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京都メカニズムとNEDOの取り組み



温室効果ガス排出削減第一約束期間（～2012年）

「京都議定書」発効
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気候変動枠組条約と京都議定書、
そして京都メカニズム

NEDO京都メカニズム事業推進部の
ミッション　
      NEDOエネルギー･環境技術本部 国際担当部長 
     成瀬茂夫

［NEDOからのお知らせ］

京都メカニズムクレジット市場を通して
世界の温室効果ガス削減事業を支援
日本カーボンファイナンス株式会社 
　　　　　　　          福井宏一郎 代表取締役社長
NEDO京都メカニズム事業推進部 清水康弘 部長

15

［TOPICS］ 15

14

京都メカニズムとNEDOの取り組み
京都メカニズムクレジットによる
環境対策の推進
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表紙のイラストは、温室効果ガス削減を目標とする地球
規模の取り組みをイメージしています。
詳しくは本誌P2～P13をご覧ください。

COP・COP/MOPの軌跡

開催場所 主な出来事 日本の動き

経団連
自主行動計画策定

環境庁を改組し、
環境省設置

京都議定書目標達
成計画策定/クール
ビズ

Cool Earth 50

北海道洞爺湖サミ
ット/クールアース
推進構想

鳩山イニシアチブ

6

政府目標達成を支える
京都メカニズムクレジット
東京大学大学院 新領域創成科学研究科
　　　　　　　　　　　　　　    松橋隆治 教授

目標達成に向けた積極的な
クレジットの取得

2
8

後発途上国や小島嶼国における
クリーン開発メカニズム（CDM）の
さらなる推進を̶̶
国連CDM理事会 理事代理
財団法人 日本エネルギー経済研究所 黒木昭弘 理事

CDMの現状と課題3 10

温室効果ガス排出削減
方法論の拡大・拡充へ
～温泉熱の活用でCO2排出を削減～
株式会社阿寒グランドホテル
　　　　　　　　　   大西雅之 代表取締役社長
                                                         黒滝 博 常務取締役

温室効果ガス排出削減への取り組み4 12

［NEDO NEWS HEADLINE］
    2009 December（後半）～2010 February（前半）

気候変動枠組条約と京都  議定書、そして京都メカニズム

「エコ・エネルギー科学教室 1日学習見学会」開催

1995
COP1

1996
COP2

ベルリン
（ドイツ）

ジュネーブ
（スイス）

地球温暖化対策の必要性について合意

温室効果ガスの削減目標や削減手法について協議

1997
COP3

京都
(日本)

