘契約の中にCDMによって発生するクレジットの取得権が明確にさ

れていないなどの要因があり、

の

 
3-3-4.再生可能エネルギーの活用可能性　 （単位）MW

ポテンシャル電力量 稼動電力量 活用状況（％）
水力 75,674.0 3,854.0 5.1
小水力 458.8 54.0 11.8
地熱 19,658.0 787.0 4.0
バイオマス 49,807.4
合計 145,598.2

302.4 0.6
4,997.4

太陽光 4.8Kwh/㎡/日 5.0
風力 3-6m/秒 0.5
出所:NEDO

 
＜国内研究機関が方法論を開発中＞ 

インドネシアでは民間ベースによる CDM プロジェクト形成が積極的に行われてきた実

績がある。

と

政府関係機関であ 門の部署を結成

                               
18 産油国の中には、一部世界的な気候変動対策が化石燃料の消費量を減少につながるので

はないかという危惧などから、京都メカニズムについて倦厭する傾向がある。 

‐65‐ 



 

的な支援

も含めて日本企業とのジョイントベンチャー（JV）立ち上げを期待するところが大きい。

実際に、これまでにインドネシア政府が承認したプロジェクトはすべて外国投資の入った

JV が事業主である。 
 

こうした中、日本企業のプロジェクトがインドネシア政府の承認を待っている。三井物

産による養豚場糞尿貯蔵池からのメタンガス回収プロジェクトである。日本政府は、既に

投資国側として 2005 年 12 月 28 日に承認している。この案件は、NEDO の F/S 案件に採

択され、その後は同社が CDM プロジェクトとして事業化を推進中である。 
 

このような案件が今後も増加することが期待される一方、「インドネシアはマレーシア

に比べ、外資に対する開放が遅い」とコメントする進出日系企業関係者もいる。また

しても相手企業の経営状態に問題があったり、あるい

は

かしこのように課題は残るものの、インドネシアで事業展開を進めてきた日本企業は

数

年の気候変動枠組条約第 11 回締約国会議（COP11）・京都議定書第１回締約

国会合（COP/MOP1）によって、2013 年以降も、何らかの形で京都メカニズムが継続す

る

年）に 200 万トンを購入予定のオランダ

府も、クレジット購入期間の延長などを検討しているという。一般にインド、中国、ブ

ラ

 
＜日本企業に期待がかかる新規プロジェクト＞ 

インドネシアでは 97 年に起きた通貨危機によって、一部の進出日系企業は撤退をした

ものの、現在もその存在は大きい。日本は同国にとって最大の投資国であり、CDM の分

野においても電力企業が中心となり F/S 事業を多数実施している。今後は、技術移転を伴

うような大型の CDM プロジェクトの実施を考えているインドネシア側は、資金

等

CDM のために JV を立ち上げようと

政府の対応が遅いなど、インドネシアは外資系企業にとっては必ずしも投資環境が良い

とは言い切れない部分もある。 
 
し

多い。BPPT のエネルギー転換リサーチャー・イルハン・フェビジャント氏は、インド

ネシアにおけるビジネス経験を持つ企業の方が、その延長として CDM ビジネスにも手を

出しやすいのではないかと述べる。 
 

また 2005

ことが議論された。 
 
こうした国際会議での議論が追い風になり、例えば二国間クレジット（CER）購入協定

（BCPA）を締結して第 1 約束間（2008～2012
政

ジルなどが CDM として大きなポテンシャルのある国と言われるが、インドネシアに対

しても今後はさらに関心が高まる可能性があるだろう。 
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4. 南米地域 
）地域総括 

中南米のプロジェクト件数（CDM 理事会登録済み）を国別にみるとブラジルの案件が 8
件

ジェクトの政府承認窓口である指定国家機関（DNA）のプロジェ

クト審査もより頻繁に行われるようになったことで、多くの政府承認プロジェクトが出て

い

M プロジェクトよりも手続きが

素化され、排出量が少ない反面費用も低く抑えることができる。チリの場合は、農業分

                                                 

中

（1
 

中南米地域では、以前から米国による共同実施活動（AIJ）19のキャパシティ・ビルデ

ィングが行われてきた。そのため早くからCDMへの取り組みが進んでおり、先進的なCDM
対象地域として、国連での登録件数が急増している。 

 
国連のCDM理事会には、2006年 1月現在で 79件のプロジェクトが登録されているが、

地域別のプロジェクト件数は中南米が 39 件と最も多い。 

3-4-1.世界のＣＤＭプロジェクト地域別分布（件数)

1 3

中南米

ヨーロッパ・CIS

アジア

オセアニア

アフリカ

3932

4

出所：国連（UNCCC)CDM理事会、以下すべて同じ

 

と最も多い。ブラジルは温室効果ガス（GHG）排出量（6 億 5,800 万トン、LUCF を除

く）が他の中南米諸国よりも圧倒的に多いことから、プロジェクトの規模、数量の面で最

も有望な国である。プロ

る。 
 

わずか 2 件の差で、2 位となったのはホンジュラスとチリである。ホンジュラスの CDM
プロジェクトの特徴は、登録案件のすべてが再生可能エネルギーの小規模 CDM というこ

とである。小規模プロジェクトの場合は、通常規模の CD
簡

 
19途上国を含めた世界全体の温室効果ガス排出を削減するためのプロジェクト。CDMなどの

ように排出量はクレジット化されないが、途上国への技術移転が可能なこと等が特徴。京

都メカニズムの１つである共同実施（JI）のパイロットプロジェクトとなった。 
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野とゴミ処理場の CDM 案件が多く、工場での燃料転換は 1 件である。チリは、政府の輸

le)などが中心となって CDM の事業化に力を入れている。 
 

や農業分野でのメタン回収案件な

どが多かったが、エネルギー効率の改善を行うプロジェクトもでてきた。メキシコでは日

本

ジェクトが出てくる可能性は

高い。 
 
第 5 位には、アルゼンチン、グアテマラ、パナマの 3 カ国が並ぶ。アルゼンチンについ

ては、ブラジル同様に DNA に提出されているプロジェクトの数は多数あり、今後はそれ

らのプロジェクトの審査が進むものと思われる。CDM の数が予想外に多いのはグアテマ

ラとパナマであるが、プロジェクトのほとんどは規模の小さい水力発電などの再生可能エ

ネルギー分野である。その他の国々についても、積極的に CDM に取り組んでいるが、排

出削減量（クレジット）を購入しているのは、世界銀行のファンドやオランダ政府が公式

入札によるクレジット買い取りを行っている CERUPT の案件などである。 
 

の大き

出促進局(Prochi

一方、第 4 位のメキシコは CDM のポテンシャルはあると言われながら、これまでブラ

ジルなどに後塵を拝してきた。GHG 排出量は 3 億 8,300 万トン（LUCF を除く）と中南

米の中ではブラジルの次に多い。これまではゴミ処理場

の電力会社なども、CDM プロジェクトの F/S 調査や卸電力事業（IPP）事業を行ってお

り、今後も発電事業にからんだ形で日本が投資国となるプロ

3-4-2.中南米のCDMプロジェクト国別分布（件数）
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京都議定書が定める第 1 約束期間（2008～2012 年）における排出削減見込み量の国別

比率をみると、第 1 位はブラジルで、排出削減量全体の 7 割以上を占める。次にメキシコ、

アルゼンチンと続き、プロジェクトの件数よりもプロジェクト規模（排出削減量）
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さを反映している。さらに図 4 では分野別の排出削減見込み量を比較したところ、ブラジ

ルの亜酸化窒素（N2O）破壊プロジェクト 1 件だけで中南米全体の半分以上を占めた。こ

れは化学メーカーのローディア社がブラジルのパウリニアに持つアジピン酸工場のプロジ

ェクトである。 
 
このようにN2Oを始めとする温暖化係数の高いガスは排出削減効果が大きいCDMプロ

ジェクトである。しかしながら、こうしたガスを排出する場所は化学工場など限定的であ

る。また 2 番目に多くの排出削減量を占めるのは、ゴミ処理場などの廃棄物から発生する

メタンガス関係のプロジェクトである。水力や風力などの案件は数の上では圧倒的に多い

が、排出削減量としては全体の 10％程度にすぎない。 
 

3-4-3.中南米の排出削減量国別割合
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 これらの中南米における CDM プロジェクトで活発にクレジット購入をしているのは、

欧州排出権取引制度（EU-ETS）の開始によって、自国内の排出削減への取り組みが本格

化した欧州の国々である。この枠組みの中で、排出削減目標を達成するのが困難になって

いるイタリアやスペイン、ポルトガルなどの旧宗主国は、リンキング指令に従って中南米

の国々の CDM を活用して目標達成を目指していくものとみられる。 
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（ ）ブラジル ～世界をリードする CDM大国～ 
 

的な CDM 大国と

いえる。 
 

＜先行するCDMへの取り組み＞  
 ブラジルは 1997 年に京都議定書を批准し、99 年には世界で初めてCDM実施国側の政

府承認機関である指定国家機関（DNA）を設置した。DNAは科学技術省が中心となり、

環境省、鉱山動力省、運輸省、開発・商工省、農務省、財務省、大統領府官房庁、外務省

で構成する多省庁間委員会（ICGCC）。ICGCC がCDMプロジェクトについて協議し、必

要に応じてその他の関係機関からも協力を得る体制になっている。  
 
 また国連のCDM理事会で初めて採択された方法論（AM0001）は、ブラジルのサルバド

ール・ダ・バイア・プロジェクト（ゴミ処理場廃棄物から発生するメタンガスを回収・分

解するランドフィルのプロジェクト）である。その後世界で初めてCDMプロジェクトとし

て登録されたのも、ブラジルのノヴァ・ジェラール水力発電プロジェクトだった。国連の

CDM理事会で登録済みのプロジェクト件数でも、ブラジルはインド（25 件）に次いで世

界で 2 番目に多い 14 件となっている（2006 年 1 月 22 日時点）。ブラジルは、CDMに対

する体制整備、プロジェクトの多さなどからも世界のCDM市場をリードする存在にある。 
 
＜ランドフィルのプロジェクトが有望＞  
 ブラジルは中南米地域で最も温室効果ガス（GHG）の排出量が多い 6 億 5,900 万トン

で、その多くは農業分野から排出されている。ガスの種類別には、メタンガス（CH4）が

38％と最も多いものの、二酸化炭素（CO2）（37％）、亜酸化窒素（N2O）（25％）もほぼ

同じくらい排出している。 
 

数多く実施が見込まれる CDM プロジェクトとしては、ランドフィルタイプのものが挙

げられる。人口の集中しているサンパウロ周辺から南部地域で、ポテンシャルが高いと考

えられる。現地コンサルタントによれば、ランドフィルとして 30～40 件のプロジェクト

が検討されており、そのうち規模が大きいのは 12 くらい。  
 
 国内の全発電量のうち、水力発電が 82.7％を占めている。一般的には水力発電による

CDM プロジェクトを実施しても、GHG を削減する効果は少なく、GHG の削減量として

カウントされるクレジット（CER）は少量しか認められないと考えられやすい。  

2

ブラジルのクリーン開発メカニズム（CDM）プロジェクトの数は、インドに次ぎ世界で

2 番目に多い。広大な国土にサトウキビが栽培されていることなどから、特にバガス（サ

トウキビのかす）やランドフィル（埋め立てゴミ処理場）分野の CDM プロジェクトの可

能性が大きい。また人材や政府の体制整備も進んでいることから、先進
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3-4-1.ブラジルの温室効果ガスの
種類別排出量の割合（1994年）
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3-4-3.ブラジルの分野別発電量のシェア
（2002年）

ガス

原子力
4.0%

石油
3.8%

3.8%

水力
82.7%

バイオマス
3.3%

石炭
2.4%

出所：国際エネルギー機関（IEA） 

 
だが、現地コンサルタントは小水力プロジェクトであれば、数多くの可能性があると指

摘する。ただし CER は発電プロジェクトの追加的なものと考えた方がよいとのこと。同

じく再生可能エネルギーということであれば、風力発電プロジェクトも北部沿岸地域で可

能性があるという。  
 
水力発電所が電力供給しているのは南部地域で、パラ州など東北部は土地の高低差がな
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く、水力発電所の建設が困難でディーゼル発電が中心である。そのため最近は、ディーゼ

ル発電の代替燃料として、近隣地域から調達できる木材の廃材を利用したバイオディーゼ

ル発電の CDM プロジェクトの可能性が模索されている。特にパラ州のマラジョ島（面積

はほぼ九州と同じ）は、木くずの山になっているといわれ、これを活用してバイオマス発

電につながる可能性がある。 
 

牛や豚などの糞尿から発生するメタンを利用するCDMプロジェクトも有望である。ブラ

ジルは牛肉をはじめ、豚肉、鶏肉に関して世界有数の生産国で、食肉加工企業の最大手サ

ジーアは、この分野のCDMプロジェクトに着手している。同時に同分野のベンチャー企業

アグサート（カナダ）など、外資企業も参入している。プロジェクトの有望な実施地域は、

農牧畜業が盛んな南部地域になると考えられる。 
 
 国内のGHG排出源は、農業が最も多く、次にエネルギー分野と続く。GHGの種類別で

は、メタン（CH4）、二酸化炭素（CO2）、亜酸化窒素（N2O）と続く。N2Oのような非エ

ネルギー系のGHGを排出しているのは化学工場などだが、その工場数は国内では限定され

ており、この分野のプロジェクトは農薬などの化学薬品企業ローディア（フランス）など

が既に着手している。 
 
＜普及するバイオ燃料＞  
 ブラジルは世界最大のサトウキビ生産国であり、サトウキビを原料とするエタノールを

25％混合したガソリンが販売されているなど、エタノールを燃料として利用することが普

及している。また、ガソリン（エタノールが 25％含まれるもの）とエタノールを自由な比

率で混合して走行できる自動車（フレックス車）の販売台数は、新車販売の 6 割を占める

（2005 年 11 月時点）。   
 
 国内にはサトウキビからエタノールを生産する工場が 300 ヵ所以上あるといわれる。こ

うした工場では、サトウキビの絞りかすであるバガスを発電燃料として利用するバイオマ

ス発電プロジェクトが数多く期待できる。既にDNAが承認したプロジェクトも、こうした

バガスを活用したタイプのプロジェクトが大半を占める。 
 
 さらに、新たにサトウキビをはじめヤシやナタネなど植物から精製したディーゼル燃料

の利用も拡大しつつある。政府は安価でGHGの排出削減にも貢献するバイオディーゼル燃

料の活用にも力を入れており、2004 年 12 月には通常のディーゼル燃料にバイオディーゼ

油 2％を混合することを許可した。その効果もあり、ブラジル北部などではバイオディ

ー

うしたバイオディーゼル油を活用したCDMプロジェクトの形成に

期待がかかっているが、今のところ温室効果削減の手法について認定された方法論はない。 
＜

ル

ゼルがガソリンスタンドで販売されている。  
 
 北部のパラ州では、州政府がバイオディーゼル油生産振興計画を発表し定着を図ってい

る。ブラジル国内にはこ

活発な欧米勢と国内の承認状況＞  

‐73‐ 



 既に数社の日本企業がブラジルで CDM プロジェクトに取り組んでいる。日本政府が承

認した 42 件の CDM プロジェクトのうち、6 件はブラジルの案件である（2006 年 2 月時

点）。その中でも、昭和シェル石油のサルバドール・ダ・バイア・プロジェクト（ランドフ

ィル）、マルカ埋め立て処分場ガス発電プロジェクトは CDM 理事会での登録も終了してい

る。 
 

一方、欧州勢のブラジルにおけるクレジット獲得も、活発である。イタリア、スペイン、

オランダの企業を中心に、欧州勢は日本企業・関係機関よりも高い購入価格を提示して、

クレジット購入契約を締結しようとしている。現地コンサルタントによれば、CO2換算で

トン当たり日本企業の 2 倍以上の価格を提示した欧州企業もあるという。 
 
 

上記の 2 倍近い価格を提示された案件は、指定運営組織（DOE）という第 3 者機関の審査

（バリデーション）を終了して、政府の承認待ちのもの。 
 
 他方日本企業は、価格面では欧州勢に太刀打ちできないため、クレジット購入の契約内

容の条件緩和というスタ

が

った場合のペナルティー条項

業者の中には、その点に留意せずに契約交渉する企業もあるという。 
 
 CDMプロジェクトが国連のCDM理事会に登録されるまでは、プロジェクト形成の段階

から数年を要することも珍しくない。ブラジルの場合は、他のCDM実施国とは異なり、

DOEのバリデーションが済ん

承

ダーの賛成を得る文書をはじめ、16 種類の書類を提出することを義務付けている。現地コ

ンサルタントによれば、目安としてプロジェクトの設計書であるPDD作成に 1～2 ヵ月、

バリデーションに 1～2 ヵ月、DNAの承認には 3～4 ヵ月かかる場合もあるという。  
 
 

た。そのため 2005 年に入ってから承認された 19 件のうち、9 月に承認されたのが 7 件、

10 月に承認されたのが 8 件と、承認のペースが早まっている。審査が頻繁に行われること

で、今後はより多くのプロジェクトが以前よりも短時間で承認される可能性が高い。 
 
＜来年から、先物取引開始を見込む＞  
 

ル商品先物取引所（BM＆F）は、CDM プロジェクトから発生するクレジットを先物商品

として扱うことを計画している。 
 

ただしクレジット価格は、プロジェクトの承認段階（ステータス）によって左右される。

ンスで勝負しているが、ブラジルの事業者が価格を重視すること

多く、苦戦している。価格重視である欧州勢の契約内容には、クレジットが発生しなか

は、非常に厳しいものが多いという。しかし、ブラジルの事

でから政府承認するプロセスとなっており、特にDNAから

認を得ることに時間がかかっていた。この際、ブラジル政府は地域住民やステークホル

しかし、DNAは最近、CDMプロジェクトの審査を 2 ヵ月に 1 回から月に 2 回に変更し

カーボン・クレジットに関連したさまざまなビジネスが展開されている。例えばブラジ

発生する CER を、小麦など他の商品と同様に先物これは、CDM プロジェクトによって
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取引するもの。BM＆F の担当者によれば、同計画は 2 段階に分かれており、第 1 段階は

BM＆Fのウェブページにプロジェクト事業者が各自のプロジェクト情報を掲載し、一方、

クレジット購入希望者側も探しているプロジェクトの種類やクレジットの量をウェブ上に

掲載することで、インターネット上のビジネス・マッチングを行うものである。これは既

に開始されており、進出日系企業も 1 社登録している。  

 

ジェクトの内

を調査するスクリーニングも導入する予定である。  

、最初に購入契約できる交渉

である。先物取引開始は 06 年の第 1 四半期を目指している。BM＆F の担当者によれば、

28 日からモント

オールで開催された気候変動枠組条約第 11 回締約国会議（COP11）で、サイドイベン

な

。さらに CDM はプロジェクトごとにその性質やクレジットの排出量が異なり、画一的

 
BM＆F では、現在 DOE のバリデーションを終了したプロジェクトだけをネットに掲載

しているが、将来はバリデーション前の段階でプロジェクト・アイディア・ノート（PIN）

というプロジェクト設計書の素案段階のものを、ウェブに掲載する見通しである。そのた

めには、CDM 専門機関やリオ・デ・ジャネイロ大学などと提携して、プロ

容

 
 第 2 段階が、カーボン・クレジットの先物取引である。市場（マーケット）で売買され

るのは、CDM プロジェクトからクレジットが発生した場合

権

CDM プロジェクト事業者は資金不足の場合が多く、先物取引によって実際のクレジット

取引よりも前に資金獲得できることにメリットがあるという。  
 
 一方、クレジット購入者はいくつかのプロジェクトをまとめ、必要なクレジットを将来

まとめて調達できる点がメリットになるという。BM＆F は 2005 年 11 月

リ

トとして事業紹介を行った。  
 
 CDM プロジェクトのクレジット購入契約は、これまで専門のコンサルタント、仲介業

者やファンドを介したかたちで交わされてきた。契約は閉鎖的な形態で交渉・締結されて

きたが、BM＆F は市場というオープンな取引によって、公正な市場価格が形成されるこ

とを期待しているという。カナダの企業などが関心を示しているという。しかし、BM＆F
の事業展開にはブラジル国内の CDM 関係機関、企業の間でもまだ理解している人が少

い

にカーボン・クレジットを先物商品として扱うことに対して、懐疑的にみる人もいる。  
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（3）チリ ～日本の参画事例が多い CDM先進国～ 
 

チリでは、政府が CDM に積極的に取り組んでおり、承認体制整備やプロジェクト開発

支援の体制整備が進んでいる。早期から受け入れ体制が整い、案件形成が進んでいたチリ

では日本企業が参画している事例も多い。今後も水力・風力

可

の温室効果ガス回収などで CDM プロジェクト開発が進みそうだ。 
 
＜日本との実績を積むチリの CDMプロジェクト＞ 
 チリ政府は 2002 年 8 月に京都議定書を批准し、2003 年 5 月に国家環境委員会

（CONAMA）主宰による大臣審議会を国家指定機関（DN
外

れている。チリで CDM プロジェクトとして承認を得るには、CONAMA の環境影響シス

テム（SIEA）をクリアするか、あるいはプロジェクト分野別の担当省庁から承認を得て、

最終的に DNA から発行された承認のレターを入手する必要がある。 
 

チリ政府は、CDM が経済成長と環境保護を両立させるものと位

極

リのシェアを 7％維持する方針を打ち出している。現在 DNA が承認したプロジェクトは

14 件あり、そのうち 7 件は CDM 理事会に登録済みである。この中には、日本も出資して

いる世銀の炭素基金（PCF）初の案件となったチャカブキート水力発電プロジェクトや、

東京電力が排出権購入契約を締結

ェ

 
またチャカブキート・プロジェクトを開発した HGV 社から、ナットソース・ジャパン

を仲介に、三菱商事は 2002 年に 10 万トンの排出権購入契約を調印している。日本政府は

2006 年 2 月までに CDM プロジェクトとして 42 件を承認しており、そのうちチリのプロ

ジェクトは 5 件と国別件数ではブラジル（6 件）に次いで多い。排出権取引ではチリと日

本のかかわりは深く、チリは日本にとって CDM 分野で重要な国となっている。 
 

＜

・バイオマス発電などの再生

能エネルギー利用や、廃棄物・畜産屎尿処理に関わるメタン回収、さらには鉱業分野で

A）に承認した。大臣審議会は、

務・農務・経済、その他関係省の各大臣、国家エネルギー委員会（CNE）などで組織さ

置づけ、CDM に対し積

的に取り組んでいる。政府は、具体的に 2008 年まで世界の排出権取引市場におけるチ

したアグロスーペル社による養豚場のメタン回収プロジ

クトが含まれる。 

エネルギー供給制限と電力法の改正が CDM推進に追い風＞ 
チリ政府が CDM について、実績を残してきた理由の一つには、国内のエネルギー問題

がある。チリはこれまで低コストでクリーンなエネルギーである天然ガスを優先して、発

電エネルギーに利用してきた。ところが、天然ガスの主要な輸入相手国であるアルゼンチ

ンがエネルギー庁決議 265 号（2004 年 3 月 26 日）を根拠に、対チリ輸出制限措置を発布

した。そのためチリへの天然ガス輸出は制限されることとなり、チリ政府は根本的なエネ

ルギー政策を見直す事態に発展し、現在は再生エネルギーの利用促進が課題となっている。 
 
2004 年 4 月に国家エネルギー委員会（CNE）は、アルゼンチンの天然ガス輸出制限措

置を踏まえ、2013 年までの電力建設プログラムを 5 ヵ所修正した。例えば、天然ガス複
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合発電所の建設を 8 ヵ所から 6 ヵ所に減らした。また天然ガスの供給制限は北部向けのパ

プラインで実施されるため、北部での余剰電力は無くなると想定し、北部電力システム

と

いる。2004 年 1 月

2 日の法改正（法律 19940）は、①太陽熱・小型水力・風力・バイオマス・コージェネレ

生可能エネルギー利用の発電施設は

契

また世界各国と締結する自由貿易協定（FTA）によって、チリでは低価格で資材購入す

る

なっている。 
 

ネスの

立ち上げが早いと指摘する。例えば、東京電力が排出権購入契約を締結したアグロスーペ

、数回のテレビ会議で契

約

る。チリでは DNA と別に、CDM プロジェクトを啓蒙・推進する役割をチリ輸出促進局

（

イ

中央電力システム（SIC）の相互接続送電建設を中止した。一方で水力発電所の建設は

1 ヵ所（400MW）から 5 ヵ所（800MW）に増設、地熱発電所（3 ヵ所）を 1 年 9 ヵ月前

倒しで建設するなど、天然ガスに代わる再生エネルギーの導入を促進している。 
 
他方、電力法の改正も CDM プロジェクト形成を促す要因となって

2
ーション等による発電事業の場合は、9MW 以下の再

送電料金の負担が不要となる（第 71 条－7 項）、②電力自由売買 約が可能な電力購入者

の最低限度を従来の 2MW 以上から 500KW 以上に引き下げること（第 81 条）などを定め

ている。この法改正によって、小型水力発電などの再生可能エネルギーによる発電プロジ

ェクトは、送電料金を負担せずに電力売却をすることが可能になった。 
 

＜CDMプロジェクトを進める上で有利な条件が揃う＞ 
 

ことが可能となっていることもメリットだ。チリは欧米、中南米、アジア諸国と FTA
を締結しており、中でも米国・チリ FTA（2004 年 1 月発効）や EU・チリ FTA（2003 年

2 月発効）が CDM プロジェクトを推進する上では重要となっている。例えば、水力発電

用のタービンなどは米国製やスペインなど EU 製のものが多い。これらの機材は、ＥＵや

米国との FTA によって低関税で輸入できるため、資材調達コストが低く抑えられる。また

チリの政治経済が安定していることから、カントリーリスクが低く、資金調達コストを引

き下げることが可能に

また、チリは CDM ビジネスの立ち上げが早いというメリットがある。CDM による排

出権獲得を検討するには、あらかじめプロジェクト実施までのリードタイムを前もって考

慮に入れておかなければならない。さらに第１約束期間が開始される 2008 年までにクレ

ジット獲得の見込みをたてておくことも肝要である。CDM プロジェクトのコンサルタン

トを行うエコトラストは、チリではすでに案件形成が進んでいることから関連ビジ

ルの CDM プロジェクト（糞尿処理におけるメタンガス回収）も

交渉が進んだという。さらに民営化が進んでおり政府側の手続きが少ないこと、既に

CDM プロジェクトに関する経験を積んでいることが、ビジネス立ち上げの早さに有利に

働いている。 
 
＜政府機関と財団が積極的に推進＞ 
 チリ政府の CDM 関連機関の取り組みも、CDM プロジェクトの促進や開発を支えてい

Prochile）が担っている。Prochile は主に有望産品の輸出促進を行う機関であるが、CDM
に関しては特別に CDM 担当の部署を設けている。2004 年からは世銀開催のカーボンエキ

‐77‐ 



スポへの出展など実質的な活動を開始しており、特に CDM プロジェクトを検討している

中小企業支援を行っている。さらに、Prochile は国内の CDM ポテンシャル・プロジェク

ト情報収集のため企業に個別にコンタクトをとっている。同時に国内で CONAMA などと

共同で CDM 啓蒙セミナーを開催している。 
 
 方チリ財団は、CDM プロジェクトを開発する重要な役割を担う。同財団は、チリ政

府

は、CDM プロ

ジェクトとしては承認されない分野も含め、二酸化炭素の吸収部門である土地利用・土地

である。例えば、第 7～10 州で

の協力を進めている。 

＜

テム（SIC）に電力を売却できるようになったことが、小型水力発電プロ

ェクトを促進している。 

一

と米国企業によって 1976 年に設立された非営利団体で、国内のジョイントベンチャー

事業を立ち上げてきた。これまでにサケの養殖技術など、国内の重要な産業における技術

開発を支援する国内唯一の機関である。 
 

同財団で研究開発された技術は、民間企業に販売され実用化されている。CDM プロジ

ェクトの開発も行っており、この財団で開発された技術を購入して、バイオマス・プロジ

ェクトを展開する製材企業もある。現在 CDM 関連分野で研究しているの

利用変化及び林業部門（ＬＵＬＵＣＦ）やバイオマス部門

は植林のパイロットプロジェクトを行っているが、所得の低い人々が植林を行うことによ

って、収入を得るという複合的な内容になっている。 
 

チリの CDM 関係機関は、各国との覚書（MOU）の締結も行っている。日本の国際協力

銀行（JBIC）は 2004 年 11 月に、CONAMA、Prochile、チリ工業連盟（SOFOFA）と業

務協力協定を締結して、チリの CDM プロジェクトにかかる情報提供やファイナンス面で

の支援検討や助言を行うことに合意している。その他にもカナダ・チリ FTA の中には気候

変動に関する内容を含むなど、各国と

 
新たな有望分野として鉱業分野に期待＞ 
CONAMA は CDM のポテンシャル・プロジェクトとして、コージェネレーション、水

力発電、風力発電、輸送、植林、バイオマス発電、廃棄物処理、畜産糞尿処理、建物の建

設・管理、太陽光発電、地熱発電、工場での燃料転換、パイプライン改修などをあげてい

る。 
 
特にプロジェクト数が多いのは、再生エネルギー分野の小型水力発電だ。チリの水力発

電プロジェクトは、世銀出資の PCF における初の CDM 案件として承認されたチャカブキ

ート水力発電に代表される。電力法の改正によって、より小さい単位で中小の電力事業者

が中央電力シス

ジ

 
さらに、水力発電は同じ技術を何回も利用することができるため、条件が揃えば実施し

やすい点もある。現在 9MW 以下の送電に関しては送電量が無料で、9MW を超えると超

えた分の送電量を支払うこととなっている。また、チリでは河川は個人の所有物となって

いるため、河川の使用に関して政府の許可を得る必要がない。こうした点から、私有地の
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中に川が流れている土地を持つ事業者が、小型水力発電所建設を検討する例もある。 
 
また今後新たに期待されているのは鉱業分野の CDM である。チリは世界有数の鉱物資

源国であるため、これらの採掘段階で発生する温室効果ガスの排出削減をするプロジェク

はポテンシャルがあると CONAMA はみている。 ト
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（4）ペルー ～世銀や欧州の支援で体制整備が進む～ 
 

ロジェクトの成立案件は未だ多くな

い。 
 

＜1994年に国家環境審議会（CONAM）を設置＞ 
ペルーの環境問題に対する取り組みは、CONAM の設置によって具体的に開始したと言 

える。かつてペルー政府で環境問題を担当していたのは外務省であったが、CONAM（1994
年 12 月 22 日 No.26410）発足以来、CONAM がペルーにおける環境問題の実質的な担当

機関として役割を果たすようになった。1996 年に開催された気候変動枠組条約締約国

第 2 回会合（COP2）から、CONAM が国家の代表者として COP に参加している。 
 

ペルー政府は 2001 年、気候変動枠組条約（UNFCCC）事務局に対して、国家気候変動

戦略（NCCS）を提出し、温室効果ガス（GHG）削減について具体的な方策提示をした。

その後、ペルー政府は 2002 年に京都議定書を批准した。 
 
＜CONAM：国内で始めて公共機関として ISO認定を取得＞ 

京都議定書を批准した後、議定書の定める手順に従って CONAM が 2002 年 9 月に DNA
として認定された（PCM-NO.095）。CONAM は国の環境政策の基準を策定している首相

府の直轄機関であり、最高意思決定機関の運営審議会（Consejo Directivo）は、地方行政

や経済界の代表者など 7 名で構成される。 
 
その他気候変動に関するプロジェクトの評価やファイナンスを審査する専門家グルー

プも設置されている。CONAM の主な役割は、CDM プロジェクトの審査と承認である。

さらに国家の環境に関する権限を掌握している機関として、環境政策、計画やプログラム

を監視している。こうしたことから、CDM に関する国内の法整備、障害の除去、DOE（指

定運営機関）などに対して CDM プロジェクトの情報を開示してより良いプロジェクトを

作成につなげることに従事している。 
 
しかし、CDM プロジェクトのプロモーションは、プロジェクトを承認する DNA として

の公正な立場と衝突する部分があるため、この業務はペルー投資促進機関

（PROINVERSION）が担っている。ただし、CONAM はプロジェクトの詳細を把握して

いるため情報提供の面では支援が可能である。 
 
また CONAM は、ペルーの公共機関としては初めて ISO 認証を得た機関で ISO9001、

ISO14001 を取得しており、CDM プロジェクト実施までの速やかな承認を保証している。

具体的には、プロジェクト承認が申請から 45 日以内に実施されること、官民両者の参加

による透明なプロセス、持続可能な発展に関するプロジェクトを効率的に審査すること、

世銀、オランダやドイツなど欧米諸国の支援もあって、ペルーの CDM に対する枠組作

りは早くから着手されてきた。基準や手続きの明確さが高く評価される一方、ペルーの法

制度に信頼性が欠けるといった評価もあり、CDM プ
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投資家に対して１つの窓口で対応するということである。DNA での手続きの複雑さから、

認に時間がかかることは CDM プロジェクトとしての登録の遅れにもつながることから、

C

AM は 1997 年に国会の議決（NO.26793）により設立された非営利民間機関で、

気候変動に関する生物多様性、地域汚染について持続可能な発展に貢献する公共・民間投

同で CDM のキャパシティビルディン

グ

加

て、CDM に対するノウハウを蓄積している。これによって FONAM は CDCF やバイオ・

カ

これらのメリットを生かして、FONAM はペルーの CDM プロジェクト発掘やファイナ

ア・ノート）の作成も行っ

て

ネルギー分野では、太陽熱、地熱、風力、バ

イオマスなどのクリーンエネルギーの導入促進を掲げる。また、ペルーでは多くの衛生問

題

＜ DMプロジェクト承認のプロセス＞ 

EIA）の専門家、NGO や外務省、FONAM
の代表者から構成されている。CONAM による承認のプロセスは、下記の通りである。 

承

ONAM の制度はプロジェクト実施者にとっては好都合である。 
 
＜国家環境基金（FONAM）、PROINVERSIONは投資促進を支援＞ 

FON

資の財政面の仲介役を務めているが、CONAM と共

も行っている。CDM プロジェクトへの投資促進という役割は、政府の投資促進機関で

ある PROINVERSION が努める。 
 
CONAM は、世銀と覚書を締結して FONAM をペルーにおける炭素基金（PCF）の活

動拠点としており、FONAM のスタッフは PCF のインターンシッププログラムにも参

し

ーボン・ファンドといった CDM プロジェクト基金への理解が深まり、CDM 分野の専

門家とのつながりができた。 
 

ンス面での支援を行っており、PIN（プロジェクト・アイディ

いる。 
 
FONAM は重点分野をエネルギー、水資源活用、森林、交通の 4 分野に分類して、投資

促進やプロジェクトの分析を行っている。エ

を抱えているため、水資源の汚染を防ぐ有益な解決法を見つけることが求められている。

そのため再生エネルギーとして水資源を利用する技術を探すこと等に取り組んでいる。森

林分野は、プロジェクトに対する投資促進、森林のエコシステムを破壊しないサービスの

提供することを目的にしている。温室効果ガスを多く排出する交通分野では、自動車を規

制して公共交通機関の導入を検討している。 
 

C
CDM プロジェクトを承認するには、まず CONAM 内に設置されているアドホックな委

員会でプロジェクトを審査にかけ、そこで意見を徴収する。その結果通過したプロジェク

トに対して CONAM が承認レターを発行する。同委員会には、プロジェクトの関係省庁、

プロジェクトの該当分野の専門家、環境影響評価（

 
① プロジェクト実施者が CDM の国家承認申請をする 
② 関係省庁に申請書とプロジェクト内容に関するコピーが渡される 
③ 同プロジェクトについて、アドホック委員会に告知される 
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④ プロジェクト現場へ赴き、地域住民の意見を徴収する 
⑤ アドホック委員会で、プロジェクトが持続可能な開発に寄与するものであるか意見を

徴収する 
⑥ 同委員会の意見に基づき、承認レターを発行する 

る 
 

の利益を考慮していることである。 

＜環境整備が進む一方、法の信頼性に問題も＞ 

国など CDM 先進国あるいはポテンシャルの高い国が上位にランクされている。 

NAM は、オランダ大使館（PROCLIM）、

イツ技術協力公社（GTZ）や米国国際開発庁（USAID）とも気候変動枠組み強化を支援

ッパ諸国に対する CDM の広報につな

が

インセンティブとなる法律が存在しないこと、法律が制定されていても遵守されない場合

とを指摘する。 

⑦ プロジェクト実施者と CDM 理事会に対し、承認したことを告知す

プロジェクトを承認する一般的な基準は、①国家環境影響評価（EIA）の基準を満たし

ていること、②国家や関係分野の開発プロジェクトに反するものではないこと、③国家の

環境アジェンダに一致すること、④実証済みの技術でプロジェクトを実施すること、⑤プ

ロジェクト関係者や、現場の地域住民

 
国家環境影響評価（EIA）に関する法律が 2001 年に制定されたが、同法は環境に悪影

響を与える可能性のある投資プロジェクトは、実施前に環境証明を入手することを義務付

けるものである。CDM プロジェクトは DNA から承認レターを得ると同時に、EIA をク

リアする必要がある。 
 

排出権取引の格付けを行っているポイントカーボン社は、CDM 有望ホスト国ランキン

グにおいて 2005 年 12 月にペルーを 7 位に格付けしている。同ランキングにはインド、ブ

ラジル、中

 
CONAM 担当者によると、ペルーのカントリーリスクが低下しており資金調達の負担が

減少していること、CDM プロジェクトに対する基準や手続きの方法が明確で、CDM に対

する環境整備が進んでいるという点が評価され上位にランクされたとみている。例えば手

続き面では ISO を取得しているためプロジェクト承認が 45 日以内に終了することなどが

メリットとなる。 
 
さらに FONAM は、PIN の作成も行っている。これらプロジェクトに関する情報は基

本的に英語で入手可能となっている。また CO
ド

する協定を交わしている。こうした協定は、ヨーロ

っており、2004 年には北欧諸国にペルーの CDM 候補プロジェクトのプロモーションを

行っている。 
 
一方で 2004 年 6 月に発表された国連環境計画（UNEP）の報告書は、ペルーには CDM

プロジェクトに対する障害となる点があることも指摘する。それは CDM プロジェクトの

もあること、さらに投資に対するファイナンスが困難なこ
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ペルーで事業を経営する企業の中には法制度に対して不信感を抱いている企業もあり、

つい 備が進む一方、その運用面については課題があるだろう。 

CONAM がこれまでに承認レターを発行したプロジェクトは水力発電に関する 6 件で、

そ

が 10 件、バイ

オマス関連が 5 件、ランドフィルが 4 件、輸送が 2 件である。 

は、温室効果ガス削減だけが目的ではなく、同時に交通渋滞の改

も視野にいれたリマ市による「リマバス」や電車の専用道路の設置が計画されている。 

雨林地帯では、再植林した木材を管理して農業関係者らが優先的に利用することも検討し

て

この問題は CDM プロジェクトに限定された問題ではない。こうしたことから、CDM に

ては環境整

 
＜再生可能エネルギーや植林などのプロジェクトが豊富＞ 
 

のうち 2 件が CDM 理事会の登録済み。 
 

一方 CDM 候補プロジェクトについては、現在約 40 件存在しており、プロジェクト内

訳は，再生可能エネルギーが 19 件（水力 18 件、風力 1 件）、植林・再植林

 
ランドフィルは、大規模な埋め立てで発生するメタンガスの排出削減プロジェクトであ

る。リマだけで年間 180 万トンの固形都市廃棄物が生み出されているため、回収規模は大

きい。輸送分野について

善

 
バイオマスではさとうきびや米といった農作物廃棄物を、発電燃料として活用する。植

林・森林再生化分野の案件実施に必要な総投資額は約 2,900 万ドル（約 34 億 1,900 万円）

と言われるが、特に高原地帯での植林プロジェクトの可能性が大きい。一方、海岸や熱帯

いる。 
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（

配慮も進んで

り、京都議定書は 1999 年に批准した。CDM の取り組みは CDM 促進組合（CORDELIM）

ある。また植林プロジェクト

環境への意識が高いエクアドル＞ 
 

ロジェクトを促進・啓蒙

する機関として 2000 年に CDM 促進組合（CORDELIM）を設立した。 
 

そのためペルーでは CORDELIM と同様に CDM の啓蒙活動を行う FONAMA が PIN（プ

ロ

海外へのプロモーション活動の一環として、2004、2005 年と連続して世銀などが中心

と な っ て ド イ ツ で 開 催 し た カ ー ボ ン ・ エ キ ス ポ （ Carbon expo. ）

（http://www.carbonexpo.com/

5）エクアドル ～環境意識の高さからくるCDMへの関心、国連承認済み案件は2件～ 
  

ガラパゴス諸島をはじめとする観光資源が豊かなエクアドルは、環境への

お

を中心に行っており、既に国連承認済みプロジェクトが 2 件

も有望で、日本企業も植林事業を行っている。 
 
＜

エクアドルは京都議定書を 1999 年に批准した。これは中南米諸国の中では、エルサル

バドル（1998 年）に次ぐ 2 番目の批准であった。政府は、環境省内に DNA として CDM
のための国家機関（AN-MDL）を設置しており、さらに CDM プ

CORDELIM は AN-MDL とともに CDM プロジェクトの研究や政策決定への助言も行

うが、政府機関ではなく民間企業からの資金で運営されている。主に、CDM 啓蒙のため

のセミナーを中心に行っているが、実質的に働いているスタッフの人数は不足している。

ジェクト・アイディア・ノート）の作成まで支援しているのに対し、エクアドルの

CORDELIM はそこまでの支援は行っていない。またオランダ政府が出資する国連環境計

画（UNEP）の CD4CDM を通じた CDM のキャパシティビルディングは、他の中南米諸

国と同様エクアドルでも実施されている。 
 

）に参加している。2005 年はスタンドを設置してプロジェ

クト紹介を行った。 
 
また米国の環境 NGO は CORDELIM と緊密な関係にあり、環境保護の延長として CDM

プロジェクトを実施する可能性を探っている。国内にはガラパゴス諸島に代表される生

物・植物の多様性を携えていること、さらに石油採掘プロジェクトについては環境 NGO
が現地の NGO と一緒になって環境保護を訴えているという背景から、エクアドルでは環

境 NGO の存在が大きい。 
 
＜CDMとして有望な再生エネルギー・植林プロジェクト＞ 
 DNA である AN-MDL は、これまでにシビンベ水力発電とアバニコ水力発電の 2 つのプ

ロジェクトが国連の CDM 理事会から承認されている。この 2 つのプロジェクトは、いず

れも世銀などから排出権購入協定（ERPA）を入手済みであり、クレジット売却先が決定

している。 
 

エクアドルでは PDD 作成済みあるいは作成中のプロジェクトが 7 件ある。また PIN を
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持つプロジェクトは 16 件ある。PIN 以前の段階にあるプロジェクトから国連承認済みの

ジェクトまで含めると合計 45 件のプロジェクトがある。そのうち水力発電のプロジ

ェ

が不足しており、コロンビアから電力を

入している。送電の効率は悪く、送電の際に多くの電力が失われているという。そのた

130～140mw の需要が増加している見方もある。こ

保持するエクア

ルは国土の 42.4％（11,473.3 ヘクタール）が自然林で、そのうち 80.0％がアマゾン地域

に

る。 
 

進する法律を制定＞ 
クアドルでは 1997 年に電力部門の民営化が行われた。そのため民間企業による発電

事

 
再生エネルギー（風力・太

トよりも高い金額が設定されている。2004 年までに開始した再生エネルギー

発電電力は、10 年間この価格で売却できると保障されている。さらに発電した電力を中

央

プロ

クトは 17 件、植林・再植林関連のプロジェクトは 13 件である。その他は、さとうきび

のバガスのバイオマスプロジェクトや、風力発電、ランドフィルのプロジェクト等である。 
 

エクアドルでは地方の貧しい地域を中心に電力

輸

め電力需要は満たされておらず、年間

うした背景から、政府は水力発電を中心に、再生可能エネルギー利用したプロジェクト開

発に重点をおいている。 
 
さらに、森林分野もプロジェクト化が有望である。豊富な生物多様性を

ド

位置する。特にアマゾン地域は、多様な生物が生息することから、地域の生態系を維持

することは重要とされているため、生態系を維持する活動が活発である。一方で日本企業

を始めとして、豊富な森林資源を活用した木材チップの輸出を行う企業も存在する。こう

したことから、エクアドルにとって森林は重要な資源である。 
 
また日本製紙連合会は、地球温暖化防止に関する自主計画行動の中で、2010 年時点に

60 ヘクタールの植林面積を管理することを定めており、その対象地域にはブラジル・豪

州・チリなどと並んで、エクアドルも含まれ

CORDELIM は、今後期待する CDM プロジェクトは、再生エネルギー分野と植林分野

であると述べている。 
 
＜再生エネルギーを促

エ

業は認可されているが、発電した電力は全国エネルギーコントロール中央組合

（CENACE）に販売することが義務付けられている。こうした中で、政府は国内の電力不

足も踏まえ、再生エネルギーによる発電に対してインセンティブを与える法律

（Regulacion No.CONELEC-003/02（Resolucion No.0074/02）、2002 年 3 月 26 日）を

制定した。 

同法律によれば 15MW までの稼動電力によって発電された

陽熱・バイオマス・地熱の 4 種類）は、それぞれ一定の価格で CENACE が購入すること

を定めている。水力発電や火力発電といった通常の発電事業は、2004 年第 1 四半期の平

均では 5.69 USセント(約 6.7円)/kWh程度で買い取られているが、同法律の定める価格は、

5.69 US セン

の

電力システム（SNI）まで送電する料金も 1.5 US セント USD/kWh を上限に kWh/km
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あたり 0.6 US セント支払われる。 
 