各先進国に対し、法的拘束力のある排出削減目標値
を設定する「京都議定書」を採択

1998
COP4

ブエノスアイレス
（アルゼンチン）

「京都議定書」上の今後解決すべき課題＊2などにつ
いて、取り組みを規定した「ブエノスアイレス行動計
画」を採択

2000
COP6

ハーグ
（オランダ）

「ブエノスアイレス行動計画」の具体的な回答が目的
とされ、議論されるも合意に至らず

2001
COP7

マラケシュ
（モロッコ）

「京都メカニズム」の運用についての細則を定めた、
「マラケシュ合意」を採択

2002
COP8

ニューデリー
（インド）

非附属書　国＊1の温室効果ガス排出削減への努力
にも触れた、「デリー宣言」を採択

2003
COP9

ミラノ
（イタリア）

「マラケシュ合意」で残されていた森林吸収源CDM
事業実施のための細則が決定。また、特別気候変動
基金と後発途上国基金の運営指針でも合意

2004
COP10

ブエノスアイレス
（アルゼンチン）

「京都議定書」発効を前に、森林吸収源のCO2吸収量
の算定報告手法の決定、小規模植林CDMの細則など
が合意された

2001
COP6-2

ボン
（ドイツ）

COP6の結果を受け開催。「京都議定書」の運用ルール
の具体化に関し、「ブエノスアイレス行動計画」実施の
ための中心的要素を一部修正し、合意。（「ボン合意」）

1999
COP5

ボン
（ドイツ）

「ブエノスアイレス行動計画」に基づき、これに向けて
の取り組みを強化することで一致

2005
COP11
COP/MOP1

2005年2月16日　

モントリオール
（カナダ）

「京都議定書」の運用ルールの完全な確立や、気候
変動への対応措置に関する5カ年作業計画などを
盛り込んだ、「モントリオール行動計画」を採択

2006
COP12
COP/MOP2

ナイロビ
（ケニア）

ポスト京都議定書の将来的枠組みへの議論や気候
変動への対応、技術移転等の途上国支援などについ
て議論

2007
COP13
COP/MOP3

バリ
（インドネシア）

ポスト京都議定書の国際的な体制づくりに向けた
交渉のプロセスを示す「バリ・ロードマップ」等を採択

2008
COP14
COP/MOP4

ポズナニ
（ポーランド）

地球温暖化防止のための野心的・効果的な枠組みに
合意すべく、来年には交渉に移行することを約束。ほ
か、地球環境ファシリティの「技術移転に関するポズ
ナニ戦略プログラム」の承認など

2009
COP15
COP/MOP5

コペンハーゲン
（デンマーク）

附属書　国は2020年までのCO2排出削減目標を、非
附属書　国はCO2排出緩和計画の提出を求めた「コ
ペンハーゲン協定」に留意

2008年

1997年、気候変動枠組条約第3回締約国会議（通称COP3）で採択された「京都議定書」。
日本を含む附属書　国＊1へ、温室効果ガスの削減目標が各国別に設定された。
その後のCOPでは、2005年の発効に至るまで削減目標を達成するための
柔軟な経済的仕組み「京都メカニズム」を含む運用ルールについての話し合いが行われた。
そして現在、「京都メカニズム」は、各国の削減への取り組みに活用されている。

［特集］
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　COPとは「締約国会議」を意味するConference of the 
Partiesの略称であり、ここでは「気候変動枠組条約にお
ける締約国会議」を指している。1992年の気候変動枠組
条約（UNFCCC）で掲げられた、「地球規模で温室効果ガ
スの排出を抑える」という目標を達成するため、具体的な
アクションを決定してゆく国際的な話し合いの場として
設けられ、1995年のCOP1以降、毎年開催されている。
　2005年2月の「京都議定書（詳しくは後述）」発効後の
同年12月に開催されたCOP11からは、「京都議定書」批
准国による話し合いの場である「第１回京都議定書締約
国会合」いわゆるCOP/MOP1（Conference  of  the  
Parties serving as the Meeting of the Parties）も開催。
COPとCOP/MOPは密接な関係にあるため、併催の形が
取られている。

　1997年のCOP3において、付属書　国が負うべき温室
効果ガス＊3の1990年を基準とした削減率（日本はマイナ
ス6％）を、第一約束期間である2008年から2012年に達
成することを定めた「京都議定書」が採択された。
　しかし世界規模でみれば、効率改善の余地の多い国で
取り組みを行った方が経済的コストも低くなることから、
温室効果ガス削減をより柔軟に行うための補足的なメカ
ニズムとして、「京都議定書」内には「京都メカニズム」が

定められている。
　「京都メカニズム」に関してはその後、2001年12月に
行われたCOP7の「マラケシュ合意」で運用ルールの細則
が決定した。2005年に京都議定書は発効し、現在は2008
年から2012年までの第一約束期間となっており、「京都
メカニズム」を活用したプロジェクトが世界各国で進め
られている。

Notes

図解：京都メカニズム

気候変動枠組条約と京都  議定書、そして京都メカニズム

＊1  附属書　国/非附属書　国：気候変動枠組条約の締約国の内、先進国及び
　　市場経済移行国に分類された国と地域。逆に途上国など排出削減における
　　目標数値を課されていない国は、「非附属書　国」と呼ばれる。
＊2  具体的には、資金供給メカニズム、技術開発・移転、気候変動における悪影
         響及び対応策による影響への対処、共同実施活動、京都メカニズムなどに
         ついての議論の方向性。
＊3  温室効果ガス：地球の大気に蓄積されると気候変動をもたらすガス。気候
　　変動枠組条約では、CO2、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、
　　パーフルオロカーボン、および六フッ化硫黄が規定されている。

気候変動枠組条約とCOP

京都議定書と京都メカニズム

ポスト京都議定書へ向けて
　「京都議定書」発効後初となるCOP11・COP/MOP1以
降、対話のテーマは第一約束期間終了後の2013年以降
（通称ポスト京都議定書）の方向性へと徐々にシフトして
いる。温室効果ガス排出量世界1位となった中国など非
附属書　国へ対する削減目標の設定や、議定書への批
准を拒否したアメリカの動向などが注目される中、新た
な道が模索されている。