こうした再生可能エネルギーの活用に対する優遇策が、CDM プロジェクト形成の大き

な後押しとなっている。 

4-5-1.電力の購入価格
発電形態 価格（USセント/kWh）
風力 10.05
太陽熱 13.65
バイオマス 12.23
地熱 8.12
出所:国家電力審議会（CONELEC）

 
 

る計画である。当初 CDM
プロジェクトとして想定していなかったが、その後 CDM として成立する可能性がでてき

た

境 NGO であるコンサベーション・イ

ンターナショナル（Conservation International）の仲介によってリコーが 500 ヘクター

ル

30 年間の植林を行い、20 万トンの CO2 を吸収するものである。

プロジェクトには、リコーが 2～3 億円を投じて 10 万トンの排出権を獲得する予定であ

 

＜日本企業も植林事業に参画＞ 
 エクアドルではすでに三菱製紙、住友商事、J パワー（電源開発）等の合弁であるユー

カ・パシフィック社（Eucapacific）が、太平洋沿岸のエスメラルダ地方でユーカリの植林

事業を 2001 年から実施している。同事業は 10,500 ヘクタールの土地を、1,750 ヘクター

ルずつ 6 年周期で植林し、2008 年から木材チップとして輸出す

ことから、現在承認の手続きを進めているという。 
 
 また CDM としての植林事業としては、米国の環

の植林プロジェクトに出資するものがある。同プロジェクトは首都キトの北西部にある

森林マキプカナにおいて

本

る。 

エクアドルでは、このように世界的な環境 NGO が現地の NGO と手を組み、CDM プロ

ジェクトを発掘して資金を提供する企業に橋渡しをしている例が他にもある。エクアドル

には NGO の携わっている CDM プロジェクトがその他 2 件あり、リコーが 3 件目となる。 
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5．中央アジア・コーカサス地域 
（ ）地域総括 

地域でのクリーン開発メカニズム（CDM）／共同実施（JI）プ

ロジェクトについては、1998 年に新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）によ

る共同実施等推進基礎調査、ジェトロの地球環境・プラント活性化事業等調査などが開始

された以降これまで、日系企業が比較的早くから注目し、F/S 調査や案件発掘活動が総計

で 30 件以上が進められてきたとみられる。 
 
一方、①2003 年の気候変動枠組条約第 7 回締約国会議（COP7）で決定された京都議定

書の運用ルールであるマラケッシュ合意により CDM プロジェクト投資資金の ODA 資金

転用が事実上禁止されたこと、②同地域の代表的なエネルギー産出国であるカザフスタ

加国との調整なしに、京都議定書の附属書 B 国入りを正

グ活動、③デンマークなど協力活

に関する覚書（MOU）締結などの成果が徐々に現れてきたこと、④現地に拠点などを

ンシャル、ホスト国としての能力（キャパシティ・ビルディング）、京都議定書批准

向、DNA の設置状況、海外直接投資、EBRD の地域戦略などを総合したランキングで

は

EBRD は 2005 年中、モルドバ、スイスなどにおいて講演などを行う際には、これらの

域をよく取り上げており、ポテンシャルの高い国・地域と報告している。その背景は、

①カザフスタン、アゼルバイジャンなどの産油国との協調支援、②欧州のほとんどの国が

京都議定書の目標達成が難しくなってきているという現状、③2005 年 1 月からの EU-ETS
の活発化や、08 年からの第二フェーズの計画状況、④ポスト京都議定書の議論がある。エ

ネルギー・排出権といったビジネス環境を中長期的、総合的に見た場合に、同地域の開発

ポテンシャルが無視できないレベルとみていることがうかがえる。 
 
 
 

1
 
中央アジア・コーカサス

の

ン共和国が、他の京都議定書の参

式表明したこと、③しかしその後、自国の立場を不明確にしてしまったことなどが大きく

影響し、同地域での日系企業の案件発掘活動は 2003 年以降、徐々に少なくなる傾向にあ

った。 
 

 最近同地域では、①欧州排出権取引（EU-ETS）の状況、②欧州委員会予算による援助

プログラム（TACIS）などのキャパシティ・ビルディン

動

持つ日系企業の地道な案件発掘活動の効果などもあり、京都メカニズムに関する動きが再

活性化する兆しがみられている。 
 
 欧州復興開発銀行（EBRD）のプロジェクト準備委員会（PPC）が 2005 年 4 月に発表

した中央アジア・コーカサス地域の CDM プロジェクト状況の評価資料によれば、案件発

掘ポテ

動

、1 位カザフスタン、2 位アゼルバイジャン、3 位アルメニア、以下、ウズベキスタンと

グルジアがほぼ同位置で続く。 
 

地
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 3-5-1.CDM 開発における総合的ランキング 
 

 
 

 

発が進み、ロシア、ウクライナの排出余剰枠の扱いが

論されるにつれ、京都議定書の削減目標の達成が難しい国を中心に、次の CDM/JI プロ

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

出所： EBRD Clean Development Mechanism in Caucasus and Central Asia  
         2005 年 4 月 1 日 モルドバでの講演発表資料 
 
 

中南米、インドの CDM 案件の開

議

ジェクトの供給源エリアを求めることが予想され、同地域はそのような中長期的な京都メ

カニズム活用において重要な位置づけを担うと考えられる。 
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（2）ウズベキスタン ～DNA設置の見通し、今後の CDM案件開発が加速～ 

DNA設置の整備進む  
ウズベキスタンは京都議定書を 1999 年 10 月に批准し、中央アジア地域では京都メカニ

対する対応が比較的早いとみられていた。しかしその後、政府内の利害関係が対立

たことなどから指定国家機関（DNA）の未設置が続いていた。これが最大の課題となり

DM プロジェクト案件の形成が停滞していた。 

同国の経済省、水文気象学センター、国営電力会社（ウズベクエネルゴ）など複数の政

機関関係者は、政府が現在、DNA 設置に関する法案を内閣府に上程中であり、2006 年

にも DNA が設置される見通しだという。順調に調整が進めば、今後の CDM プロジェ

ト開発に大きく弾みがつくこととなる。 

しかし、急速に DNA 設置に関わる国内整備が進む中、同国内 CDM 専門家の知識不足

どの課題が表面化してきている。  
 
水文気象学センターで、京都メカニズム関連の手続き・相談などを一手に引き受けるオ

ソスコ

の援助プログラム（TACIS）
どが行う 1 日単位の CDM 概要セミナーが中心であったが、今後は DNA 機能の伸長に

化した専門教育が急務な段階に入っている」と述べている。 

プロジェクト設計書（PDD）

作成や方法論など技術的な部分の知識が不足しており、「これまでもタシケント火力改修

案件（日本からの援助案件）、シルダリヤ水力案件など知識不足が原因で CDM 化のチャン

スを逸した」と、自らも課題を認識している。 
 
＜LFGメタン回収、N2O破壊案件、省エネ技術が有望＞ 

同国のCDMプロジェクトの開発ポテンシャルは高く、特に、ごみ埋立地から出るメタン

ガス回収（LFG回収）、肥料工場から出る亜酸化窒素（N2O）分解事業など、既にCDMプ

ロジェクトとして承認されるための方法論が確立されているものが有望である。 
 
 公共サービス庁のサイードフ副長官兼上下水道処理部長は、現在同国内で排出されてい

る民生ごみは年間 3,000 万トン程度あり、うち 500 万トンを埋め立て処理しているため、

LFG 回収案件のポテンシャルは極めて高いという。 

 
＜ 、専門家のキャパシティ･ビルディングが急務＞ 

ズムに

し

C
 

府

中

ク

 

な

 

ーバ博士（UNEP の国家プロジェクト・コーディネーター兼任）は、同国内で実施

される CDM 関連の専門家教育について、「これまで欧州委

な

特

 
同じく、DNA に参加予定のウズベクエネルゴで京都メカニズム関連を総括するテシャ

バーエフ第一総裁は、国内の電力は 85％が火力発電であり、老朽化した火力発電所の改修

や熱電併給所（CHP）の省エネなど案件自体は豊富であるが、

の
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3-5-2. 国営ウズベクエネルゴ所有の発電所における
燃料消費割合（2004年値）

天然ガス
85.9%

5.2%
石炭

石油
（MAZUT）
8.7%

地下ガス
0.2%

出所：ウズベクエネルゴ2005年次報告 

 

3-5-3. ウズベキスタンの温室効果ガスの排出源別の内訳
（2000年値）

エネルギー

工業プロセス
3.8%

農業
8.0%

廃棄物
1.9%

86.3%

出所：水文気象学センター（UZHYDROMET) 

（全体量は2億400万トン） 
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3-5-4. ウズベキスタンの温室効果ガスの種類別の内訳
（2000年値）

二酸化炭素
（CO2）
53.5%

メタン
（CH4）
39.9%

亜酸化窒素
（N2O）
6.6%

出所：水文気象学センター（UZHYDROMET） 

 
また、水文気象学センターのオソスコーバ博士によれば、同国内では化学分野のプロジ

ェクトが有望であり、フェルガナ、ナボイ、チルチク地域を対象とした肥料工場から発生

するN2Oの破壊案件の発掘・事業化の調整が進んでいる。 
 

この他にも電力・熱供給分野における省エネルギー技術の導入にも期待がかかっている。

公共サービス庁によれば、これまで熱供給に使用する大型送水ポンプなどの老朽化が進ん

でおり、機器の更新によって、電力使用量が 5 分の 1 程度まで下がった例の報告もあると

いう。 
 

世銀、EBRD はアンデジャン地区の熱供給事業におけるエネルギー効率改善プロジェク

トを方法論として登録申請している（2005 年 12 月時点では不採択）。今回の COP11 で

「CDM 改革」が議論され、各国から CDM 理事会の審査スピード改善や、日本からも省

エネの促進などが提案・合意されており、省エネ関連の方法論確立や、先進国からの技術

供与による省エネ案件にも期待がかかる。 
 
＜日系企業の CDMプロジェクト発掘動向＞ 

タシケントに支店を置く日系の大手ゼネコン、商社などがブハラ、アハンガラン地域を

対象としたLFG回収事業、また、フェルガナ、ナボイ、チルチク地域を対象とした肥料工

場から発生するN2Oの破壊事業の発掘、交渉を進めている。某日系商社では、ある程度の

リスクも視野に入れた本格的な話し合いを進めているという。 
 

また、公共サービス庁関係者によれば、2005 年 4 月以降から日系商社、ゼネコンなど

数社から問合せがあるという（2006 年 2 月時点）。日系企業の案件発掘活動も同国内の

CDM 環境整備を見ながら、再活性化してきているようだ。 
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（3）カザフスタン ～2006年京都議定書批准、国内整備は第 1トラックに間に合うか～ 
 
＜COP11で GHG排出の基準年を 1992年と発表＞ 

カザフスタンは、同地域の代表的な産油国の一つであり、現在、経済が急成長している。

加えて、西ウラルスク州における NEDO の省エネモデル事業が日本初の政府承認 JI プロ

ジェクト案件であることなどから、日本としても比較的に注目度の高い国である。 
 
しかし、COP7 で突如、京都議定書の附属書 B 入りを表明したことや、これまで実質的

に DNA になると思われていた政府の組織横断的な委員会（ステアリング・コミッティー）

が、京都議定書を 2006 年に批准することを上申しておきながら、同委員会は解体された

ことなどから、今後の同国内の先行きは非常に不透明とみられてきた。 
 
昨年のCOP11 では、ベクジャノフ環境次官が 1992 年を基準年（約 3 億 5,000 万トン‐

CO2換算）とすると発表。2004 年の同国のGHG排出量は約 2 億 2,000 万トン（インベン

トリー内訳は 2003 年分まで公表）で、1992 年比では約 40％減となっている。しかし同

は 2015 年までにGDPを 3.5 倍に引き上げることを目標としているため、今後の急速な

経

国

済成長に伴うエネルギー消費の増加を踏まえて、基準年を排出量が多かった 1992 年と

したいとの意向であるという。 
 

3-5-5.カザフスタンの温室効果ガスの種類別の内訳
（2004年値）

二酸化炭素

亜酸化窒素
（N2O）
5.5%

（CO2）
80.7%

メタン
（CH4）
13.8%

（全体量は2億1,330万トン） 

出所：気候変動コーディネートセンター（CCCC) 
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3-5-6.カザフスタンの温室効果ガスの排出源別の内訳
（2003年値）

廃棄物
2.5%農業

9.2%

揮発分の放出
13.3%

8.4%
工業プロセス

燃料の燃焼
（エネル
ギー）
66.7%

（全体量は1億8,880万トン） 

出所：気候変動コーディネートセンター（CCCC) 

＜京都議定書批准は経済・予算計画省が牽引＞ 
一方、現在，同国内では 2005 年 12 月 4 日の大統領選後、経済・予算計画省が中心とな

り、京都議定書批准のための準備が急ピッチで進められている。 
 

 これは、附属書 B 国は第 1 約束期間の 1 年前（2007 年 1 月 1 日）までに国内組織整備

などの手続きを完了する必要があるためだ。経済・予算計画省のアイテケノフ次官（当時）

の説明では、大統領選後、2006 年内に京都議定書批准を促進するべく、国内手続きを進め、

早ければ 11 月、遅くとも 12 月中には必ず批准したいとの意欲が示された。 
 
 2006 年初旬（2 月 23 日予定）には、政府、企業、NGO など主な関係者が参加して、議

会で京都議定書批准に関する公聴会が開催される予定だ。特段の反対運動などの動きがな

く合意・終了すれば、今後、京都議定書の早期批准に向けた国内手続きが正式に開始され

る。 
また、経済・予算計画省側は 2006 年中に DNA を設置する計画も進めている。同省と

エネルギー鉱物資源省を中心とした体制を現在、検討している。 
 

しかし、環境保護省のブラギン国際協力環境基準局長は、同省では現在、新しい環境法

を整備中（DNA 設置の条項も盛り込み済）であり、2006 年の批准は可能なものの、附属

書 B 国としての削減目標量の国際機関との調整には、（COP が 1 年に 1 回しか開催されな

いことから）最低でも 2 年程度かかるため、「2007 年初めまでの国内整備完了はかなり難

しい」との慎重な見方を示している。 
 
同国が COP7 で附属書 B 国入りを宣言した背景については、「排出余剰枠取引が目的」
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との見方が強い。現在の国家発展政策が順調に進んで GDP が予想通り 3.5 倍になったと

仮定しても、2015 年時点で 4,000 万～5,000 万トン以上の排出余剰枠が見込めるとみられ

ている。 
 

 また、同国が 1999 年に京都議定書に署名してから、ここまで批准が遅れた理由につい

て、日系企業向けに京都メカニズム関連のコンサルタント行っているエルダニ社のカビー

エフ社長は、「国内の財閥グループが京都メカニズムを使った共同プロジェクトは手続きに

時間がかかり過ぎる上、排出削減クレジットが国外に流出することから、メリットが小さ

いとしてこれまで反対していたため」と語る。しかし、政府が WTO 加盟を目指す同国と

して、気候変動の国際条約である京都議定書への対応もおざなりにはできないと感じてい

る状況もあり、最近になって関係者の考えが一本化してきたと分析している。 
 
＜ポスト京都の戦略・対応が必要と見る欧州勢＞  
 一方、英国、デンマーク、ノルウェー、カナダなど欧米の政府機関も、カザフスタンで

プロジェクト調査や案件発掘を行っており、同国の京都議定書批准動向を注視している。 

現在、EU 域内では欧州排出権取引（EU-ETS）が活発化しており、いわゆる EU リンク

指令により、第 1 約束期間が始まる 2008 年からは京都メカニズムの CDM クレジット

ることが、欧州勢の注目の背景にある。 
 

ギーセクターを中心に

京都メカニズム対応関連の調査・政策提言を行っている OTAC のヴェレドワ・プロジェク

また同氏は、このまま附属書 B 国入りの手続きが間に合わず、同国の国際的に中途半端

カザフスタン州では、NEDO の省エネモデル事業の建設工事が終盤を迎えており、

今

した同国の環境 NGO
ある気候変動コーディネートセンターのバイガリン所長によれば、州予算の不足による

カ

NDP）など他の関係者らは、同国内の JI プロジ

ェクトの可能性は高く、日系の電力会社、商社を中心に老朽化した都市部の熱電併給所の

改

(CER)と、EU 排出権(EUA)に互換性が認められ

英国外務省が展開している国際基金活動の一環で、電力・エネル

ト・マネジャーによれば、同社は環境保護省に対し、ポスト京都を見据えて、JI 国入りの

手続きを早急に中止し、CDM 国に戻って省エネプロジェクトなどを進めるべきとの提言

を出しているという。 
 

な状況（CDM も JI も認められない）が続く恐れもあるとの強い懸念を示している。  
 
＜NEDOプロジェクト、日系企業の動向について＞  

 西

後は 2006 年中の試運転開始に向けた調整となる。同プロジェクトは、2005 年中の運転

開始を目指し進められてきたが、遅延している。誘致・契約を支援

で

ザフスタン側所掌の作業遅れが原因との見解である。同氏はこのプロジェクトは両国初

の JI プロジェクトであり、同センターとしても作業促進に向けた支援、中央政府への提言

を今後も継続することを強調している。 
 
また、同センターや国連開発計画（U

修、風力発電プロジェクトについて調査・案件形成が進められているという。 
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（4）アゼルバイジャン ～石油資源・資金が豊富、CDM実施の魅力はまだ小さい～ 
 
＜国内の GHG削減対策の状況＞ 

ゼルバイジャンは 2000 年に京都議定書を批准した。環境・天然資源省が中心となり

ると、過去 5 年間に GHG 排出量削

可能であり、第 2 期工事も開始予定となっている。  
 

ア

CDM に対応、同省内には UNFCCC に DNA 登録されている気候変動オゾンセンターもあ

る。 
 
 同省のアリエフ国際関係局長によれば、同国のGHG排出量の基準年は 1990 年（CO2換

算で約 6,100 万トン）で、GHG排出量は旧ソ連崩壊に伴う経済の落ち込みで一時期、約

4,400 万トンまで減少した。しかし、1998 年以降の経済回復により徐々に増加し、2006
年では約 6,000 万トンと予測されている。 
 

一方、工業・エネルギー省のルザベコフ官房長によ

減対策をとっており、特に発電用燃料を重油から天然ガスへ転換した効果が大きかったこ

とからこれらの対策は順調であった。 
 

現在、日本の援助関連として、セヴェルナヤ発電所改修事業がある。400MW 級のガス

タービン・コンバインドサイクル発電の採用によって発電効率を飛躍的に向上させること

が

 

3-5-7.アゼルバイジャンの温室効果ガスの種類別の
内訳（1990年値）

亜酸化窒素
（N2O）

二酸化炭素
（CO2）
73.5%

メタン
（CH4）

1.5%

25.0%

（全体量は6,080万トン） 

出所：UNFCCC 
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3-5-8.アゼルバイジャンの温室効果ガスの排出源別の内訳
（1990年値）

エネルギー
86.7%

廃棄物

農業
7.7%

3.2%

工業プロセス
2.4%

（全体量は6,080万トン） 

出所：UNFCCC 

＜政府承認レベルの試験プロジェクトは資金調達検討の段階＞ 
国内では CDM 案件はすべて環境・天然資源省で検討・審査を受け、同省の審査を通過

した案件が国連 CDM 理事会に送られる。2004 年にその他代替エネルギー分野として、 
下記 3 件の試験プロジェクトがこの手続きを終え、現在、世界銀行の炭素基金（PCF）な

ど国際機関からの資金調達を見込んだ案件形成が進んでいるという。 
 

○アルチョム島での風力発電 
○スムガイト市での廃棄物埋立場のガス回収 
○ 成長の早い樹木の植林 

 
一方、工業・エネルギー省では代替・再生可能燃料利用プログラム、燃料エネルギー複

合発展プログラムの 2 つの中期プログラムを策定しており、日本からの技術導入を図りた

いとの意向もある。また、こうしたプログラムに対する優遇措置として、たとえば輸入機

械設備に対する関税免除、発電所の所有者に対する一定期間の法人税免除などを準備して

いるという。国内の民間レベルではエネルギー分野の企業などが案件形成を進めており、

カスピ海沿岸でのメタン回収プロジェクトなど、プロジェクト設計書（PDD）、プロジェ

クト・アイディア･ノート（PIN）レベルで数件の情報が公開されている。 
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＜欧州勢の案件発掘は進むが、日系企業の動きはない＞ 
同国内の案件発掘では、ドイツ、世銀、EBRD が先行しており、UNDP を通じたノルウ

ェーのプロジェクト調査などが行われている。2004 年 12 月には同国とデンマーク間で

CDM に関する覚書を締結した。デンマーク環境省（DEPA）が 2005 年 10 月に公開して

いる排出削減事業者マニュアルや、UNDP の公開情報などによれば、ここ数年の CDM プ

ロジェクト開発活動で協力できる枠組みの構築や、プロジェクトによって発生する CER
の取得などに関する内容などが盛り込まれたものと予想される。 

 
○ここ数年のプロジェクト開発活動で協力できる枠組みの構築 
○選別された金融機関からの炭素基金の枠組み構築 
○CDM/JI に関する入札機会の準備 

 
その他にも、キャパシティ･ビルディングについてはカナダが実施している。しかし、

残念ながら、同国内では日系企業の大きな動きは今のところみられていない。在バクーの

日系企業としては、石油採掘関連業務が優先しており、CDM 案件発掘については大半が

様子見のようである。 
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6.中東欧、ロシア、ウクライナ、南欧 
（