「京都議定書」採択

京都メカニズムの
運用ルールの細則が

決定

「京都議定書」発効

ポスト京都議定書
へ向けた具体的な
話し合いがスタート

※図中の「先進国」は附属書　国、「途上国」は非附属書　国を指す。

■共同実施
　（JI＝Joint Implementation）
先進国同士が共同で事業を実施し、その削減分を投
資国が自国の目標達成に利用できる制度

■排出量取引
　（ET＝Emissions Trading）
各国の削減目標達成のため、先進国同士が排出量を
売買する制度

■クリーン開発メカニズム
　（CDM＝Clean Development Mechanism）
先進国と途上国が共同で事業を実施し、その削減分を
投資国（先進国）が自国の目標達成に利用できる制度

ERU=Emission Reduction Unit
（排出枠として活用可能）

CER=Certified Emission Reduction
（排出枠として活用可能）

AAU=Assigned Amount Unit
（排出枠として活用可能）

先進国A 先進国B資金
技術

共同の削減
プロジェクト

削減量

クレジット
（ERU）

先進国A 資金
技術

共同の削減
プロジェクト

削減量

クレジット
（CER）

途上国B 先進国A 先進国B
資金

クレジット
（AAU）

環境対策

〈グリーン投資スキーム〉
（GIS=Green Investment Scheme）

環境対策に使途を限定した資金を拠出し、その対価と
して初期割当量を譲り受ける排出量取引
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NEDO京都メカニズム事業推進部のミッション

地球規模の温暖化対策に資するため
総合的な京都メカニズム事業を推進
信頼関係を基盤に、クレジット取得、
技術移転、国際貢献を果たしていきたい

NEDOエネルギー･環境技術本部
国際担当部長

成瀬茂夫
プロフィール

Naruse Shigeo

1987年通商産業省に入省。2006年経済産業省資
源エネルギー庁 資源･燃料部 燃料政策企画室長
を経て、2008年7月NEDO京都メカニズム事業推
進部長に就任。2009年7月よりエネルギー･環境技
術本部 国際事業統括室長を兼務、2010年1月エ
ネルギー･環境技術本部 国際担当部長に就任

　はじめに、NEDOエネルギー･環境技

術本部 国際担当部の事業についてご

紹介します。当部は、海外での地球温暖

化対策や環境汚染防止、及びそれに伴

う日本企業の海外展開支援を目的に、

日本の優れた省エネルギー･新エネル

ギー技術、またクリーンコール技術＊1

などの有効利用を促進する国際事業に

取り組んでいます。

　具体的には、米国ニューメキシコ州

でのスマートグリッド＊2事業、インドの

デリー･ムンバイ間の産業大動脈構想

における共同開発、中国科学技術院と

のエネルギー･環境技術分野の共同研

究開発プロジェクトなど、世界各国で

様々な事業を進めています。

　こうした日本の技術の海外への普及

事業は、温室効果ガス削減目標達成に

向けたNEDOの京都メカニズム＊3推進

事業とともに、日本の地球温暖化防止

の使命の中で、重要な役割を担ってい

ると考えています。

日本の優れた環境技術を世界へ

　次に、NEDO京都メカニズム事業推

進部の使命、そしてこれまでの取り組み

や成果、また現在進行中のプロジェクト

等についてお話しします。

　ご存じのように、地球温暖化防止に

向けて「京都議定書」が2005年2月に

発効しました。日本ではそれを受け、同

年4月に、「1990年比で6％の排出削減

約束」を確実に達成するため、「京都議

定書目標達成計画」が閣議決定されて

います。その中では、国内の温室効果ガ

ス削減対策や吸収源対策を基本とし、

各界各層で最大限努力することとなっ

ていますが、それでもなお約束達成に

不足すると見込まれる差分1.6％（CO2

換算で約1億t）について、「京都メカニ

ズム」を活用したクレジット取得が求め

られています。

　このクレジットの取得に当たって、政

府は、NEDOがこれまで蓄積してきた京

都メカニズムについての専門的知見や

海外とのネットワークなどを活用し、ク

レジット取得に伴うリスクを低減するこ

ととしました。現在NEDOでは、環境省

及び経済産業省とクレジット取得の委

託契約を締結し、京都メカニズムに取

り組む日本の民間企業の海外展開や、

日本の優れた環境技術の国際的な普

及に資するため、クレジット取得事業に

取り組んでいます。

京都議定書の目標達成に向けて
クレジット取得事業を推進

　これまで、京都メカニズム事業推進

部では、クリーン開発メカニズム（CDM
＊4）、や共同実施（JI＊5）、また排出量取

引（ET＊6）の1つの仕組みであるグリー

政府のクレジット取得目標をほぼ達成

■「京都議定書目標達成計画」

■京都メカニズムクレジット取得事業の展開

百万t-CO2 温室効果ガス排出量

1,300

1,200

1,100

1990        2004         2005        2006        2007        2008
基準年排出量

京都議定書
目標

（基準年比＋1.9％）

（基準年比＋9.0％）

（速報値）

1,261

1,357 1,360
1,342

1,371

1,286

1,186

－6％

国内排出量の削減

（民間事業者等 
による対応）

－9.6％

森林吸収源
－3.8％

国内対策
（排出抑制、森林吸収）
で最大限努力

第一約束期間
（2008年～2012年）
の総計で約1億t-CO2

京都メカニズム
● JI     ● CDM     ● ET

NEDOは第一約束期間中に、
国からの委託により
クレジットを購入

京都メカニズム  －1.6%

ウクライナ：3,000万t

契
約
量
政
府
へ
の
移
転
量

うち1,500万t移転済

グリーニング活動内容
●省エネルギー
●低環境負荷のための燃料転換
●炭層メタンの利用
●再生可能エネルギー
●CO2以外の温室効果ガス排出削減
●大気･水質･土壌などの汚染削減  など
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＊1 クリーンコール技術：CCT（Clean Coal Technology）。
        SOx、NOx、煤じん等の環境負荷を低減する石炭利
        用技術。
＊2 スマートグリッド：人工知能や通信機能を搭載し、電
        力需給を自動的に調整する次世代電力送信網。
＊3 京都メカニズム：P2/3をご覧ください。
＊4 CDM：Clean Development Mechanismの略称。京
        都議定書に定められた温室効果ガスの削減をより
        柔軟に進める仕組みとして考案された「京都メカニ
        ズム」の1つ。
＊5 JI：Joint Implementationの略称。「京都メカニズム」
        の1つで、先進国同士が共同で温室効果ガス削減事
        業を実施し、その削減分を投資国が自国の目標達成
        に利用できる制度。
＊6 ET：Emissions Tradingの略称。「京都メカニズム」の
        1つで、各国の温室効果ガス削減目標達成のため、
        先進国同士が排出量を売買する制度。
＊7 GIS：Green Investment Schemeの略称。環境対策に
        使途を限定した資金を拠出し、その対価として初期
        割当量を譲り受ける排出量取引（ET）の1つ。
＊8 カウンターパート：国際協力や国際的な共同作業な
        どを行う際に、現地で受入れを担当する人や機関を
        指す。
＊9 国内クレジット制度：P12/13をご覧ください。