国より遅れており、大

半の電力会社、および地域暖房施設などの民営化の遅れといった経済面の開放は進んでい

な 制度的枠組みも徐々に

整 の一貫性に大きな懸念がある。 
 

JIの承認案件は 7件＞ 

加が期待される。また、2005 年 1 月にポーランド排出権取引法が

効し、EU-ETS 枠内での GHG 取引に対する法的枠組みが整備された。なお、日本とは

共同協定を締結、カナダ・フィンランド・デンマークとは MOU を交わしている。 
 
 政府による国別割当計画（NAP）の承認は遅れに遅れ、2005 年 12 月に 18 ヵ月遅れで

承認された。欧州委からの割当量は年間 2 億 3,910 万トン（対象施設数 1,166）だが、ポ

ーランド政府は「今後の経済成長が十分に加味されていない」として割当量の引き上げを

求めていた。また、2006 年予算の承認が否決されたため、政局の流動化・再選挙の実施な

どの影響で、2006 年 6 月末までに第 2 期国別割当計画（NAP2）を提出できるか、微妙な

情勢にある。 
 

国別レジストリの整備も遅れており、運用開始は 2006年第 2四半期にずれ込む見込み。

EU-ETS の対象となる各企業は 2006 年 3 月末までに、認証機関によって検証された排出

量報告書を欧州委に提出する必要があるが、必要となるシステムのソフトウェアベンダー

の選定は遅れている。 
 
＜省エネ、地域熱供給システム分野が有望＞ 

分野別でみると、燃料転換分野においては、ポーランドの発電燃料の 93％は石炭である

ため、石炭からガスへの燃料転換案件、省エネ案件が最も有望な分野である。また石炭に

基礎をおく同国の産業基盤を再構築するのが困難という判断のもと、再生可能エネルギー

を検討するディベロッパーが多い。 
 
また、ポーランドは、GHG を 2010 年までに 30％、2020 年までに 40％（ともに京都

議定書の基準年比較）を削減する計画を発表している。したがって、風力発電、水力発電、

バイオマス、年間 1,200 万トン排出される都市ごみの埋立場からのメタン回収案件（特に

1）ポーランド ～中東欧最大の排出枠保有国～ 
 
ポーランドは中東欧最大の排出余剰枠保有国である。京都議定書の第 1 約束期間を通じ

た余剰量は 4 億 8,810 万トン、中東欧諸国全体の 36％を占め、JI ポテンシャルは格段に

大きい。再生可能エネルギーとエネルギー効率化プロジェクトにより 7 億トン相当の温室

効果ガス（GHG）排出削減余地がある。その一方で、投資環境は他

い。また政府は、積極的に JI 投資を受け入れる姿勢を示し国内の

備されているが、政権が不安定という欠点があり制度

＜

そのポテンシャルの高さにもかかわらず、2005 年 10 月時点で政府から承認された JI
案件は 7 件で、中・東欧では 5 番手と低位に甘んじている。排出権売買契約が締結された

JI 案件は 4 件（2006 年 1 月時点）。だが、政府は徐々に JI に対し協力的な姿勢を見せて

おり、今後 JI 案件の増

発
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地方自治体の関心が高い）は事業として有望である。ただし、追加性の観点から、とくに

断がされている。 

有望分野はおもにエネルギー効率化である。また、国内北部における風力発電、全国的

案件のポテンシャルも高い。さらに、多くの大都市、町が地域

暖

は従

、電力の固定買い取り制度（フィード・イン・タリフ制度）によって再生可能エネルギ

電事業者）など発電事業者は、発電した電力を販売する配電会社と個別に

渉を行うことで、販売価格を決定する。再生可能エネルギー発電事業者は、まずエネル

ギ

しかし、その他に再生可能エネルギーを優遇する制度はない。その理由のひとつとして、

に不可欠な長期売電契約（PPA）も基本的

に

風力発電、LFG 回収案件はリスクが高い、という判

 
また、地域熱供給システムも有望な分野である。都市部に関しては、80%以上が地域熱

供給システムを利用しているが、設備の老朽化が激しく、ロスが大きい。同国のエネルギ

ー需要のうち、約 4 割が熱供給に伴うものであるが、供給ロスが 40%以上に達している地

域もある。この状態を改善するために、熱供給システム近代化基金が創設され、一定要件

を満たした案件については投資額の最大 25%が補助される。 
 
＜再生可能エネルギーのシェア拡大を義務付け＞ 

なバイオマス事業といった

房を利用しているため、コージェネレーション事業のポテンシャルも高い。燃料は石炭

への依存度が高いため、天然ガス燃料転換事業の可能性も残されている（雇用の観点から

政治的にセンシティブな問題であり、JI に承認される可能性は限定的）。 
 
 EU では 2001 年に、再生可能エネルギー電力指令（Directive2001/77/EC）が採択され、

各国は再生可能エネルギーの電力シェアに関する国内目標を設定した。ポーランドで

来

ー電力の優遇買い取り制度があったが、2003 年からクォータ・オブリゲーション・オーデ

ィナンス制度が導入され、配電事業者やトレーダーは電力販売量の一定以上のシェアを再

生可能エネルギーで賄うように義務付けられた。そのシェアは 2006年では 3.6%であるが、

年々引き上げられ、2010 年には 9.0%になる。 
 

IPP（独立発

交

ー規制局に申請を行い、ライセンスを取得することで上記の買い取り制度を利用するこ

とができるようになる。また、再生可能エネルギー発電に対する免税措置もあり、通常、

発電電力 1kWh当たり 0.02 ズロチ20（約 0.74 円）課される税金が免税される。 
 

 

過剰な発電設備が挙げられる。また、IPP 事業

締結できない。EU 加盟に伴う電力市場自由化の一環として、電力市場の競争促進する

政策の影響が大きい。 
 

                                                  
20 2006 年 2 月 13 日時点 1 ズロチ=37.21 円 
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（2）ハンガリー ～優良案件は西欧企業が囲い済み～ 
 

制度的枠組み、ファイナンス、円滑な政府承認手続きなどの投資環境は優れている。省

庁

 
まとめたうえでJIプロジェクトを承認

す

余剰枠が小さいため、JIには慎重＞ 

オマス（バイオフューエルによる）など

優先している。逆に、①5MW 以上の水力、②植林を伴わないバイオマス発電、③蓄電

施

ビルな

どを実施する必要があると認識しており、グリーン投資スキーム（GIS）の対象案件にな

3 年間で計 9,500 万トン（対象施設 261）であり、政府は当初、

の 2.5%（237 万トン）をオークション用にリザーブする予定であったが、最終的には

                                                 

横断委員会が 2003年に設立され、JI案件の承認業務を担当している。発電部門の 31％、

配電部門の 86％を外資が所有するなど経済面の開放が比較的進んでいる。2004 年 11 月

26 日、政府は排出権取引法（仮訳）を承認した。ここでは、JI が排出量削減に効果的で

あると規定している。しかし、具体的な JI 規則は省令であるが、現段階では発表されてい

ない。 

ハンガリーでは、環境省が、省庁間の承認を取り

る。支持レター（LoE）は予備調査に基づき 30 日以内に発行され、承認文書（LoA）は

PDD、バリデーション調査、環境アセスメントに基づき 60 日以内に発行される。JIガイ

ドラインによると、内部収益率（IRR）はCO2取引を除き 8％を超えてはいけない。これ

は、経済的追加性を確認するためである。 
 
＜

ハンガリーは、割当量単位（AAU）余剰枠が 400 万トンと極端に少なく、AAU の総枠

が削減される JI のようなプログラム自体に慎重に対応せざるを得ない。また、早期にクレ

ジットを発行することを認めないこと、ERU の 10％を手数料として徴収すること、様々

なプロジェクトが JI から除外されていることなどから他の中・東欧諸国より魅力は低い。 
 
追加性の議論もあることから、ハンガリー政府は小規模の JI プロジェクトを推奨してい

る。具体的には、熱電供給システム、地熱、バイ

を

設（バッテリーなど）を伴わない風力（1 プラントで最大 100MW）、④既存埋立地から

のランドフィルガス、⑤燃料転換は今後 JI として承認しない方針。 
 
なお、現段階では、JIトラック 1 の適格性はない21。また、多くの優良案件はすでに西

欧企業が囲い込んでいる。政府は、JIトラック 1 として承認されるために、キャパ

る可能性を秘めている。現在、オーストリア、オランダ、フィンランドとの間にはMOU
が締結されている。 
 
 欧州委からの割当量は

そ

 
21 JIにはトラック 1 とトラック 2 がある。トラック 1 として認定される要件は、①京都議

定書の締約国である、②割当量を算出している、③国別登録簿（レジストリー）を整備し

ていること、④GHG算出の国家整備をしていること、⑤GHGインベントリーを毎年提出して

いること、⑥割当量の補足的情報を出していることである。トラック 2 の場合は①～③の

みでよい。 
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1.5%（142 万トン）に削減された。既にリストアップされている企業からの割当量増額要

が強かったことや、JI 用のリザーブ削減（EU アローワンス（EUA）の高騰が影響した

と

ス、太陽光、地熱、風力の各発電事業者には、下記のインセンティブが与えられ

る。 
 

ー効率改善事業の支援策として、以下のスキーム

が

無償支援が受けられる。プログラムの全体予算は約 12 億フォリント（約 6 億 7,200

ェクトに対して、最

5,000 万フォリント（約 2,800 万円）の無償支援が受けられる。 

求

も考えられる）などが、理由として挙げられている。 
 
＜再生可能エネルギー導入に対する具体的な方針＞ 
 ハンガリーは再生可能エネルギーの導入目標として、2010 年までに電力シェアの 3.6%
を再生可能エネルギーで賄う目標を掲げている。政府支援策として、5MW 以下の小水力、

バイオマ

○電力系統への接続 
○固定買い取り制度（フィード・イン・タリフ制度）：1kWh当たりの買い取り額、ピーク

時：2.53 フォリント22（約 1.4 円）、オフピーク時：15.8 フォリント（約 8.8 円） 
○エネルギー税の免税 
 
 また、再生可能エネルギーやエネルギ

利用可能である。 
 
○Environment and Infrastructure Program：Energy Center が実施しており、再生可能

エネルギーや省エネ案件について、1 件当たり最大 3 億フォリント（約 1 億 6,800 万円）

の

万円） 
○National Energy Efficiency Program：Energy Center が実施しており、再生可能エネ

ルギーや省エネに関する R&D などの事業に対して、最大 2 億フォリント（約 1 億 1,200
万円）の無償支援が受けられる 

○Green Fund：再生可能エネルギーのデモンストレーションプロジ

大

 
 
 

                                                  
22 2006 年 2 月 13 日時点 1 フォリント=0.56 円 
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（3）チェコ ～JIガイドラインの透明性が高く、投資先として最も信頼のおける国～ 
 
 中東欧地域において、チェコは投資先として外国企業から長らく高い評価を得ており、

主主義が定着し、法・行政制度が成熟しているとの高い信頼を得ている。法制度は透明

門にフレンドリーである。インフラ

る。なお、EU-ETS の対象とならない案件が JI の対象となると見られる。 

者は政策に精通しており、その点も他国より投資環境が優れている。

ーが出

GIS の枠組みを決定し、承認までこぎつけることは可能である。 

のある案件が ERU ではなく EU-ETS で取引される確率が高まると

うことを意味する。 

＜

に 億トン）が見込まれており、その JI/GIS ポテンシャルは大きい。また、2002

と

案 大型といえる省エ

ネプ ジェクトがほとんどなくなった。一方で、2010 年までに再生可能エネルギー率を

％にまで高める計画をしており、再生可能エネルギー分野は有望である。また、GIS の

象として、今後はランドフィルにおけるメタンガス削減案件が注目を集めるであろう。 
 
政府側の JI 対応機関としては、環境省内の JI アドミニストレーションセンター（ACJI：

Administrative Center for JI）にある気候変動局が、プロジェクトの申請や承認の窓口と

なる。気候変動局へ申請された JI プロジェクトは、環境省内のワーキンググループ（環境

省や各種研究機関からなる）において検討され、最終的に環境大臣の承認を経て JI プロジ

ェクトとして認定される。優先的に承認されるプロジェクトとして、以下の案件が推奨さ

れている。 
 

○再生可能エネルギー 

民

性が高く、ビジネス関連の法規制は外国企業、金融部

も十分に整備されている。2002 年 1 月、チェコ政府は JI ガイドラインを発表したが、こ

れはこの地域で最も透明性の高い、詳細なガイドラインであった。同国の JI 政策は、2008
～12 年で年間 200 万トン（通算 1,000 万トン）を上限として、ERU の国外持ち出しを認

めてい

 
 環境省の排出権担当

現在、環境省は EU-ETS を優先課題と位置づけており、省内における AAU 取引/GIS 実施

に関する政策作成作業の進捗は遅い。しかし、AAU 購買にコミットしているバイヤ

現した場合、2～3 ヵ月で

 
 最近の傾向として、チェコはスロバキアと同様、排出権取引への関心を強めている。こ

れは、JI として見込み

い

 
省エネよりも、再生可能分野が有望＞ 
第 1 約束期間の AAU 余剰枠は 1 億 6,100 万トン（CZ Hydrometeorological Institute
よると 2

年 1 月に発表した JI ガイドラインは中・東欧諸国のなかでは最もクリアであり、投資家

して最も信頼できる国である。 
 
現在、およそ 80 の JI 案件が環境省に登録されているが、大半が 8 万トン以下の小規模

件ある。90 年代に 39％の省エネ改善を達成したため、チェコ国内に

ロ

8
対

○公的部門における建物の熱効率改善事業 
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○集合住宅の熱効率改善事業 
○商工業部門における廃棄物燃料による熱供給事業 

欧州委からの NAP1 の割当量は年間 98 万トン（対象施設数 436）。政府は年間 200 万ト

可能エネルギーの電力シェアを 8%に引き上げる目標を掲げてい

。この目標を達成するために、再生可能エネルギー促進法が 2005 年 4 月に可決され、

・イン・タリフ制度）が導入された。 
 

エネルギー発電による電力を販売することができる。

配電事業者は、この価格で再生可能エネルギー電力を全量買い取る義務がある。発電種別

に

己努力で配電事業者を探さなければならず、契約交渉により、電力販売価格が変動する。

こ

                                                 

○既存埋め立て施設におけるランドフィルガスの回収・発電事業 
○環境にやさしい公的交通機関 
 

チェコ環境省はAAU取引に対して関心を持っているが、取引に関する具体的規則は定め

ていない。世界銀行の炭素基金(PCF)には早期クレジット23を付与するものも含まれている

が、JIとAAUとの互換に対するコメントはいまのところない。 
 
 

ンを JI による排出削減単位である ERU として売却する予定である。NAP2 の提出（2006
年 6 月締切）と合わせて、何らかの指針が出されるものと見られている。先行投資による

効率化であるアーリー・アクションの認定や、オークションのリザーブなどに関する政府

の公式見解はまだ出されていない。 
 
＜再生可能エネルギーの電力シェアを 8％に引き上げる目標＞ 
 総エネルギー需要のうち、約 2.2%を再生可能エネルギーで賄っている（2005 年暫定値）

が、政府は 2010 年の再生

る

新しい電力の固定買い取り制度（フィード

この制度により、発電事業者は 2 つの優遇制度を選ぶことができるようになった。一つ

めはフィード・イン・タリフという固定買い取り制度で、インフレ率などにより決定され

る固定価格で、最低 15 年間再生可能

よるが、2004 年においては、風力発電は 1kWh当たり 3 コルナ24（約 15 円）、地熱発電

は 6 コルナ（約 30 円）であった。 
 
二つめは市場価格にボーナスを加える方式で、発電事業者が配電事業者と交渉すること

で、市場価格にボーナス分を配電事業者が支払うことになる。あくまでも発電事業者が自

の方式が拡大するためには、市場価格＋ボーナスの和が、固定優遇価格を上回る必要が

ある。 
 

 
 

 
23 レジットのこと。第 1 約束期間における削減目標達成に活 2000～2008 年に発行されるク

用できる。 
24 2006 年 2 月 13 日時点 1 コルナ=4.96 円 
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（4）スロバキア ～JIよりも排出権取引への期待が大きい～ 

。だが、プロジェクト・

（AAU 売却）を志向していることを明確に打ち出してい

のが特徴。JI は複雑な手間がかかり、官僚的になるのを嫌っている。収益性の高い案件

も

れたことで、同社の施設

おける JI を、イタリア以外の事業者が実施するのは難しくなったとする声もある。 

によると、JI として優先度が高いのは、再生可能エ

ルギー、ランドフィルガス、省エネルギー関連のプロジェクトである。 

EU-ETS 下での割当量として、欧州委は当初、年間 3,050 万トン（対象施設数 209）を

ス

AP の合意が遅れたため、レジストリの登録も遅れており、まだ各企業は自社の口座を

開

れに反対する意思を見せている。特にエネルギー部門では、EU加盟条件として

フニチェ原子力 1、2 号機（計 88 万kWh）の閉鎖が決定しており、明らかにCO2排出量

が増加するため、割当量を超過することが確実視されている。 

＜再生可能エネルギーに対する優遇策を導入＞ 
 2002 年の国内エネルギー生産量のうち、再生可能エネルギーは 4%を占めた。また、再

的な目標を設定している。 

 
スロバキアは、法制度の整備などビジネス環境は改善されている

ベースの JI よりも、排出権取引

る

すでに EU 企業が囲んでいる。また、電力会社の多くが国営のままであり、地方自治体

の所有等も多く、資金不足から事業の実施開始は簡単ではない。2005 年 12 月、国内最大

手のスロバキア電力（SE）がイタリア電力大手のエネルに買収さ

に

 
＜再生可能エネルギー、ランドフィルガス、省エネルギー分野を優先＞ 

JI の担当機関は環境省の大気保護局であるが、公式な JI ガイドラインは制定されてい

ない。同局に申請された JI プロジェクトは環境省内で検討され、最終的に環境省が承認文

書（LoA）を事業者に与える。環境省

ネ

 
また、JI 承認に条件を課しており、EUR の価格は 5 ユーロ（約 700 円）以上、移転量

はプロジェクトで創出される総量の 80%、第 1 約束期間内の EUR の総量は 1,000 万トン

などの制限がある。MOU はオランダ、デンマーク、オーストリアとの間で締結している。 
 

ロバキア政府に提示していたが、対象施設を精査した結果さらに年間 18 万トンの削減

を要求したため、スロバキア政府は訴訟も辞さない姿勢を示して激しく抵抗していた。し

かし、同様の問題に直面していたチェコやポーランドが最終的に妥協したことを受け、欧

州委とスロバキア政府の間で 2005 年 12 月、最終的な NAP が合意された。その結果、第

1 期 EU-ETS におけるスロバキアの割当量は年間 3,037 万トンに決定した。 
 
N
けない状態であるが、早期に欧州委のレジストリと接続される見込みである。 
 

 さらに 2006 年 1 月に第 2 期EU-ETSのガイドラインが欧州委から発表されたが、基本

的に加盟各国は割当量を削減しなければならないことが明らかになり、スロバキア政府は

明確にこ

ボ

 

生可能エネルギーの発電シェアは 16%であった。政府は 2010 年の再生可能エネルギーの

発電シェアを 31%まで引き上げるという意欲
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2004 年 1 月から 19%のフラットタックスが導入されてからは、あらゆる税制優遇が廃

止

,400 万円）の無

～10 万ユーロ

約 35 万～1,400 万円）を無償支援 
 

されたが、それ以前には、1MW 以下の再生可能エネルギー発電、及び 10MW 以下の地

熱発電及びコージェネレーション発電に関しては税制優遇があった。これらの優遇税制は

凍結されているが、規制委員会によって新たな優遇税制が設定されるという憶測もある。 
 

 グリーン証書や電力の固定買い取り制度（フィード・イン・タリフ制度）はないが、産

業・商業部門の構造基金が 3 種類の支援プログラムを提供しており、再生可能エネルギー

促進支援ツールとして利用可能である。 
 
○省エネ及び再生可能エネルギー支援スキーム：最大 10 万ユーロ（約 1

償支援により、再生可能エネルギー関連施設の改修・新設を実施できる 
○省エネ及び再生可能エネルギーの R&D 支援スキーム：90 万～145 万ユーロ（約 1 億

2,600 万～2 億 300 万円）、もしくは投資額の 50%までを低利融資 
○中小企業による省エネ及び再生可能エネルギー開発支援スキーム：2,500

（
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（5）ブルガリア ～EU-ETSには第 2期から参加のため、JIに積極的～ 
 

もビジネス環境において相対的に問題が少なく、有望な投資国のひとつといえる。 

地域に分割され、西部 4 地域を CEZ（チェコ）、

東部 3 地域を E.ON（独）、南東部 3 地域を EVN（オーストリア）が買収した。 

＜

計 は環境・水省が担当

と ランダ、オーストリア、スイス、デンマーク、日

及び世銀である。 

2007 年 1 月の EU 加盟を目指して各種調整が進められているが、EU-ETS も EU 加盟

と同時に導入する予定である。現在、2007 年の NAP を作成中であり、173 施設がカバー

される見込み。総割当量は 2002～2004 年の排出量平均値の 80%程度になるもよう。既に

JI が開発されている施設は除外される見込みだが、その場合は割当量を削除する必要があ

るため、NAP の作成過程で政府と事業者の間で交渉・確認が必要となる。 
 

ブルガリアは 2006 年 4 月には NAP1（2007 年のみ対象）を、2006 年 6 月には NAP2
を提出する予定で、ルーマニアよりも素早い対応をしている。同国の JI・GIS 動向を以下

にまとめる。 
 

○2007 年の EU 加盟を控え、経済、FDI、JI の制度的枠組み等はいい状態にある。 
○JI プロジェクトの多くが小規模。 
○最も大きな潜在分野は省エネ、再生可能エネルギー、ガスへの燃料転換、建物の省エネ、

地域暖房、埋立場・森林からのメタン回収。 
○オランダ、オーストリア、デンマークが主要なバイヤー。 
○2004 年に再生可能エネルギー、コジェネに優遇税制が導入され、エネルギー・インフ