Notes

　クレジット取得の中に、政府方針に基

づいて東欧諸国等との交渉を重ねた結

果、2009年3月に、ウクライナ環境投資

庁との4,000万tに上るGISの契約があり

ます。我が国としてのGIS契約第一号、

また世界的に見ても初めての大規模な

ケースです。

　こうしたクレジット取得事業で重要な

ことは、相手国のカウンターパート＊8と

の信頼関係です。現地に何度も足を運

び、双方が真摯な姿勢で向かい合い、

交渉を重ねてステップアップさせてい

くことで、契約締結に繋げていくことが

できます。GISはまたクレジットを取得

するだけではなく、その対価として支払

う資金を相手国のグリーニング（環境

対策）に使用していく仕組みですから、

その環境対策が完了するまで、運営に

携わっていきます。ウクライナでは、主

にヒートポンプなど暖房設備の省エネ

ルギー技術の導入を進めています。現

在ウクライナのほか、チェコ、ラトビアと

もGISの契約を締結しています。

ン投資スキーム（GIS＊7）などによって、

クレジット取得を行ってきましたが、現

在クレジット購入の契約量は、政府クレ

ジット取得目標の約1億t（CO2換算）の

96％に相当する約9,650万tとなり、目標

に大きく近づくことができました。

東欧諸国におけるGIS推進

　またNEDOでは、国内でも中小企業

等をはじめ様々な対象に向けた温室効

果ガス排出削減支援事業を行っていま

す。「国内クレジット制度＊9」の参考モデ

ルの創出を目的に、削減方法やモニタ

リング手法等を定めた「排出削減方法

論」の拡充･拡大に取り組んでいます。

国内の排出削減方法論を拡大し、
海外移転につなげる

　今後のクレジット取得事業の展開に

ついては、①既契約クレジットの確実

なデリバリー、②GISにおけるグリーニ

ングの徹底、③日本の環境技術の海外

移転支援、等があります。

　日本の温室効果ガス排出削減目標

達成を目指すとともに、京都メカニズ

ムの活用により「温暖化防止」と「途上

国の持続可能な開発への支援」とい

う、国際貢献の側面を再認識し、また

日本の企業が持つ優れた環境技術の

国際的な普及を図っていきます。

これからの京都メカニズム事業と
ポスト京都に向けた検討

■グリーン投資スキーム（GIS）

これまでの総契約量：約9,650万t。うち約4,688万tを日本政府に移転済

～ホスト国におけるグリーニングの着実な実施に向けた取り組み～
GISにおけるグリーニング（環境対策）の実施については、取得契約書に基づくホスト国からの定期報
告（年次報告書）及びNEDO（海外事務所を含む）自らによる現地確認等を通じてグリーニングが確認さ
れ、必要に応じてプロジェクトの変更、技術指導等を通じて着実な実施が可能な体制を構築している。

GISホスト国
（ウクライナ･チェコ･ラトビア）

●投資プロジェクトを選定
●プロジェクトの実施、モニタリングの実施
●年次報告書を作成
　（2012年までの各年分を翌年提出）

現地確認等

プロジェクトの承認

承　認

年次報告書の提出
NEDO

第三者（監査法人等）
による監査

監査
承認された

投資プロジェクトを実施 モニタリングを実施

環境対策プロジェクト

チェコ：4,000万t
ラトビア：150万t

うち2,500万t移転済
うち約516万t移転済

うち約22万t移転済
未
契
約

約
４
０
０
万
t

間接取得（タイプB）：
約2,000万t

新規
取得

全
量
移
転
済

C DMG I S

住宅分野での
●省エネルギー促進
●再生可能エネルギー利用促進
●パッシブエネルギー基準での建築促進  など

●バイオガス生産
●バイオマス利用
●公共建造物のエネルギー効率改善
●民間構造物のエネルギー効率改善  など

直接取得（タイプA）：約500万t

 （取材日：2010年2月22日）

GIS調印式にて（2009年3月）
ウクライナ･ティモシェンコ首相
NEDO村田理事長
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京都メカニズムクレジットによる環境対策の推進

クレジット購入などのファイナンス業務を通じて
温室効果ガス削減事業を展開する日本カーボンファイナンス株式会社＊1。
福井宏一郎代表取締役社長と
NEDO京都メカニズム事業推進部 清水康弘部長に、
京都メカニズムクレジット取得事業に取り組んできた実績や現状、
及び今後の展望などについて話し合っていただいた。