ラの改革に大きな一歩となった。3,420MW の原子力発電所（Kozloduy）が閉鎖される

ため、再生可能エネルギー分野が成長する余地は大きい。 
○AAU 取引には GIS を付帯させることを強く希望している。 

 
＜エネルギー効率の改善などが有望分野＞ 

ブルガリアには約 5,000 万トンの排出余剰枠がある。絶対量はそれほど大きくないが、

ブルガリアは、EU 加盟までにまだ時間があること、EU-ETS 導入は第 2 期から参加す

ること、対ブルガリア投資が相対的にまだ少ないこと等を理由として、EU-ETS に影響さ

れることなく JI や GIS への取り組みに非常に積極的である。また、ルーマニアと比べて

 
電力市場の民営化は進んでおり、国営電力会社である NEK が分割・民営化され、現在

は送電部門を運営している。配電部門は 7
北

 
MOU締結国のみが JIを実施＞ 

 JI に関する公式なガイドラインは発表されておらず、「環境に関する国家戦略及び行動

画 2005-14」の中で JI や排出権取引に関して規定される予定。JI
している。JI の実地にはホスト国・投資国の間で MOU の締結が必要で、これまでに同国

JI に関する MOU を締結したのは、オ

本
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国の経済規模の割に大きいといえる。さらに、①ガスコージェネレーション発電を導入す

ことによる既存設備のエネルギー効率改善、②再生可能エネルギーの新たな開発、③製

造

た、

再生可能エネルギー導入を促進しつつも同国の技術力は十分に発達していない。さらに、

制

再生可能エネルギー発電による電力は全量買い取りが保証されており（フィード・イン・

り価格（1MWh）が適用される。 

3,580 円） 
 

。JBIC が JI
協力関係を合意した初めてのケース。JBIC は情報共有や、JGRF との連携、ファイナ

ン

年 12 月 20 日、日本政府とブルガリア政府の間で、JI 促進協力に関する

MOU が締結された。日本政府は GIS に関しても単独契約を締結すべく交渉中であるが、

ブ 資

す

2 電所の建設を開始し、2007 年からは風

力 による初の JI 案件となる

見込み。

取り

 
 

る

業の工場に併設されている熱発電供給の効率化、④ランドフィル案件、などの潜在的排

出削減案件がある。 
 
しかし、これらの施設は公的部門の所有が多く、外資を引き付ける魅力に欠ける。ま

度的枠組みが十分に整備されていない。今後、ブルガリアで注意を払って見るべき点は、

世銀と共同で検討を行っている GIS、発電所の民営化案件等であろう。 
 
 

タリフ制度）、それぞれ以下の買い取

 
○風力（10MW以下）：120 レバ25（約 8,700 円） 
○水力（出力による）：70.24 レバ（約 5,100 円）～80 レバ（約 5,810 円） 
ちなみに他の発電方式による販売価格は 1MW 当たり、原子力：12.53 レバ（約 910 円）、

火力：49.28 レバ（約

 

また、再生可能エネルギー発電には、グリーン証書が国家規制委員会から発行される。

この証書を得ることで、上記のフィード・イン・タリフを適用できる。 
 
＜日本は風力プロジェクトで 65万トンを獲得予定＞ 

2004 年 12 月、JBIC とブルガリア政府の間で JI に関する協力を合意した

で

ス面での支援などを合意した。 
 
さらに 2005

ルガリア政府は多国間ベースの GIS 締結を望んでおり、ファンドのように複数国が出

る形式になるとする声が多い。 
 

005 年 12 月、三菱重工業が黒海沿岸で風力発

発電事業（3 万 3,000kW）も行う予定で、同事業が日本企業

JBIC がファイナンスを担当し、創出される排出権クレジットは JCF が全量買い

、2008～2012 年で総計 65 万トンの排出権が日本に移転される予定。 

                                                  
 2006 年 2 月 13 日時点 1 レバ=72.60 円 25
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（6）ルーマニア ～余剰枠は大きいが、ビジネス環境は良くない～ 
 

ルーマニアの特徴は、ポーランドに次いで排出余剰枠が大きい（年間約 1 億トン）こと

である。現在のところ、都市の熱供給・電力熱併給案件のエネルギー効率化や水力発電な

どで最も多くの政府承認が発給されている。だが最大の課題は、ビジネス環境が著しく悪

い

2005 年 6 月 1 日、日本政府とルーマニア政府担当省庁との間において、JI プロジェク

減プロジェクトが

進される見込み。現時点で国内の JI プロジェクトの承認機関となる DNA は成立してお

しているのは、オーストリア、ノルウ

優先する JI

な経済部門におけるエネルギー効率改善 
○

埋め立て処分場からのガス回収 

○

 

 

JI プロジェク

トなどで、電力系統に接続することで他の電源の運用状況に影響を与える可能性があるも

は、何らかの制限を受ける可能性がある。 
 
＜再生可能エネルギーの発電シェアを 33％まで引き上げる予定＞ 

と発電部門は旧国営企業が依然として運営し

ことである。JI 案件では欠かせない事業パートナーの協力が不透明な状況である。さら

に、制度的枠組みも不十分である。 
 
＜EU-ETSへの加盟で、JIプロジェクトが制限される可能性あり＞ 

ト促進協力に関する意図表明文書（Statement of Intent）が署名された。JI に関して日本

政府が署名する初めての協力文書であり、今後両国間において GHG 削

促

らず、担当機関は環境・水省。同国と MOU を締結

ェー、デンマーク、スイス、オランダ、スウェーデン、日本である。政府が

プロジェクト分野は以下の通り。 
 

○主

地域熱供給システムの改修 
○コージェネレーション発電施設の改修・新設 
○

○発電所の燃料転換 
再生可能エネルギー発電（特に水力、地熱、風力、太陽光、バイオガス、バイオマス） 

○農業及び牛起源の温暖化ガス削減 
○森林吸収 

ブルガリアと同様に、2007 年 1 月の EU 加盟と同時に EU-ETS が導入される予定。2006
年 1 月、政府は EU-ETS 指令とリンク指令の内国法化を完了したが、NAP に関してはま

だ詳細は決定していない。NAP1（2007 年のみ）及び NAP2（2008～2012 年）は 2006
年 9 月頃に同時に提出される予定。

 
NAP2 では 500～600 施設が対象となる見込みだが、これらの施設では原則的に JI の実

施が不可能となり、もし実施する場合は、EU-ETS 上の割当量をキャンセル必要がある。

また、対象施設以外で JI を実施する場合でも、間接的に対象施設の割当量のベースライン

に影響するようなプロジェクトは禁止される。詳細は不明だが、発電を伴う

の

電力市場は民営化されつつあり、送電部門
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ているものの、配電部門は民営化が進んでいる。地域配電会社 8 社のうち、2 社をエネル

伊）が、E.ON（独）と CEZ（チェコ）がそれぞれ 1 社ずつ買収している。 
 

除く、再生可能エネルギー発電が対象となっている。 

販売電力量の一定割

合

（

 再生可能エネルギーのシェア（2002 年）は、エネルギー全体の 10%、発電量の 29%で、

その大部分が大規模水力発電であった。政府は 2010 年の再生可能エネルギーの発電シェ

ア目標を 33%に設定している。現在、2 種類の再生可能エネルギー発電の支援制度が設定

されており、10MW 以上の水力発電を

 
ひとつめは強制割当制度で、配電事業者などの電力供給事業者は、

に相当するグリーン証書を購入する必要がある。2006 年は 2.22%であるが、2010 年に

は 8.3%まで引き上げられる。目標未達分については、ペナルティーを規制当局に支払う義

務がある。もうひとつはグリーン証書の取引制度で、再生可能エネルギーによって発電し

た電力分のグリーン証書を取引市場で売却することができる。その際、最低価格と最高価

格が設定されており、それぞれ 1kWh 当たり 0.024 ユーロ（約 3.4 円）と 0.042 ユーロ（約

5.9 円）である。 
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（7）ロシア ～世界最大の余剰枠を持つ国～ 
 

ロシア経済にとって排出権を大量に売却するインセンティブは少ない。市場では、AAU

またポイント・カーボン社調査によると、現状では、ロシアは JI を収益性の高いビジネ

ス

）のCO2排出量に対し、京都議定書の遵守目標 0%を考慮すると、少な

とも同国は 5 億トン以上の排出余剰枠を有することになる。ちなみに、2003 年の日本

の排出超過量は約 2 億 8,000 万トンであり、ロシアの排出権市場の重要性が再認識されつ

つある。 
 
＜JIに期待をよせるロシア＞ 

国内で気候変動に関する政策で権力を握っているのは、経済発展貿易省と下院である。

これまで経済発展貿易省はGISを、下院がJIを推進しており、国内で意見は分裂していた。

旧気象庁は、以前国別報告書26を策定したが、現在の発言権は弱く各省庁と同レベルの発

言しかない。そのため国内法制定には、経済発展貿易省と下院が力を持っているという。 
 
 そうした中、2005 年 11 月下旬～12 月初旬にモントリオールで行われたCOP/MOP1 で

は、ロシア政府は 6 条監督委員会27の設立及びその運用形態に強い注文を出した。どの国

よりもJIによる投資に期待を寄せているロシアは、CDMのようにCDM理事会がネックと

なりプロジェクト開発が遅れることを恐れている。そこで、①より迅速な承認過程、②早

期実施プロジェクトの容認（過去に遡ってクレジットを発行する）、③小規模なJIプロジェ

クトの活性化、などの具体的な提案を行い、6 条監督委員会の立ち上げにコミットするこ

とで、より優位に自国でJIを進める戦略をとっている（現時点では、ロシアはJIトラック

1 認定を受けることは難しい）。 
 
 ロシアの GHG の約 3 分の 1 を占めるといわれる国営電力会社の RAO-UES が、デンマ

ーク環境保全機構との間で JI による排出権削減・売買契約を 2005 年 6 月 28 日に調印し

                                                 

の売却は全排出量の 2、3％程度になると予想している（EU 諸国も AAU 購入に関心を示

していない）。むしろ、今後の経済成長を考えると、省エネプロジェクト等につながる GIS
に魅力を感じている。 

 

に転換できない。JI トラック 1 への適格性も疑わしく、オランダやデンマーク政府等の

協力によりトラック 2 で JI が実施されるのが順当であろう、との考えである。GIS に関

しても、ブルガリアのようなスキームは一切なく、いつ、誰が、どのようなスキームを立

ち上げるのか定かではない。現段階において、ロシアは、自国が有する膨大な排出権を確

実にビジネスにつなげることができないのでは、という疑問が関係者の間で生じている。 
 
基準年（1990 年

く

 
26 温室効果ガス排出量の目録などを記載した報告書。途上国がUNFCCCに提出することが義

務付けられている。 
27 共同実施（JI）実施を促進するためにCOP/MOP1 で設置することが決定された委員会。JI

に関する具体的な運用ルールについて検討を行う。 
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た。同国にとって初の京都メカニズムの利用となる。ハバロフスクなどの 2 発電所の近代

（投資規模約 2,000 万ユーロ＝約 28 億円）により、120 万トンの AAU が移転される予

定

にエネルギー炭素基金を設立以降、省エネや地熱などの再生可能

エネルギープロジェクトを提案しているという。また RAO-UES 傘下の子会社のオレンブ

ル

化

（1 トン当たり 16.5 ユーロ＝約 2,300 円）。経済発展貿易省は、他にも独仏やカナダな

ど 6 ヵ国と JI の調印を交渉中で、第Ⅰ約束期間で最大 10 億トンの AAU を売却する予定。 
  
 RAO-UES は 2001 年

グエネルゴ、巨大ガス会社のガスプロム、などもプロジェクトを持っているという。こ

うしたエネルギー関係企業による大規模プロジェクトよりは、規模が小さくなるものの、

製紙会社も世銀などに対してプロジェクトを提案しているという。 
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（8）ウクライナ ～2億トンのポテンシャルがあるが、体制整備は途上段階～ 
 

ウクライナは約 2 億トンの排出余剰枠を保有しており、その規模はポーランド以上であ

る。また非効率なロシア製の設備を使用しているエネルギー関係施設が多く、同国のエネ

ルギー集約度はロシアの 3 倍以上、EU 新規加盟国の 6 倍以上とも言われている。したが

問題である。さらに

部では、外資への差別も指摘されている。したがって、一層の投資環境の改善がなけれ

、事業リスクが大きい。 
 
また海外投資に必要不可欠な信頼できる現地パートナーを発掘することも、容易ではな

い。しかし、長期的には同国において事業化が見込める案件がいくつかある。メタン回収

は法的には義務化されておらず、EU 指令による制約も受けないため、ポーランド、ハン

ガリー、チェコなどの中東欧諸国では困難になっている JI 化が期待できる。また、再生エ

ネルギー分野も有望である。バイオマス発電は政府も積極的であり、資源も豊富である。

風力による電力買い取りにかかる法制度も整備中である。一方、水力発電は既に 3 分の 2
が開発されており、将来的な事業ポテンシャルは見込めない。 
 
＜JI実施のため準備中＞ 
 JI に関する取り組みは下記のとおりである。 
 
○JI ガイドラインが“気候変動に関する多省庁間委員会（Interministerial Commission 

on Climate Change）”で承認され、政府による最終承認を待つ段階であるが、ロシア

とのガス供給問題の影響で審議が遅れている。 
○“JI 事務局（仮訳）（Secretariat）”が環境省に設立され、提出された JI プロジェクト

を審査する。 
○“JI 審査委員会（仮訳）（Supervisory Board）”が設立され、JI 事務局（仮訳）が推

薦する JI プロジェクトの最終承認を行う。石炭からガスへの燃料転換プロジェクトは

制限を受けると考えられるが、炭鉱、省エネ、地域暖房、再生可能エネルギー、埋立場

からのガス回収等は適格であろう。 
○バイオマス、産業界の省エネ案件、地域暖房、熱電併給（CHP）、石炭鉱からのメタン

回収などは大きなポテンシャルを秘めている。 
○ウクライナは AAU 取引に強い関心を抱いているが、登録簿ができていないことが障害

になっており、割当量は計算、登録されていない。 
○2005 年 10 月、ユーシェンコ大統領は首相宛にオフィシャルレターを発行し、JI 承認

機関の設立など、JI 開発を加速させるための各種指令を出した。 

って、実質的に全ての重工業に省エネ、燃料転換の余地があるともいえる。 
 
ウクライナ政府も環境・天然資源省が中心になって JI および GIS 推進に積極的に取り

組んでいる。さらに同国は、中東欧諸国のように EU-ETS の制約を受けず、欧州企業の進

出も十分に進んでいない。ただし未熟な投資事業環境と汚職は大きな

一

ば
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＜ロシアとのガス供給問題＞ 
ロシアとのガス供給問題は、同国のエネルギーセクター及び投資環境へ大きな影響を与

え

、最終的に

は ドル（約 1 万 1,200 円）への値上げでウクライナ・ロシアの両政府は合意した。 

度を下げる政策の推進： 
くの中・東欧諸国に共通することだが、ウクライナは 1 次エネルギーの大部分をロシ

ア

事例が世界中で数多くあ

、同国は豊富な排出余剰枠を担保にして、積極的に JI や GIS によるプロジェクト開発

 

政局の不安定化による各種法令整備・2 国間協議の停滞： 

ユー

総選 に現れており、2005 年 11 月に既に政

府

た たとしても、政権が交代した場合、現行どおりのルールが適用されるか、

疑

 
 

つつある。1,000 立方メートル当たりの販売価格を、これまでの 50 ドル（約 5,900 円）

から 4 倍以上の 230 ドル（約 27,120 円）へ引き上げる交渉が続いていた。トルクメニス

タンなどの中央アジアからの調達分（全体の約 75%を占める）については現行価格を適用

する一方、ロシア産（残りの約 25%）は 230 ドルに値上げすることになったが

95
 
今回の係争により、次の 2 点において、今後同国での排出権取引事業に大きな影響が出

ることが予想される。 
 

①ロシアへのエネルギー依存

多

に依存している。そのため供給価格の決定権をロシアに握られている危機意識が大きく

高まった。ロシアへのエネルギー依存度を下げるために、エネルギー供給側は原子力や再

生可能エネルギーなど非化石燃料による発電所の増設、ロシア以外からのエネルギー輸入

体制の強化（パイプラインの新設など）を推進し、需要側は省エネの促進、エネルギー効

率の改善をすることなどが喫緊の課題となりつつある。 
 
これらの分野においては、排出権取引を利用して開発を進めた

り

を誘致する可能性が高い。

 
②

今回の係争では、結果的にガス供給価格が引き上げられたため、国民の多くや野党から、

シェンコ政権に対する批判が強まっている。そのため 2006 年 3 月に実施される議会

挙の行方が流動的になっている。この影響は既

委員会で承認された JI ガイドラインが、未だに閣議で承認されないままとなっている。

とえ承認され

問視する向きもある。 
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（9）セルビア・モンテネグロ ～紛争の打撃が残り、具体的なプロジェクトは無し～ 
 

 
＜

り、民主化、市場経済化の推進と共に、国際機関への復帰を順次

回復しつつある。経済は各共和国が管轄し、税制、中央銀行も各共和国単位、通貨も異な

階である安定化・連合協定（SAA）

の

31％）やインフレに苦しむ。外

国投資は主に米、欧州から受けており、年間 10 億ドル（約 1,179 億円）（2004 年）の規

模

億ドル（約 4,716 億円）、輸入が 117 億ドル（約 1 兆 3,795
億円）、貿易赤字は 77 億ドル（約 9,079 億円）で大幅な入超となった。主な輸出相手国は

、主たる輸出品は食料品、

鉄

10 月、EU との間で加盟交渉の前段階である安定化・連合協定

SAA）の締結交渉が開始された。セルビア共和国環境科学省に確認したところ、EU-ETS
令に対する準備作業は行なわれていない。現在の方針としては、京都議定書の付属書Ⅰ

国に該当する状況はできる限り先に延ばすことを志向している。 
 
これまで承認されたプロジェクトは無く、承認プロセスに関しても法的に担保されたも

のはない。セルビア環境科学省へのヒアリングによれば、DNA として、関係省庁会議の

ようなものが創設され、専門事務局は政府傘下の環境保護庁 (The Environmental 
Protection Agency)や省エネ庁(The Energy Efficiency Agency)など、既存の組織の中に設

置される予定。それまでは、環境科学省国際協力局国際協力・欧州統合部の Assistant 
Director Miroslav Spasojevic 氏がプロジェクトのコンタクトポイントになる。 

モンテネグロの独立に向けた動向は予断を許さず、2006 年 4 月にも独立を問う住民投

票が行われる可能性もあり、国内政治情勢は不透明。人口 190 万人を抱えるコソボでは国

連コソボ暫定行政ミッションが設置され、コソボ住民によるコソボ暫定自治政府（PISG）

が立ち上げられている。90 年代には国際社会から孤立した上、99 年には NATO の空爆を

受けた結果、国内のインフラは破壊され、経済活動も壊滅的な打撃を受けた。 

破壊されたインフラの復旧はまだ終了しておらず＞ 
その後、民主政権によ

る。EU 加盟を希望し、2005 年 10 月に加盟交渉の前段

締結交渉が開始された。 
 
国営企業の民営化や外国投資の誘致等により市場経済化を進めており、7％の経済成長

率、生産活動の回復、財政赤字の縮小（対 GDP 比 4％から 2％へ）、外貨準備の増加等、

成長の兆しを見せている。民営化は、たばこ、石油及び金融分野で進んでいる一方で、約

77 億ドル（約 9,079 億円）に上る貿易赤字、高い失業率（

。 
 
2004 年の貿易は輸出が 40

ボスニア・ヘルツェゴビナ、伊、独、輸入相手国は独、露、伊で

鋼、化学薬品等。輸入品は化学薬品、原油、工業用機械、自動車等。 
 

＜体制整備の遅れもあり、JIの承認プロジェクトはこれから＞ 
UNFCCC には 1992 年に調印し、1997 年には批准した。セルビア環境科学省によれば、

京都議定書の批准は 2006 年の後半を予定している。セルビア・モンテネグロは EU 加盟

を希望しており、2005 年

（

指
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モンテネグロは 2006 年 4 月に国民投票で連合国からの独立意思を国民に問う予定で、

こ

重視＞ 

再生可能エネルギー促進策としての優遇買い取り価格などは

導入されておらず、将来的な検討事項と位置づけられている。 

の生産、送配電システムは EPS(Electric Power Industry of Serbia) として 1 社の

集中管理体制をとっている。地域暖房システムはピーク需要に合わせて設計されているた

め

スの減少等を目

的に、熱輸送や配熱施設を適切に調整するには相当な投資が必要とされる。同国の石炭埋

3 鉱床にある褐炭が中心

で

年々減少する傾向にあ

り、2003 年は 81.5 万トンであった。今後、国内のエネルギー需要を満たすために天然ガ

ス

の国民投票結果が連合国の批准姿勢にどのように影響するか注視する必要がある。また、

セルビア環境科学省は京都議定書全般に関する知見は未だ不十分との自己認識を持ってお

り、プロジェクト承認における阻害要因になりうると指摘している。さらに、現在の経済

状況や規模、今後の成長に関する不透明感もプロジェクト実施の障害との認識を持ってい

る。 
 
＜現在のところ、再生可能エネルギーよりも火力発電を

コソボ紛争以降、エネルギー分野のインフラの復旧はそれ程進んでおらず、特に冬季の

長期間の停電も頻発している。このため、短中期に電力インフラの復旧が優先され、損傷

した水力発電所の再建を除き、再生可能エネルギーはそれ程注力されてない。発電は主に

水力、火力の依存度が高く、

 
エネルギー産業は同国の主要産業の 1 つであり、電力、石炭生産、地域暖房、石油・ガ

ス、及びこれらの輸出入事業に区分され、GDP の 10%以上を占める。国内のエネルギー

生産は国内需要を満たせず、輸入で一部がまかなわれている。 
 
電力

、過大能力問題を抱え、熱電併給（CHP）施設も稼働率が非常に低い水準に留まってい

る。 
 
エネルギー効率を高める余地は非常に大きいものの、輸送中のヒートロ

蔵量は 160 億トンと推定され、Kolubara、Kostolac、Kosovo の

ある。1999 年の空爆で激しく損壊した石油精製所は既に 70%以上の水準まで再建が進

んでいる。しかし、国内の石油製品需要が軽油にシフトしつつあるため、精製所における

相当額の投資が必要とされる。 
 
天然ガスは 1952 年から、石油は 1956 年以来生産されているが共に純輸入国である。

1996 年以来、天然ガスの平均生産量は 7 億 m3 である。石油生産は

の重要性が高まると見られ、新規にパイプラインを施設するために民間企業の関与を含

め、多額の投資が見込まれている。 
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（10）ボスニア・ヘルツェゴビナ ～京都議定書は未批准～ 
 

えた共通の目的であり、政府はこの目標に向かって国際社会の支援を得ながら諸改

に取り組んでいる。EU は 2005 年 11 月 7 日にボスニア・ヘルツェゴビナとの安定化連

盟プロセスの進展は、引

き

輸入超過の状況が続いて

おり、失業率も 40%超の水準。 

い。京都議定書に関して

は、2006 年中の批准を目指すとの情報もあるが、その行方は不透明である。気候変動問題

に

すら立たず、UNFCCC のフォーカルポイントのノミネーション手続きも行なわれ

ていない。プロジェクト実施以前に解決すべき問題が散在している。 

力発電は国内の再生可能エネルギー供給の 3 分の 2 で、残りは一般家庭で使用される

バ

95 年 12 月、デイトン和平合意の成立で国内紛争による戦闘は終息した。ボスニアは、

ムスリム系及びクロアチア系住民が中心の「BH 連邦」及びセルビア系住民が中心の「ス

ルプスカ共和国という 2 つの主体から構成される一つの国家とされた。それぞれの主体が

独自の警察や軍を有し高度に分権化されている。同国にとって、EU 及び NATO 加盟は民

族を超

革

合協定締結交渉の開始を承認した。同協定の締結交渉及び EU 加

続き国内の諸改革への取り組みや旧ユーゴ国際刑事裁判所への協力等に影響される。 
 
紛争の影響で正常な経済運営がなされておらず、依然多くを国際社会の援助に頼ってい

るのが現状。2003 年度の推定で 1 人当り GDP は 1,849 ドル（約 21 万 8 千円）となって

いる。主要産業は木材加工、繊維、鉱業、電力だが、貿易全体で

 
＜気候変動問題に対する具体的な取り組みは無い＞ 

2000 年 7 月に UNFCCC を批准したものの、未だ発効していな

取り組む有効な法制度すら存在していない。 
 

UNFCCC 発効のみならず、暫定的な国別報告書の事務局への提出や京都議定書批准の

見通し

 
国内のエネルギー資源のうち 60%を石炭が、21%を石油が、5.5%を天然ガスが、14%を

水力発電・バイオマスが占めている。15 ヵ所の炭鉱から産出される年間 880 万トンの石

炭は、主に発電に利用される。石油は主に暖房向けに、さらに天然ガスは効率の悪い地域

暖房施設向けに使用されている。石油、天然ガス共にロシアからの輸入に依存している。 
 
水

イオマスが占める。2003 年度の総発電量は 104 億 4,000 万 kWh であり、石炭火力が

48%、石油火力が 2%、水力発電が 50%を占める。なお、同国は電力の輸出国である。 
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（11） アルバニア ～GHG排出量が大きくないため、プロジェクトは規模が小さい～ 

際社会から支援を受けて経済活動は徐々に回復しつつあり、GDP 成長率は 1998 年以

降

タリア、ギリシャとの関係が強い。 

いる。2005 年に環境省の気候変動ユニッ

の中に DNA が設置された。Ms Ermira Fida, (Manager of the Climate Change Unit)
が

ロジェクト検討、

実施の障害と考えられる。基準年となる 1994 年の排出量は僅か 700 万トンであり、2004
年

め、石炭、天然ガスは僅かに留まる。国内の石油生産量は年間 40 万トンと少ない。ブル

ガ

暖房の多くが電気による。電力全体の 60%は一般家庭で消費されており、国内の電力需

要は急増している。売電価格がコストを下回る水準に抑制され、盗電が横行し、支払い率

も低く留まっている。総国内発電量は 4,160GWh で、95%は水力発電による。但し、設備

の老朽化などから 3 分の 1 が送電ロスとなっている。垂直統合された国営電力会社が市場

を独占している。 
 

 

 
長年、半鎖国的な社会主義体制をとってきたアルバニアは東西冷戦の終結、東欧諸国の

民主化、国内経済の悪化などの背景から、その鎖国政策を大幅に変更し、1990 年以降、国

際社会への復帰、先進諸国・国際機関との関係強化及び安全保障の確保を基本的な外交方

針としている。NATO、EU 加盟を最優先課題としており、2003 年 1 月、EU との安定化・

連合協定交渉を開始した。2005 年 7 月、任期満了に伴う議会選挙が実施された結果、野

党民主党が躍進、民主党ベリシャ党首（元大統領）が新首相に就任し、8 年ぶりに社会党

からの政権交代が行われた。 
 

国

平均 6～8％の高成長を続けている。1 人当り GDP は 1,560 ドル（約 18 万 4 千円）、失

業率も 15.8%と高く、治安情勢を十分安定させ、経済や社会のインフラを整備して外国か

らの投資を増大させていくことが大きな課題となっている。主要産業は農業、機械工業、

鉱業等であり、貿易を通じて、イ

 
＜2005年、環境省内に DNAを設置＞ 

1994 年 10 月に UNFCCC を批准、1995 年には発効し、さらに京都議定書を 2005 年 4
月に批准し、6 月には発効している。2002 年 9 月には最初の国別報告書を提出し、第 2 次

国別報告書の作成も 2005 年 3 月から開始されて

ト

コンタクトポイントである。 
 
個別プロジェクトのGHG削減規模が小さいことは、同国でのCDMプ

時点でも 840 万トンに過ぎない。 
 
＜一般家庭の電力消費が大半を占める＞ 

国内のエネルギー源として石油が 66.3%、水力発電が 22.8%、バイオマスが 8.8％を占

リアの黒海沿岸からアドリア海へ抜ける石油パイプラインの施設ルート上に位置してい

るため、今後も石油の輸入は増加すると見られる。 
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（12）マケドニア ～京都議定書のための制度を構築中～ 
 

マケドニア政府は EU 及び NATO への加盟を外交分野の最重要目標としており、「枠組

み合意」の履行を含む様々な改革に取り組んでいる。2004 年 3 月、EU に正式加盟申請を

行い、2005 年 12 月、欧州理事会において EU 加盟候補国の地位を付与された。1991 年

の独立後、国名問題を巡ってギリシャとの関係が悪化したが、1993 年、「マケドニア旧ユ

ーゴスラビア共和国（FYROM）」の暫定名称を用いることでギリシャの譲歩を引き出し、

国際的な承認を得るとともに国連加盟を果たした。 
 
旧ユーゴ市場に対する依存度が極めて高く、90 年代に入って旧ユーゴの解体とそれに続

く

の交易が再開した

こともあり、GDP 成長率は、96 年以降はプラスに転じた。1998 年から 99 年のコソボ紛

約 25 万人）、その受け入れに伴う負担が重なった

上

＜「京都議定書に関する国家戦略」を策定中＞ 

2 ヵ年計画の一環として、2003 年に第 1 次国別報

書を UNFCCC 事務局に提出している。 

「京都議定書に関する国家戦略」で

は、指定国家機関（DNA）が設置されることになっており、その後政策が構築されインセ

ン

として、気候変動と京都議定書に関する国家戦略を策定中であり、そ

中には DNA の設立も含まれている。現在、京都メカニズム実施に関与する省庁、機関

は、環境省（Ministry of Environment and Physical Planning：MOEPP）環境維持開発

国連の対新ユーゴ経済制裁及び国名問題によるギリシャの経済封鎖のため、貿易、特に

輸出が不振となり、独立以降急激な悪化と停滞を余儀なくされた。 
 
政府は IMF 及び世銀の支援を得つつ、93 年より経済安定化政策（賃金抑制、赤字国営

企業の整理、為替レートの安定化等）を実施。95 年より旧ユーゴ地域と

争時には多数の難民が流入し（最大時は

、ユーゴや欧州との交易が阻害されたことで経済的に大きな損害を受けた。 
 
また、2001 年 2 月に発生した紛争により経済は大打撃を受けた。主要産業は農業、繊

維、鉱業等で、1 人当り GDP は 2,382 ドル（約 28 万 1 千円）。失業率は 38.6%と高水準。 
 

1997 年に UNFCCC を批准し、1998 年に発効している。京都議定書については、2004
年に批准し、議会承認を経て同年 7 月 28 日に発効。マケドニアは、2000 年から開始され

た地球環境ファシリティー（GEF）の

告

 
第 2 次国別報告書は、GEF からの資金供与 41 万 5,000 ドル（約 4,890 万円）を利用し、

国連開発計画（UNDP）の 3 ヵ年計画の一環として、環境省を中心に取りまとめられるこ

とになっている。現時点では、マケドニアは京都メカニズム実施に関する政策、インセン

ティブを有していない。しかしながら、現在策定中の

ティブが取りまとめられる予定である。 
 
マケドニアにおいて、現在唯一の法令は 2004 年の京都議定書の批准に関する法（SI. V. 

no. 49/2004 on the Ratification of the Kyoto Protocol）のみである。しかし現在、UNDP
プロジェクトの一環

の
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部 （ Department for Sustainable Development ） で あ り 、 Ms. Teodora 
bradovic-Grncarovska がコンタクトポイントとなる。 

＜石炭による火力発電が主流＞ 

れ、ガスはロシアか

ら供給される。エネルギー自給率は約 65%。 

ヵ所あり、年間生産総量は 750 万トンだが、埋蔵資源は 2015 年に枯渇すると予測されて

合計生産能力 400MW）と 11 の小規模発電所

（合計生産能力 35MW）により国内電力生産の 14%を生産している。 

O
 
関連法案の欠如、及び DNA が未設置、温室効果ガス排出量が小規模なこと（1,500 万

トン）、また発電所 3 ヵ所で排出量の 65%を占めるなど排出源が特定の施設に集中してい

ることから、取引に要する費用と時間を配慮した場合、経済的に実行可能なプロジェクト

の規模が限定されることが懸念される。 
 

一次エネルギー需要は、2003 年の時点で、石炭（国産褐炭）が 55%、石油が 31.4％、

バイオマスが 6.5%、水力発電が 3.4%、ガスが 2.8%だった。マケドニアには原油、ガスと

も埋蔵資源がなく、石油はギリシャの海港ターミナルより鉄道輸入さ

 
天然ガスは、産業と地域暖房用の消費に限定され、一般家庭、及び発電には使用されて

いない。バイオマスは個々の家庭暖房のみに限られ、電力発電のためには使用されていな

い。マケドニアは電力の純輸入国であるが、輸入量は純国内消費の約１%に相当するのみ

である。 
 
国内電力生産の 70%は国産褐炭に依存しており、現在 Bitola（生産能力 660 MW） と

Oslomej (生産能力 125 MW)の 2 つの発電所によって賄われている。国内には褐炭鉱が４

いる。 
 
国内唯一の石油精製所 OTKA が生産する残油は、Negotino 発電所（198MW）が利用し

ている。同発電所は、国内電力生産の 16%を占める。唯一の再生可能エネルギー利用（RES）
は水力発電で、現在 6 つの大型水力発電所（
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7．南アフリカ共和国 ～電力部門などエネルギー効率改善分野に可能性～ 
 

クリーン開発メカニズム（CDM）のスキームでは、中南米及びアジアを中心に数多く

の

いること、及び豊富な石炭資源に依存した高エ

ルギー消費型経済であることから、特にエネルギー部門において削減ポテンシャルが存

言える。 

ており、環境・観光省（Department of 
Environmental Affairs and Tourism: DEAT）を気候変動に関するフォーカルポイントと

し

連の制度整備も進んでおり、2004 年 9 月に環境・観光省が策定したCDM国家戦

略である国家気候変動対応戦略（National Climate Change Response Strategy）を受け

て

リカのDNA関連組織として、DNA事務局を監督・諮問するDNA運営委員会

（ esignated National Authority Committee）及びCDM促進を担当する小委員会

（

NAは、プロジェクト承認決定にあたり、DNA運営委員会から提出されたコメントを

考慮することが義務付けられている。一方、CDM促進小委員会は、南アフリカにおける

CDM促進活動を統括・調整する機関で、現在設立準備中である。海外直接投資促進や再生

可能エネルギープロジェクト実施を担当する政府機関の間でCDM促進活動の役割分担を

決定したり、様々なセクターにおけるCDMのポテンシャルを推計したり、優先プロジェク

トや優先セクターを決定する役割を担う。CDM促進小委員会は、貿易産業省、鉱物エネル

ギー省、公社等で構成される。また、プロジェクト実施者（産業界）や非政府組織（NGO）

                                                 

案件が形成・実施されており、アフリカは出遅れた状況になっている。その中で、南ア

フリカ共和国（以下、南アフリカ）は、モロッコを除けばアフリカで CDM 理事会に登録

された CDM プロジェクトがある唯一のホスト国であり、アフリカの CDM 先進国と言え

る。CDM 関連の法制度が既に整備されて

ネ

在する、有望な CDM ホスト国と

 
＜CDM関連法制度整備状況＞ 

南アフリカは 1997 年 8 月 29 日に国連気候変動枠組条約（UNFCCC）を批准、また、

2002 年 7 月 31 日には京都議定書を批准し

て、国内の温暖化対策を進めている。2003 年 12 月には第 1 回国別報告書を提出してお

り、現在その改訂版を作成中である。 
 

CDM関

2004 年 12 月 24 日には鉱物・エネルギー省（Department of Minerals and Energy: 
DME）にCDMを担当する指定国家機関（DNA）が設置された28。 
 

南アフ

D
Sub-Committee on the Promotion of CDM Projects）が設置されている29。DNA運営委

員会は8つの省庁から構成されており、DNAの監督・諮問の他、CDMプロジェクトの承認

手続きや要件の決定・公表、提出されたプロジェクトの検討及びDNAへのコメント提出等

の役割を持つ。 
 
D

 
28 DNAの役割は、2005 年 7 月に公示された国家環境管理法（National Environmental 

Management Act (107 / 1998)）のセクション 25 の中で規定されている。 
29 http://www.dme.gov.za/publications/pdf/cdm/Committee%20ToR.pdf
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の代表者が3名ずつオブザーバとしてCDM促進小委員会に参加することができる。 

＜

5

年 1 月中に登録申請されているため、レビュー申請がなければ 2006 年

3 には登録される見込みである。 
 

iomass Project Durban Landfill-gas-to-electricity project 2 DNA
DM 30 1

AM0010  

 

 
3-7-1.南アフリカ DNA 関連組織 

出所：鉱物・エネルギー省より作成 
 

DNA 運営委員会 
(Steering Committee) 
構成： 
・貿易産業省 
・鉱物エネルギー省 
・環境・観光省 
・運輸省 
・財務省 
・農業省 

促進小委員会 
(Promotions Sub- 
Committee) 

構成： 

・貿易産業省 

・鉱物エネルギー省 

・公社 

・民間 

 
DNAは 5件のプロジェクトを承認＞ 
2006年1月現在、5件のプロジェクトが南アフリカDNAに対し承認申請を行っている。

件中 2 件は、DNA 承認レターの発行を受けて CDM 理事会に対し登録申請を行い、その

うち 1 件（“Low-cost urban housing energy service upgrades, Khayelitsha”プロジェク

ト）は、既に CDM 理事会に登録されている。もう 1 件（“Lawley Fuel Switch”プロジ

ェクト）も、2006
月

CDM理事会に提出されている有効化審査中のプロジェクトのうち、“Mondi Richard 
Bay B ”及び“ ”の 件は

発表のリストに含まれていない。また、日本の政府承認を受けたC プロジェクト も

件存在する。また、上記“Durban Landfill-gas-to-electricity project”は、世界銀行の炭

素基金 （PCF）のプロジェクトであり、もともと 2003 年に新方法論（NM0010）として

提出されたもので、 として方法論が承認されている。

                                                  
30 平成 17 年 11 月 4 日付経済産業省発表資料「ＣＤＭプロジェクトの政府承認決定につい

て」 

・水資源・森林省 
・保健省 
・外務省 

DNA 

鉱物資源省 

DNA Directorate 
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3-7-2.南アフリカ DNA 承認済み及び承認手続き中プロジェクト一覧 

No
. プロジェク プロジェクト概要 

DNA 承認段階  
（パブコメ期間） 

CDM 理事会登録状況 
トタイトル 

1 Low-cost urban housing 
energy ser
upgrades,
Khayelits
 

2309 世帯における太陽熱給
湯器、断熱天井及び省エネ型
蛍光灯の導入 

4/30） 
登録済み 

DNA 承認済み
（2005/03/31-0
CDM 理事会

vice 
 Kuｙasa, 
ha 

2 Lawley Fu ch 
Project 
 

Lawley Brick Factoryの
ンガ製造炉における石炭
ら天然ガスへの燃料転換
 

請中 
（2005/10/24-11/23） 
CDM 理事会登録申請中 

el Swit レ DNA 承認申
か
 

3 PetroSA biogas to 
energy project 

PetroSA ガス液化プラント
における排水メタン回収発
電 

DNA 承認申請中
（2005/12/22-2006/01/22） 
有効化審査中 
 

4 Rosslyn Brewery 
Fuel-Switching Project 
 

South Africa eries 
社の Rosslyn Brewery 工場
における石 ガス/
バイオガ  
 

DNA 承認申請中 
（2005/10/24-11/23） 
有効化審査中 

n Brew

炭から天然
スへの燃料転換

5 Bethlehem (4 MW) 
hydroelectric project 
South Africa 

Dihlabeng自治体における DNA 承認申請中 
2005/10/24-11/23） 

化審査中 
4MW水力発電の導入 （

有効
 

出所：鉱物・エネルギー省 
 

 
 

3-7-3.有効化審査中及び日本国政府承認プロジェクト 

No
. プロジェクトタイトル プロジェクト概要 

DNA 承認段階  
（パブコメ期間） 

CDM 理事会登録状況 
１. Mondi Richards Bay 

Biomass Project 
バイオマス利用・メタン回避 DNA 承認段階：不明 

有効化審査中 
 

２ Durban 処分場メタン回収発電 DNA 承認段階：不明 . 
Landfill-gas-to-electricit
y project – Mariannhill 
and La Mercy Landfills 
 

有効化審査中 

３. Chlookop 廃棄物埋立処
分場メタンガス回収処理
プロジェクト 
 

処分場メタン回収 DNA 承認段階：不明 
CDM 理事会登録状況：未登録
ただし、日本国政府承認済み 

 

出所：CDM 理事会資料及び日本政府発表資料より作成 
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また、DNA は、パブリックコメント用に公 する前の段階の PDD 及び PIN について、

表 3-7-4.のリスト

 
へ提出された ックコメ

タ O2e） 

開

を公表している。 

3-7-4.南アフリカ DNA PIN 及パブリ ント公開前の PDD 
No. プロジェクト イプ PIN/PDD 削減量（トンC
1 廃棄物処分場メタン回収 PDD 3,204,032 
2 廃棄物処分場メタン PDD 1,009,200 回収 
3 燃料転換 PDD 518,840 
4 住宅熱効率向上 PDD 44,024 
5 水力発電 PIN 215,512 
6 燃料転換 PIN 203,064 
7 工場省エネ PIN 12,400,000 
8 N2O削減 PIN 4,360,000 

  
 削減量合計（ 2

21,954,672 
2005年～ 012年） 

出所：鉱物・エネル
 
＜プロジェクトの有望分野＞ 

ア 諸国の 豊富 にした鉱

業部門 など 1990
年代後半に経済が停滞した後、2000 年以降は順調な経済成長を見せている。南アフリカの

は、二酸化炭素（CO2）換算 3 億 7,984 万トン（1994 年）で

り、エネルギー分野からの排出が約 8 割、工業プロセスからの排出が 8％を占める。 
 

 
      南アフリカの温室効果ガス排出量内訳（  

ギー省 

南 フリカは、アフリカ

、自動車、化学、造船

中では経済水準が高く、

の製造業部門、及び農業部門

な鉱物資源を背景

中心の経済である。が

温室効果ガス（GHG）排出

あ

3-7-5. 1994 年）

農業
9%

8%

廃棄物
4%工業プ

ロセス

エネル
ギー
79%

 
出所：UNFCCC データより作成 

(注：土地利用変化・森林からの排出・吸収を除く) 

‐123‐ 



南

 
3-7-6.南アフリカにおける CDM プロジェクトタイプとプロジェクト例 

ジェクトが実施されている。 
 

＜電力部

2005年3月に策定された南アフリカ国家省エネルギー計画（Energy Efficiency Strategy 
of the Republic of South Africa）の巻頭言31で、鉱業・エネルギー省大臣が「南アフリカ

ではエネルギーをいつでも手に入るものと考えているがために、あるべき水準より多くの

エネルギーを消費してしまっている」と述べているように、南アフリカ経済は、豊富な石

炭資源に依存した高エネルギー消費型経済となっている。 
 
南アフリカのエネルギー構成は、一次エネルギー供給の約74％を石炭が占め、次いで石

油約10％、天然ガスが約2％と、化石燃料が中心となっている。GHG排出に関しても約8
割をエネルギー部門が占めている。また、電力に関しては93％が石炭、次いで原子力、水

力という電源構成であるため、電力の排出係数が0.86kgCO2/MWh32と非常に高く、水力

発電が中心のブラジルなどと比較すると約10倍の水準になっている。このため、再生可能

                                                 

アフリカの DNA は、可能性のあるプロジェクトタイプとして以下を挙げている。 

出所：鉱物・エネルギー省 
 

また、前述の DNA に提出されているプロジェクトの中では、燃料転換、再生可能エネ

ルギー発電、廃棄物埋立処分場メタン回収、コージェネレーション、省エネといったプロ

門の他、住宅・商業セクターのエネルギー効率改善が可能＞ 

 
31 Foreword, “Energy Efficiency Strateg e Republic of S  Africa” Department 

of Minerals and Energ
32 2000 年～2002 年平均値。CO2 Emissions from Fuel Combustion (2004 Edition), OECD/IEA. 

プロジ
タ

ェクト 
プロジェクト例 

イプ 
エネルギ 供

 

 
ル技術 電  
る石炭 替  

コージェネレーショ オマス及び化 ）  
再生可能エネルギー 力、太陽光、 マス等）、

他の再生可能エ 利用（バイオ ）  
石炭から天然ガスへ 換   

 農林業残渣の発電・熱供給利用  

ー 給   天然ガス発電
 クリーンコー による発
 水力発電によ 火力の代
 
 

ン（バイ
発電（風

石燃料
バイオ

その ネルギー ガス等
 の燃料転

製造業  ボイラー燃料転換（ 天然ガス）  
省エネ  

エネルギー原単位の への構造転

 石炭から
 工場
 低い業種 換  

鉱業   省エネ  
 炭鉱メタン削減  

農林業  （2008-2012）  
 森林管理
 植林・再植林

 
運輸   公共交通機関の改善  

 都市計画・運輸管理の改善  
 燃費向上  

y of th outh

y, March 2005. 
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エ

 
南アフ ルギー、お

よび ルギーを含む効果的な電源ミ る CDM のポテンシャル

が高い  
 
電力部門以外のエネ エネルギーを利用した温水機

の導入、照明機器の効

利用などが有望視されてい 空調、

クーラーの効率化、これら機 エネルギーを利用した温水

器 可能性も検

 
エネルギー政策

ネルギーや燃料転換による削減ポテンシャルが多く存在する。 

リカの第 1 回国別報告書では、デマンドサイドマネジメントと省エネ

再生可能エネ ックスの導入によ

としている。

ルギー関連では、住宅における、太陽

率化、ボイラーの効率化、温水の有効利用、ヒートポンプと温水の

る。また、商業セクターではビルの省エネの他、暖房、

器・システムの改修、そして太陽

の導入の 討されている。 

 
ルギーに関する 、以下の３つの柱から構成されている33。 

①エネルギー資源 発 
機関と民間  

間生活の質的 よび開発計画の実施 
 

tegrated Energy Plan）では、石炭を主要なエネルギー源とし

位置づけつつも、再生可能エネルギーを含む他のエネルギー源の利用促進も目指してい

る

エネ 基本政策は

の持続可能で安全かつ効率的な開

調関係の設立・調整②国営 企業との間の協

③民 向上を目指した構造改革お

総合エネルギー計画（In
て

。また、省エネを今後のエネルギー政策の基礎として位置づけている。 
 
省エネルギー政策 

2005 年 3 月には、前述の南アフリカ国家省エネルギー計画が策定された。同計画は、

）で実施され、最

終

計画は社会的、環境的、経済的な持続性という側面にかかわる 8 つの目標を掲げてい

る

３フェーズ（2005 年～2008 年、2008 年～2011 年、2011 年～2015 年

的には 2015 年時点で Business-as-usual（BAU）シナリオと比較して国全体で 12％の

最終エネルギー需要の抑制という目標を掲げている。また、産業・鉱業、発電、商業・公

共セクター、住宅、運輸の各分野での省エネ達成目標を掲げている。それらの目標に関し

て、現時点では自主的目標であるが、将来的には義務化される可能性があるとしている。 
 
同

。その中の「CO2排出削減」目標の達成にとって、省エネはもっとも費用対効果の良い

GHG削減方法であり、CDM適用の可能性も高いとしている。また、省エネ実施にあたり

利用可能な資金ツールの一つとしてもCDMを評価している。 
 
再生可能エネルギー政策 

鉱物・エネルギー省は 2003 年 11 月に「再生可能エネルギー利用白書」を発表し、南ア

                                                  
33 アジア太平洋エネルギー研究センター、ジェームス イーストコット「南アフリカ共和

国」（財）日本エネルギー経済研究所、IEEJ：2005 年 7 月。 
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フリカ国内での再生可能エネルギーポテンシャルの検討及び利用促進計画を策定している。 
 

ギー消費量の 9％であり（殆どが薪や動物の糞尿）、電力で見るとそ

の割合は 1%にも満たない。 

 
における総発電設置容量 41,539MW のうち、これらクリーンエネルギー

が は、財政的

な支 への啓蒙により再生可能エネ

ルギ

 
また、鉱業・エネルギー省内に再生可能エネルギー財政支援事務所（Renewable Energy 

Fi

も設立されて

る34。 

＜

 

ctricity project”と、既に

本政府承認を受けているChlookop廃棄物埋立処分場メタンガス回収処理プロジェクト

アフリカでは、人口の都市化と廃棄物回収サービスの対象人口

の

                                                 

同白書によれば、1999 年現在、国内で利用されている再生可能エネルギー（太陽エネル

ギー、バイオマス燃料、風力、水力、波力・潮力エネルギー、地熱エネルギー）の占める

割合は、国内総エネル

 
このような状況のもと南アフリカでは、再生可能エネルギーによる最終消費エネルギー

量を 2013 年までに 1 万 GWh（80 万石油換算トン）にまで引き上げることを目標に掲げ

ている。また、中でもバイオマス、風力、太陽エネルギー、そして小水力エネルギーの利

用に重点を置くと明言している。 

2013 年の国内

占める割合はおよそ 4%（1,667MW）になると見込んでいる。より具体的に

援、効果的な法制度の整備、技術開発の促進、及び市民

ーの推進を図るとしている。 

nance and Subsidy Office: REFSO)を設立し、再生可能エネルギーに関する補助金を支

給している。2013 年の再生可能エネルギー目標値である１万GWhの達成に貢献するプロ

ジェクトに対して 2005 年から 2007 年の間、資金補助を行う補助金スキーム

い

 
工業プロセス（製造業・鉱業）、メタン回収分野の可能性＞ 
工業プロセスによるGHG排出は、南アフリカにおける全体GHG排出量の約 9％を占め

ており、その約 60％が鉄鋼業からの排出である。その他の主要排出産業には、セメント、

合金、石灰、アンモニア等の製造が挙げられる。また、南アフリカにおける石炭採掘にか

かるGHG排出削減方法としては、採掘率の向上、露天掘りによる残存支柱の採掘、石炭洗

浄の効率化、廃棄石炭の燃焼技術の向上、採掘前のメタン回収が検討されている35。 

南アフリカにおける廃棄物埋立処分場及び排水処理施設からのメタン排出はCO2換算約

1,560万トン（1994年）であった。廃棄物埋立処分場からのメタンガス回収（LFG回収）

は、CDMプロジェクトとして非常に一般的なプロジェクトタイプである。南アフリカでも、

現在有効化審査に提出されている“Durban Landfill-gas-to-ele
日

の存在が知られている。南

増加に伴い、埋立処分場で埋立てられる廃棄物量は増加傾向にある。 
 

34 DNA News Bulletin, November 2005 
35 “South African National Strategy Study on the Clean Development Mechanism”, March 

2002, The World Bank. 
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また現状ではLFGの回収は限定的である。農業からのメタン排出は、主に家畜（牛、羊）

からである。飼育方法は放牧が主流であるが、畜舎飼育における糞尿処理からのメタン利

用

燃費の向上、燃料代替（LPG、CNG、電動カー、バイオ燃

料）、公共交通手段への転換に高い GHG 排出削減ポテンシャルがあるとしている。しかし、

現

ット獲得へ＞ 
本を始め、数カ国の附属書Ⅰ国が南アフリカにおける CDM に関心を示しており、

D

の存在感が大きい。デンマーク援助庁（DANIDA）を

通じて DNA 設立へ資金援助を行っており、DNA 創立記念行事へデンマーク大使が出席す

る

2005 年から国連工業開発機関（UNIDO）への資金拠出により、「工業

セクターにおけるCDMプロジェクト開発・実施支援」パイロットプロジェクト（対象国：

ロジェクトは、オーストリ

ア

銀

National Strategy Study プログラムの一環として南アフリカ国家 CDM 戦略研究

（

ビルディング・

プロジェクトも実施されている。 

や処理方法の改善によるメタン排出回避のポテンシャルも存在する。 
 

また、国内の GHG 排出量のおよそ 10 分の 1 を占める交通セクターに関して、第 1 回

国別報告書は、燃料税の導入、

時点では交通セクターにおいて、CDM プロジェクトとして形成が比較的容易な活動は

燃料代替などに限られる。 
 

＜デンマーク、オーストリアがクレジ

日

NA によれば、南アフリカ政府は日本、フランス、デンマーク、カナダ、オーストリア、

世界銀行と CDM に関する協力についての覚書（MOU）の締結手続きを進めている。 
 
諸外国の中では、特にデンマーク

など、存在感を示している。デンマークとの協力内容は、まず民間・政府機関における

能力育成（キャパシティ・ビルディング）で、次に民間企業への PDD 等作成費用の支援

である。 
 
オーストリアは

南アフリカ、ベトナム、メキシコ）を実施している36。このプ

民間企業とホスト国のプロジェクト実施者のパートナーシップ構築を通じて、PIN及び

PDDを各 3 件程度作成することを目標にしている。また、日本は前述のように、日本カー

ボンファイナンス株式会社が参加するプロジェクトが既に日本政府の承認を受けている。 
 
また、国際機関との協力では、世界銀行との協力関係が挙げられる。2002 年には世

の

CDM National Strategy Study）を発表した。 
 
炭素基金（PCF）は、Durban Landfill-gas-to-electricity projectから 380 万トンCO2

の排出削減量購入契約（ERPA）を締結している。また、世銀のコミュニティ開発炭素基

金（CDCF）が“Bethlehem Hydroelectric Project”から 20 万トン CO2のERPAを締結

している模様である37。国連機関に関しては、前述のUNIDOのプロジェクト以外に、CDM
承認要件の開発などに関する国連開発計画（UNDP）によるキャパシティ・

                                                  
36 http://www.unido.org/doc/24651 
37 http://carbonfinance.org/Router.cfm?Page=ProjPort&ItemID=24702 
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＜

、有望なCDMホ

ト国としての南アフリカの知名度を高めることの必要性を感じている。また、京都議定

書

のモントリオールで開催された気候変動枠組条約第 11 回締

約国会議（COP11）及び京都議定書第１回締約国会合（COP/MOP1）における発言39では、

変動枠組条約の「共通だが差異のある

責

た

めには適用・緩和の両側面での資金的援助が必要だと述べている。 

京都議定書の強化と途上国支援の二本立てを提唱＞ 
南アフリカはCDMを、自国に便益もたらす機会として非常に積極的に捉えている。特

に地域に根ざしたCDMプロジェクトの促進が重要だと考えている。また

ス

の将来について、DNA広報誌では「南アフリカは非附属書Ⅰ国のステータスを失うの

か？38」と、ブラジル、インド、中国と並び自国の将来的な非附属書Ⅰ国の地位について

の不安とCDMホスト国として推進している努力への悪影響への懸念を表明している。 
 

2005 年 11～12 月にカナダ

主に排出削減における先進国の責任を重視し、気候

任」原則を強調し、将来枠組みの議論では京都議定書の強化と途上国支援の二本立てア

プローチを提唱した。また、キャパシティ・ビルディングの必要性を訴えている。また、

南アフリカの環境大臣は、サイドイベントにおいて将来枠組みへの途上国の参加を得る

                                                  
38 DNA News Bulletin, November 2005 
39 この部分は、International Institute for Sustainable Development (IISD) が発行

12 No. 280～No. 291及びENB on the side, Volume するEarth Negotiations Bulletin Vol. 

17, Issue #1～#12に基づいている。 
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8．エジプト ～政府承認案件は 7件、今後は CDM理事会登録案件も出る見込み～ 

 
エジプト・アラブ （以下、エジプト）におけるクリーン開発メカニズム（ ）

DNA 2006 1 24

4
が提出済みで、その中には CDM 理事会に承認されるもの、統合化方法論としてすでに

取

年の大統領令第 号に基づき、首相直属の機関としてエジプト環境庁（  
1985 年，

1991 年，1994 年）を経て、1997 年に大統領令第 275 号に基づき環境省(Ministry of State 
for Environmental Affairs: MSEA)が新設された後は、環境行政の調整機能を環境省に移

管させる一方、執行を重点に担当することとなった。 

 
エジプトは国連気候変動枠組条約機構（UNFCCC）に 1992 年 6 月 9 日に署名、1994

年 12 月 5 日に批准、京都議定書には 1999 年 3 月 15 日に署名した後、1999 年 7 月 19 日

に国別報告書を提出した。その後 2002 年 10 月には EEAA の傘下であるタビン冶金学研

究所(Tabbin Institute for Metallurgical Studies: TIMS)を中心に CDM 国家戦略である

「エジプト国家 CDM 戦略研究（Egypt National Strategy Study on the Clean 
Development Mechanism：NSS）が策定され、EEAA の下部組織として CDM 担当部局

を開設すること等が勧告された。 

 
その後、京都議定書に 2005 年 1 月 12 日に批准してから、国内制度を整備する必要が生

じたため、2005 年 3 月 14 日に省令第 42 号によって、エジプトの DNA が EEAA 内に設

置された。 

 
2006 年 1 月現在、24 件のプロジェクトが DNA に対して承認申請を行っており、うち 7

件がエジプト国政府承認を得ているものの、UNFCCC のサイトにおいて有効化審査開始

済み（パブリックコメント募集開始済み）のプロジェクトとして公表されているものは無

 

共和国 CDM
プロジェクトは指定国家機関（ ）に提出されているものが 年 月時点で 件

（うち 9 件が小規模 CDM）あるものの、有効化審査の過程におけるパブリックコメント

を募集している案件はまだ無い。しかし CDM プロジェクト用に提出された新方法論は

件

り込まれたもの、今後取り込まれるものなどがあることから、今後直接及び間接的に承

認されていくものと考えられている。そのため比較的短期間で、これらの案件が順次有効

化審査に進み、エジプトの CDM プロジェクトは顕在化していくことが予想される。 

 
1982 631 Egyptian

Environmental Affairs Agency: EEAA）が設置され、その後 3 回の組織改革（

い。
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ただし、政府承認を得ている 7 件のプロジェクトのうち、“Zafarana 120 MW Wind 
ower Plant”の方法論については NM0036 が ACM0002 として統合化され、“Abu Qir 

Fe

8-1.エジプトにおけるDNA関連組織 

 

 

 

 

P
rtilizers N2O Abatement”については NM111 が EB22 にて新方法論として承認される

など、方法論が整備されつつある。一方、CDM 理事会に新方法論の申請のため提出され

てはいるものの、DNA に対して承認申請を行っていないプロジェクトが 2 件ある。 
 
 
 
 

3-

環境省 
(Ministry of State for Environmental Affairs: MSEA) 

環境庁・気候変動ユニット 
(Climate Change Unit: CCU-EEAA) 

エジプトCDM事務局 エジプトCDM評議会 
(The Egyptian Bureau for CDM: EB-CDM) 

EC-CDM事務局 

自由貿易区・投資統制局 
(General Authority for Free Zone & Investment: GAFI) 

(The Egyptian Council for CDM: EC-CDM) 
エジプトCDM運営委員会 

DNAの構成 

       出所：エジプトDNA 
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3-8-2.エジプト政府承認済み及び承認手続き中プロジェクト一覧 
No. 分類 プロジェクトタイトル DNA 承認状況 

1 Zafarana 120 MW Wind Power Plant   承認

2 Zafarana 85 MW Wind Power Plant   承認

3 Damietta Barrage Mini-Hydro （小規模 CDM） 承認 
4 Naga Hammadi Barrage Hydropower  承認 
5 Assiut Barrage Hydropower  承認 
6 

エネルギ

Kuraymat Integrated Solar Combined Cycle 
Power  

第 1 次審査中 

再生可能 
ー 

7 Abu Qir Fertilizers N2O Abatement   承認 
8 Delta F 第 2 次審査中 ertilizers N2O Abatement  
9 Semadco Fertilizers N2O Abatement  第 1 次審査中 

10 

工業 

KIMA Che ndustries N O Abatement  第 1 次審査中 mical I 2

11 廃棄物  第 2 次審査中 Onyx Gas Capture and Flaring 
12 El-Nasr for Carton Cogeneration （小規模

C
第 2 次審査中 

DM） 
13 M ion （小規模 CDM） 第 1 次審査中 isr El-Monofia Cogenerat
14 Al Sindian Paper Mill Cogenerat

CDM） 
第 2 次審査中 ion （小規模

15 El Moha eration （
CD

 ndes for Pasta Cogen
M） 

小規模 第 1 次審査中

16 e HeaAbou Zabaal Fertilizers Wast t Recovery  第 2 次審査中 
17 

省エネ 

Sema aste Heat Recovdco Fertilizers W ery  第 1 次審査中 
18 Glass for Dying and Preparation （小規模

CDM） 
第 2 次審査中 

19 22 Brick Kilns in Fayoum （小規模 CDM） 第 2 次審査中 
20 ilns in Fayoum （小規模  8 Brick K CDM） 第 1 次審査中

21 5 Brick Kilns in Fayoum （小規模 CD 査中 M） 第 1 次審

22 Tourah Cement Company  承認 

燃料転換 

23 el Switching at National SteFu el Plant  第 1 次審査中 
24 植林 Greater Cairo Ring Road Project  第 1 次審査中 

 

 
3-8-3.DNA 未申請のプロジェクト 

分類 プロジェクトタイトル 新方法論審査状況 

省エネ 
Waste gas-based cogeneration project at 
Alexandria Carbon Black Company, Egypt 

NM107rev 
（EB21 の B 判定を受け再提
出） 

燃料転換 

Industrial fuel switching from petroleum 
fuels to natural gas without extension of 
capacity and lifetime of the facility where 
barriers to switching exist at Sinai Cement 
Plant 

NM132 
（EB22 において AM0008 へ
の統合化が提案） 

出所：エジプト DNA 

- 131 - 



- 132 - 



＜エネルギー関連の削減プロジェクトにポテンシャル＞

エジプト経済はIMF等の支援を受けた経済改革によって 1990 年代半ばにおいて 5-6%台

の成長を遂げたものの、地域情勢の不安定化等により 2000 年以降は景気が後退した。その

後徐々に景気は回復し、近年政府発表でGDP成長率は 4%台の水準で推移している。産業構

造としては、もともとは農業国であったが、1976 年から石油が輸出可能になって以来、石

油・石油製品の生産が加速することとなり、2003/2004 年のGDP構成比では、貿易・金融・

保険 19%，鉱工業 18％，農林漁業 16％に加え石油・石油製品が 12%と上位に入るように

なった。エジプトの温室効果ガス（GHG）の排出量はCO2換算 1 億 1727 万トン（1990 年）

であり、エネルギー分野からの排出が約 7 割、次いで農業からの排出が 15%を占める。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2002 年に完成した NSS では様々な CDM プロジェクトの実施可能性が検討されており、

以下のようなプロジェクトタイプが有望であると示されている。 
 
○省エネ及びコージェネレーション（繊維，化学，食品・飲料，金属各産業、並びに

ホテル等の建物） 
○燃料代替（工場及び運輸における天然ガスへの代替） 
○風力 
○有機廃棄物及び都市固形廃棄物からのメタンの活用 
○植林 

3-8-4.エジプトの温室効果ガス排出量内訳（1994 年） 

 
出所： UNFCCC 

(注：土地利用変化・森林からの排出・吸収を除く) 

工業プロ
セス
9%

農業
15%

廃棄物
5%

エネル
ギー
71%
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さらに、NSS においてはプロジェクトの事例を評価し、以下の CDM 案件について非常

に実現性が高いと結論付けている。 
 

3-8-5.CDM の有望分野と主なプロジェクト名 

省エネ・コージェネレーション Cogeneration Project of 3.5 MW Capacity at 

Misr Elmonifia Company (Textile) 

 Control Systems and Energy Saving 

Equipment at Zenotex 

交通燃料代替 Switching to Natural Gas in Buses (100 Units) 

再生可能エネルギー発電 CDM 60 MW Wind Farm in Comparison with 

BAU 45 MW Steam Turbine (Mixed Fuel) 

固形廃棄物管理 Organic Solid Waste Digestion 

植林・再植林 Protecting Some New Cities by Tree 

Plantations Using Sewage Water 

 Establishment of Forest Plantations and 

Shelterbelts Around 10th of Ramadan City 

 Afforestation of a Part of Cairo-Aswan 

Highway 

 出所：エジプト DNA 

また、エジプトの持続可能な開発には貢献するものの投資に対するクレジット収益が限

であるために、従来の援助スキームに比べ実行することが困難である分野として以下

 

＋化石燃料系コンバインドサイクルのハイブリッド発電所(integrated 
olar-fossil fuel combined cycle power station)及び太陽光ポンプ 

 
＜省エネ、再生可能エネルギー政策を推進＞ 

2002 年における一次エネルギー総供給量は石油換算 万トンであり、エネルギー輸

入依存度は である。石油については、国内生産も減少基調にある一方、天然ガスに

ついては、 ～ 年において生産量を年平均で 以上増大させている。今後、天然

ガスの輸出は、これまでの石油に代わって国家財政収入の大きな中心となっていくものと

考えられる。

 
電力エネルギー省では官公庁等大規模ビルについて重点的に省エネルギー化を奨励し、

省エネルギー機構（Energy Conservation Authority）では、各種の省エネルギー技術の導

 

定的

の分野が挙げられている。

 
○太陽光

s
○鉄道（地上・地下）の拡張及び電化 
○水上交通施設の拡張 

5,240
22.2%

1 2003 15%998
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入

検討している。同評議会は官公庁および民間のエネ

ルギーセクターを中心とした研究機関として、量的目標の設定、官民の協力関係の構築、

情報の集約、各種規格の統一に関する研究の他に、環境保護に対する啓蒙活動を行う。 
 

1986 年にエジプト国内での新エネルギー る目的で、

電力エネルギー省の傘下に新・再生可能エネ

Authority: NREA）が設立されている。同局 内では既に大型風力発

電所を リーンエネルギーの導入

能エネ 導入を支援す

入に際しては日本を始めとする海外の政府お いる。

同局では以下に示すような具体的な数値目標を設置し、積極的に推進を進めている。 

3-8-6.エジプトにおける

発電タイプ 

を検討している。一方、環境省ではエネルギー効率化評議会（Energy Efficiency Council）
を設置し、エネルギー効率化の対策を

、再生可能エネルギーの導入を促進す

ルギー統制局（New and Renewable Energy 
のもとで、エジプト国

始めとするク が進んでいる。しかし、現在国内には再生可

ルギーや省エネルギーの るスキームや優遇策は設けられておらず、導

よび国際機関からの支援が必要とされて

 
国家再生可能エネルギー目標 
目標 目標達成期間 

太陽光 最大出力 750MW の発電容量を確保 ～2010 年 

風力 最大出力 600MW の発電容量を確保 ～2010 年 
 
出所：NREA，（独）新エネルギー・産業 発機構（NEDO） 

 
 
＜日本、ザファラーナ風力発電からクレジット購入の可能性あり＞ 

 
○イ

カ国とCDMに関

結手続きを進めている。40

○ド 力発電所（85MW）について、CO2の排出削減量購入契約

（ERPA）を準備中の模様である。 
20MW）について、デンマーク外務省がエジ

                         

技術総合開

エジプトにおける CDM に関連する附属書Ⅰ国としては、日本以外にもイタリア、ドイツ、

デンマーク等があげられており、最近伝えられている各国の具体的な活動は以下の通りで

ある。 

タリア：世銀のコミュニティ開発炭素基金（CDCF）に 7,700 万ドル（約 90 億 7,900
万円）出資してきたイタリアは、エジプトを始めとする数

する協力についてのMOUの締

イツ：ザファラーナ風

○デンマーク：ザファラーナ風力発電所（1
プト政府と 60 万トンのERPAを締結した模様である。41

○日本：JBICがNREAと 2005 年 7 月にMOUを締結。ザファラーナ風力発電所（120MW：

上記デンマークの案件とは異なる）について、日本カーボンファンド（JCF）

                         
 Point Carbonの発行するCarbon Market Europe（2004 年 3 月 19 日） 

 

っているザファラーナ風力発電所の発電規模が

40

41 Point Carbonの発行するCDM & JI Monitor（2006 年 1 月 27 日）※左記記事では対象とな

80MWとあるが、消息筋によると 120MWの間

違いの模様である。 
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がERPAを締結した模様と伝えられている42が、消息筋によると実際の締結

までは至っていない模様である。 
 
またエジプトは「CDM のための能力開発プロジェクト」(Capacity Development for 

DM: CD4CDM)の対象（全 12 カ国）になっており、オランダ政府の資金提供を受けた

U

将来

的にも を自国の発展の手段として積極的に活用していきたいという姿勢が見受けられ

る。 
 
 

C
NEP によって CDM に関するキャパシティ・ビルディングを受けている。 

 
エジプトはモロッコなどの北アフリカにおける他の産油国と同様、CDMを投資の呼び水

として考えており、随伴ガスの活用など石油・ガス分野における投資を期待している43。2002
年 10 月～11 月にインドのニューデリーで開催されたCOP8 における発言では、非附属書Ⅰ

国の新たなコミットメントに反対しており、2005 年 11～12 月にカナダのモントリオール

で開催されたCOP/MOP1 における発言では、CDMの手続きの簡略化を求めるなど、

CDM

                                                  
42 Point Carbonの発行するCDM & JI Monitor（2006 年 1 月 27 日） 
43 Point Carbonの発行するCDM & JI Monitor（2006 年 1 月 10 日） 
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9．モロッコ王国
 

ロッコ王国（以下、モロッコ）は、南アフリカと同様にアフリカ諸国の中ではクリー

ン

カ同様 CDM
事会に登録されたプロジェクトがある。国連環境計画（UNEP）のキャパシティビルデ

ィ  

略である「Clean Development Mechanism CDM – MOROCCO: Strategy - 
rganization – Procedures」を国連開発計画（UNDP）と UNEP の支援のもとで土地管理

環境省（Ministry of Land-Use Management, Water and the Environment： MATEE）

が策定している。モロッコは 2002 年 9 月 18 日の省令で国家指定期間（DNA）を設置した。

同国の DNA は、MATEE 内の連携協力部気候変動ユニット（Climate Change Unit / 
Directorate of Partnership, Communication and Cooperation）に設置されており、2 つの

機関から構成される。 
 
①CDM 国家評議会（CDM-NC: CDM National Council） 
②CDM 常設事務局（CDM-PS: Permanent Secretariat of the National Council） 
 

3-9-1.モロッコ DNA 関連組織 

o, The First Carbon 

 ～京都メカニズムに積極的な政府～ 

モ

開発メカニズム(CDM)に関する取り組みが比較的進んでおり、気候変動枠組条約第 7 回

締約国会議（COP7）の開催国を担うなど、気候変動対策や京都メカニズム推進には積極的

な姿勢を見せてきた。また、CDM に関連した国内制度も整っており、南アフリ

理

ングプログラムが実施されるなど、CDM 実施に関する環境は整備されつつあると言える。

 
＜CDM関連法制度整備状況＞ 

モロッコは国連気候変動枠組条約機構（UNFCCC）に 1992 年 6 月 13 日に署名、1995
年 12 月 28 日に批准しており、京都議定書は 2002 年 1 月 25 日に批准している。同国は、

2001 年 11 月 1 日に国別報告書を提出している。さらに 2004 年 9 月にはモロッコの CDM
国家戦

O
水

土地管理水環境省

CDM 国家評議会 CDM 常設事務局 

技術委員会 

エネルギー

技術委員会 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

技術委員会 

廃棄物

技術委員会 

植林

技術的評価
の要請 

技術的勧告

出所：Rachid Ech Chokri, Climate Change Unit, CDM PS Morocc

Exhibition in North Africa and Middle East Region 
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2006 年 1 月現在、4 件のプロジェクトがモロッコ DNA に対し承認申請を行っている。4
中 2 件は、DNA による承認レター（LoA）を提出して CDM 理事会に対し登録申請を行

CDM 理事会に登録されている。 
 

コ承認済み及び承認手続き中プロジェクト一覧 
N DNA 承認段階 

件

っており、両プロジェクトともに既に

3-9-2.モロッ

o プロジェクトタイトル プロジェクト概要 CDM 理事会登録状況 
１ Essaouira (60 MW) wind 

power project 
風力発電 DNA 承認済み 

CDM 理事会登録済み 
２ Tétouan (10,2 MW) wind farm 

ect for Lafarge cement 
風力発電 DNA 承認済み 

CDM 理事会登録済み proj
plant  

３

pr t 

 Jorf Lasfar heat recovery 
enhancement for power 

ojec

廃熱利用・発電 DNA 承認申請中 
CDM 理事会有効化審査中 

４ Photovoltaic kits to light up 
rural households  
(7,7 MW) 

太陽光発電 DNA 承認申請中 
CDM 理事会有効化審査中 

出所：

 
 

 
(トン) 

CDM 理事会ホームページ  
 
また、これらのプロジェクトの他に、DNA は審査中のプロジェクト情報を公開している。

2006 年 1 月現在、15 件のプロジェクト･アイディア･ノート（PIN）が承認（初期審査済み）

され、6 件のプロジェクトが正式承認された。なお、別途政府未承認のプロジェクトリスト

を添付した（3-9-5）。 

3-9-3.DNA におけるプロジェクト承認状況（初期審査及び詳細審査を含む）

事業者  プロジェクト名  DNA 承認  排出削減量

1. National Office of 
Electricity  

60 MW
(E

承認済み  1,500,000  
(10年間)  

 wind farm 
ssaouira)  

2. Office Chérifien des 
Phosphates Group  

Introduction of Heat 
Recove ) at 
Jorf Lasfar’s chemical plant  

承認済み  848,895  
(10年間)  ry System (HRS

3. Rabat Urban 
Community  
 

Biogas recovery and flaring 
(Rabat Akreuch landfill)  

承認済み  1,594,904 
(21年間)  

4. National Office of 
Electricity  

140 MW wind farm 
angiers)  

PIN承認済 3,850,000  
(10年間)  (T み  

5. National Of  
Electricity  
 

Public lighting with low 
consumption bulbs (LCB) and 
power modulators (15,000 

m)  

PIN承認済
み   

26,000  
(10年間)  

fice of

bulbs progra
6. N ffice o
Electricity 

ic dam 
(Tanafnit - El Borj)  

PIN承認済
み   

0,000  
(10年間)  

ational O f Hydro-electr project 1,55

7.  National Office of 
Electricity  

101,500 Photovoltaic kits for 
rural electrification  

承認済み  395,400  
(10年間)  

8. National Office of 
Electricity  

Abdelkhalek TORRES wind 
farm  

PIN承認済 1,830,000  
み   (10年間)  
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事業者  プロジェクト名  DNA 承認  排出削減量 
(トン) 

9. Autonomous Agency of Wastewater-derived power 
n

PIN承認済
Water and Electricity 
Distribution of Marrakesh  

generation u it (Marrakesh)  み   
1,237,890  
(21年間)  

10. Autonomou
ter and El icity 

stribu
generation unit (Fez)  み  

2,267,800  
(21年間)  

s Agency of 
ectr

Wastewater-derived power PIN承認済
Wa
Di tion of Fez  

 

11. LAFARGE-MOROCCO  10 MW wind farm (Tétouan)  承
(21年間)  

認済み  601,671  

12. fice of 
n

10 MW Wind farm for the
a tion plant  

0  
(10年間)  

National Of
Dri king Water  Tan T

 承認済み   172,60
n desalina

13. M
 

recovery and flaring
sh landfill)  

790  
(21年間)  

arrakesh city Council  Biogas 
(Marrake

 PIN承認済
み   

3,557,

14  K overy and flaring  承認済 8  
1年間)  

.
  

enitra city Council  Biogas rec
(Kenitra landfill)  

PIN
み  

1,140,94
(2

15. F
 

covery and flaring  
(Fes landfill)  み  

 
(21年間)  

es city Council  Biogas re PIN承認済 1,575,080 

16. O
 

d flaring  
(Oujda landfill)  

99,175  Ujda city Council  Biogas recovery an PIN承認済 5
み  (21年間)  

17. A  Council  Biogas recovery and flaring  
ir landfill)  

PIN承認済
み  

372,058  
(21年間)  

gadir city
 (Agad
18. National Office of 
Electricity  

60 MW wind farm (TAZA)  PIN承認済
  

1,278,400  
(10 )  み 年間

19. National Office of 
Electricity  

Hydro-electric dam project 
(Tillouguit)  

PIN承認済
み  

900,000  
(10年間)  

20.  Lyonnaise des Eaux 
de Casablanca 

Replacing and arranging 
public lighting equipment of 

PIN承認済
み  

447.300  
(21年間)  

Casablanca  
21. MOSMART MAROC  Biodiesel Morocco  PIN承認済

み  
6,187,500  
(10年間)  

合計排出削減量 31,933,411 
出所：モロッ サイト 
注

 

 
＜再生可能エネルギー分野など

な て

いる。また、農業のほかには、水産業、鉱業（燐鉱石）、工業（繊維・皮革製品・食品加工）

等 的 高

い 候 影響

さ 11.8%あった イナスへ 。

2004 年の経済成長率は 3.5%で

7 99 り、

エ からの排出が約 出が 27％を占める。 

コ DNA
：表中の「承認済み」は、PDDが承認済みの状態、排出削減量はCO2換算 

が有望＞ 
モロッコの基幹産業は農業であり、主に小麦・大麦・柑橘類・オリーブ ど 産しを生

が主要産業として挙げられる。モロッコは、アフリカ諸国の中では比較 経 準済水 が

と言えるが、天候に左右され

れる。1996 年に

る農業に基盤を置くため、経済

経済成長率は、翌年の旱魃によっ

ある。 

成長率も天

てマ

に大きく

と減速した

 
モロッコの温室効果ガス（G
ネルギー分野

HG）排出は、CO2換算で 4,43
61％、農業からの排

万トン（1 4 年）であ
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3-9-4.モロッコの温室効果ガス排出量内訳（1994 年） 

 

工業プ
ロセス
7%

廃棄物
5%

農業
27%

エネル

61%

  

を  

 
 

を挙げ

 
再

ギー

      出所： UNFCCC 

(注：土地利用変化・森林からの排出・吸収 除く）

モロッコの DNA は、潜在性の高いプロジェクトタイプとして以下 ている。 

生可能エネルギー 
モロッコは国内のエネルギー消費のうち、およそ 97%を輸入化石燃料に頼るが、国内の

に風力と太陽エネルギーの国内資源は世界でも有数のポテン

。 
 
なお、2006 年 1 月時点で CDM 理事会に提出されているモロッコのプロジェクト 4 件の

クトであり、DNA が公表している PIN 21 件の

う

、国内の総エネルギー消費量の 1%程度（水力発電

とバイオマス燃料を含めた場合は約 5.5%）にとどまっているため、2011 年までに 10%ま

で

 
またモロッコの都市部における電化率はほぼ 100%に達しているが、地方は 63%（2004

再生可能エネルギー資源、特

シャルを有しており、これらクリーンエネルギーの有効利用が期待される

うち、3 件は再生可能エネルギープロジェ

ち 9 件が再生可能エネルギーであることからも、同国の再生可能エネルギーのポテンシ

ャルは高いと考えられる。 
 
政府のエネルギー政策においても、輸入化石燃料への過度の依存を軽減するため、エネ

ルギー資源の多様化と再生可能エネルギーの開発が掲げられている。特に再生可能エネル

ギーは、そのポテンシャルにも関わらず

増加する計画である。また再生可能エネルギー発電による供給を促進するため、再生可

能エネルギーへの免税措置を検討している。 
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年時点）にとどまっている。地域間格差是正、地方開発などの目的から、地方電化が重要

課題となっている 計画の

一環として 1995 年に地方総合電化計画を策定した。本計画は、国営電力公社（ONE）が

実施しており、2007 年までに地方電化率を 98%に高めることを目標に掲げ、地方部におけ

る配電網整備を進めている。 
 
また、国内経済の向上及び競争的な電力価格の導入を目的として、電力自由化に関する

取り組みが進められている。寡占状態にあった ONE による発電事業は、民間の参入への門

戸が開かれ、民間事業者が発電した電力を ONE が買い上げる仕組みがスタートした。 
 
モロッコでは国有の石油探査開発庁（ONAREP）が、国外事業者に対して油田を開放し

ている。2000 年 3 月に改正された「炭化水素法」はオフショア油田開発を行う事業者に対

して減税措置を実施すること及びモロッコ政府による油田開発事業の権益を最大 25％に制

限すること等を規定している。 
 
省エネルギー

。モロッコ政府は以前より地方電化に取り組んでおり、地方開発

 
住宅、産業、第三セクターにおいてエネルギー使用の効率化が図れる。そのためには最

の設備機器の導入が不可欠となる。 

交

新

 
通システムの効率化 
クリーン車両やクリーン燃料の導入、そして公共の交通機関や大都市圏でのモビリティ

ャルが大きい。 
 
の改善などのポテンシ

廃棄物管理の改善 
モロッコでは廃棄物を埋め立て処理している都市が多く、ガスの発生源となっている。

これと合わせて廃棄物の不法投棄への対策も必要となる。 
 
植林・再植林 

モロッコでは毎年 3 万ヘクタール以上の森林が伐採されているとされており、植林プロ

グラムが進められている。 
 

＜

改修 
○特に暖房施設などにおいて使用されている燃料の、再生可能エネルギー、あるいは

諸外国（日本を含む）及び国際機関との協力関係＞ 
モロッコ政府は 2004 年 4 月 29 日、オーストリアとの間で CDM プロジェクトの相互連

携に関する MOU を締結している。MOU の中では、以下の分野における技術的な協力を優

先的に実施するとされている。 
 

○熱電併給設備（CHP）の建設あるいは

GHG 排出量のより少ない燃料への転換 
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○再生可能エネルギーを利用した発電（特に水力、風力、バイオマス、CHP） 
○埋め立てガスの発生抑制あるいは有効回収・利用 
○廃棄物管理の改善およびエネルギーの有効利用 
○住宅、産業、商業ビルにおける最終エネルギー消費量の削減 
 

また、2004 年 12 月 30 日にはモロッコの再生可能エネルギー開発センター（CDER: 
M

業

界への再生可能エネルギー導入促進に対する支援が記されている。この他、モロッコはフ

ラ

実施している。これらのキャパシティ・ビルディング活動

目的は、国内で CDM プロジェクトを実施する際に有用な基盤の整備および国内の実施体

て国際的な CDM マーケットに参加することとされている。 

定や、DNA を含めた国内 CDM 体制の整備、CDM
ロジェクトへの投資環境の整備、そして CDM プロジェクトの開発・推進に関するポート

る。 
 

な気候変動対策への姿勢＞ 
モロッコ政府は、COP7 の議長国をつとめるなど気候変動に関して積極的な姿勢を見せ

年 12 月に開催された COP11、COP/MOP1 においては、M. Mohamed 
EL

 
に対する姿勢 

・

らない。 
② 将来枠組みについての姿勢 

量の減少よりも気候変動に脆弱な国

③ 気候変動で重視している項目（適応、CDM の拡大等） 
・ 数 進国とのパートナーシップを求めてい

る

・ 今後、再生可能エネルギー（風力発電や太陽光発電）に重点を置きたい。 

oroccan Center for the Development of Renewable Energies）とイタリア政府、UNEP、
UNDP 間で 2 つの協定が締結された。協定の中では、イタリア政府からの 100 万ドル（約

1 億 1,800 万円）の支援提供のほか、UNEP および UNDP からのモロッコ国内のホテル

ンス、ベルギーと MOU を締結している。 
 
モロッコにおける CDM に関わる主なキャパシティ・ビルディングについては、UNDP

と UNEP/RISO 研究所の両者が

の

制の強化、そし

 
活動内容としては、CDM 国家戦略の策

プ

フォリオの作成などがあ

＜モロッコ政府の京都議定書及び国際的

ている。また 2005
YAZGHI 大臣が閣僚級会合においてスピーチを行い、京都議定書、将来枠組み、気候変

動の 3 点について以下のように述べている。 

① 京都議定書

 気候変動に対して緊急の対処が必要で、将来の世代のために地球への取り返しの付かな

い損害を防がなければな

 

・ モロッコを始めとするアフリカや地中海地域は、雨

であることから、将来の危機に備え、対策をとらなければならない。 
・ GHG の排出量が少ない国であるが、GHG のインベントリ評価や GHG 排出削減のため

の戦略を立てている。 
 

多くの CDM プロジェクトを準備しており、先

。 
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また CDM 理事会の報告においてモ

ロッコ における追加性証明の煩雑さを指

摘する  
 

、CDM プロジェクトに関しては、COP11 における

代表が新方法論承認手続きや CDM プロジェクト

など、CDM プロジェクト推進への積極的な姿勢を見せている。

3-9-5.【参考】未承認のセクター別 CDM プロジェクトリスト 

Full-scale CDM プロジェクト 

プロジェクト名 事業実施者 削減量 
（ ン） 1,000ト 承認状況 コンタクト先 

植林・再植林プロジェクト 
Planting of Argan 

semi-arid zones (100 

High Commissariat 
of W
and Combating 

40 Under Mr. Tijani Mandouri
trees and cacti in 

ha) 

ater, Forestry 

Desertification 

development rechfor@iam.net.ma 

L
an g in Phosphates Group development h.hakim@ocpgroup.

and reclamation 
d tree plantin

old mines, 
Khouribga 

Office Chérifien des 16.5 Under Mr. Hassan Hakim 

ma 

Eucalyptus planting EUCAFOREST 67 Under Mr. Ah
development 

med Idrissi 
Azami 
eucaforest@iam.net.
ma 

Planting of 10,000 
hectares of trees in 
the Maâmora Forest 

ST – 
MICROELECTRON
ICS 

n.a. Under 
development 

Ms. Siham Ammar 
siham.ammar@st.co
m 

廃棄物プロジェクト 
Biogas recovery and 

M

Casablanca city 456 Under 
t 

Casablanca Urban 
Community 

Comm

flaring (Casablanca Council developmen
ediouna landfill) President 

unauté_casa@
hotmail.com 

工業プロセス変化プロジェクト 
Partially substituting 
clinker with ashes 

Cement Professional
Association 

375 Under 

from coal power plants
(cement process) 

development 
Mr. A. Ikasarghid 
apc@iam.net.ma 

再生可能エネルギープロジェクト 
220 MW gas-solar 
power station  

National Office of 
Electricit

(Beni Mat’har) tahiri@one.org.ma 
y 

993 Under 
development 

Mr. Abdelaziz 
Tahiri 

Dev Jaouad elopment of solar Renewable Energy 95.8 Under Mr. 
water heater use Development Center development Cherkaoui 

cder@menara.ma 
Laa ENTS du 90 Under 

elopment 
Mr. Rahma youne wind farm CIM

MAROC dev Abdallah 
a.harma@cimar.co.
ma 
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プロジェクト名 事業実施者 削減量 
（1,000トン） 承認状況 コンタクト先 

So

afdi@dolidol.ma 

lar pre-heating of 
swimming pool water 

Palmeraie–Golf 
Palace Hotel 

n.a. Under 
development 

Mr Abderrafie 
Berrada 
tw

エネルギー効率改善プロジェクト 
Re rganization of 
white sugar 
cr
pr
 

SUCRAFOR 17 Under Mr. Boukabous 
for@wanadoo.

ma 

o
development sucra

ystallization 
oduction unit 

Substitution of dry 

p
p
p
Lasfar 

Off ce Chérifien des 
 
Mr. Hassan Hakim 

phosphates by humid 
i

Phos
hosphates in 
hosphoric acid 
roduction at Jorf 

phates Group 
56 Under 

development h.hakim@ocpgroup.
ma 

C
p
s

oupling of improved 
ublic bath boilers to 
olar water heaters 

Renewable Energy 
Development Center

216 Under 
development 

Mr. Jaouad 
Cherkaoui 
cder@menara.ma 

I  of Heat 
R
(
chemical plant 

Office Chérifien des 
p 

182 Under 
 
Mr. Hassan Hakim 

.
ntroduction
ecovery System 

HRS) at Safi’s 
Phosphates Grou development h.hakim@ocpgroup

ma 

Performance 
im
M
M

National Office of 
icity 

n.a. Under 
 provement of 

ohammedia’s 600 
W power plant 

Electr development
Mr. Abdelaziz 
Tahiri 
tahiri@one.org.ma 

D

c
(
b

nal Office of 70 Under 
 

. Abdelaziz omestic lighting 
program with low 
onsumption bulbs 
LCB) One million 
ulb program 

Natio
Electricity development

Mr
Tahiri 
tahiri@one.org.ma 

 
ト 小規模 CDM プロジェクトリス

プロジェクト名 事業実施  者
削減量 

（1,000トン）
承認状況 コンタクト先 

廃棄物プロジェクト 
Biogas recovery and 

flaring (El Jadida 

The Box of Deposit 

and Management 

17.6 Under 

development 

Mr. Adnane Sebbata

sebbata@cdg.org.ma

landfill) 

 

再生可能エネルギープロジェクト 
10 MW wind farm ctronics 32 

ment r@st.co

ST Microele Under 

develop

Ms Siham Ammar 

siham.amma

m 

5,000 m2 of solar 

water heaters for 

hospital use 

y 

ent Center  

Renewable Energ

Developm

4 Under 

development 

Mr. Jaouad 

Cherkaoui

cder@menara.ma 

出所：モロッコ DNA 
注：削減量はCO2換算
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