京都メカニズムクレジット市場を通して
世界の温室効果ガス
削減事業を支援

日本カーボンファイナンス株式会社

福井宏一郎 代表取締役社長

京都メカニズムとNEDOの取り組み 1

温室効果ガス削減プロジェクトを
支えるクレジット購入

日本の資金や技術が
世界各地で事業を支えている

清水　NEDOでは、政府からの委託を受
けて京都議定書に基づくクレジットを取

得しています。このクレジットには、日本

の京都議定書の目標の達成という観点

に加えて、世界各国における環境プロ

ジェクトを支援するという意味合いもあ

ります。長年にわたってクレジット取得

に関わってこられた福井社長はこのク

レジット取得をどのようにとらえている

のでしょうか？

福井　京都クレジットの議論は、炭素市
場における売買に目が向きがちです

が、NEDOや私たちJCF＊1が行ってきた

のは、優良な環境プロジェクトを発掘し

育てる活動でした。私たちの業務も、ま

ずプロジェクトの概要や想定される温

室効果ガス削減効果などを精査すると

ころから始まり、その計画・立案の段階

から支援もする。単にお金を出すので

はなく、事業者と一緒にプロジェクトを

発掘・育成し、それを成功させるために

関わっています。

清水　温暖化の問題は地球規模の問題
であり、従ってその対策も地球規模で実

施されなければ解決できません。クレ

ジットの仕組みがあることによって、世

界各地の環境ビジネスに対するファイ

ナンスも可能になっていると思います。

実際、京都メカニズムクレジットという

仕組みがなければ起こりえなかったよう

な事業が世界各地で展開されています。

福井　JCFの設立当初は、途上国側でも、
何をすればどれくらいクレジットが得ら

れるのか分からないので苦労しました

が、プロジェクト担当者の育成や方法論

の開発を行いながら、一歩一歩、階段を

上がるように事業を育ててきました。ま

た、可能性がある事業によっては、前払

いで資金提供することもありました。こ

れまでの歩みについて、大いに誇りに

思っています。

清水　これまで関わってきた事業の中
で、特に印象に残るものはありますか。

福井　NEDOの支援事業によりFS＊2や
PDD＊3の作成を行ったパタゴニアの風

力発電事業ですね。パタゴニアというの

は南アメリカ大陸の先端で、その先はも

う南極です。そういうところでも、計画段

階から一歩一歩積み上げる形で質の高

い環境事業ができました。また、登録はこ

れからですが、ブルガリアの風力発電事

業では、日本企業が現地で合弁会社をつ

くり、日本の技術と設備を持ち込み、日本

の銀行が融資を行いJCFが排出量を買う

という、理想的な形でプロジェクトを進め

ることができました。このプロジェクトは

印象に残っていますね。

清水　日本が持つ様々な環境技術や資
金力を用いて、世界的な規模で温室効果

ガスの削減を進めようという京都メカニ

ズムクレジットの仕組みが、うまく機能し

ていますね。

福井　ただ、2007年以降、国連のCDMに
対する審査が非常に厳しくなり、登録や

CER＊4の発行に非常に時間がかかるよう

になりました。その結果、事業開始が遅

れ、クレジットの受け取り期間が短くなっ

てしまうという事態が見られるようになり

ました。また、2008年の原油価格の急騰

時は、市場においてクレジット価格が急

上昇しました。

NEDO京都メカニズム事業推進部

清水康弘 部長

中国江西省羅洪口水力発電所。NEDOのCDM事業として2007年
に契約。2009年6月に国連登録され、本年秋にはクレジット移転の
予定。

（右より）
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Notes

清水　原油が上がれば石炭が焚かれる。
そうするとCO2の排出量が増えるのでク

レジットの価格が上がる、という構造で

すね。

福井　ところがその後は「リーマンショッ
ク」で急落。こうした価格の乱高下も、プ

ロジェクトの設計を難しくしています。

清水　国連のクレジット登録の円滑化に
ついては国連でも議論が進んでいるよう

ですが、価格の安定のためには、クレ

ジットの供給が増え、需給バランスが整

うことも必要ですね。

福井　私どももまだ登録に至っていない
案件があるので、その推進に全力を挙げ

るつもりです。

＊1  日本カーボンファイナンス株式会社：Japan Carbon 
　　Finance, Ltd.（略称JCF）。日本温暖化ガス削減基金（Japan 
　　GHG Reduction Fund, JGRF）からの資金提供を受け、ク
　　レジットの購入を行う。プロジェクトに関する支援または
　　助言等も積極的に行うことで、有望なプロジェクトをより
　　円滑に進める役割を果たす。
＊2  FS：Feasibility Study（フィージビリティスタディ）の略称。
　　事業の実現可能性のための事前調査。
＊3  PDD：Project Design Documentの略称。プロジェクト設
　　計書。
＊4  CER：Certified Emission Reductionの略称。CDMにて創
　　出される排出枠。「クレジット」とも呼ぶ。
＊5  国際排出量取引：International Emissions Trading。温室
　　効果ガスの排出量の上限が設定されている附属書Ⅰ国
　　間で、保有する排出割当量単位の取得・移転を行うこと。
＊6  グリーニング：greening。ホスト国がGIS資金を適切な環
　　境プロジェクトに投資すること。
＊7  キャパシティビルディング：CDM等のポテンシャルを有
　　するホスト国に対して、潜在的事業の具体化を目的に、
　　CDM等に関する知識の普及･啓発、能力開発、体制整備
　　等の支援を行うこと。

清水　京都メカニズムクレジットの中で、
今GISが大きな注目を集めています。これ

は国際排出量取引＊5として行われるもの

ですが、AAU(排出枠)の移転に伴う資金

を温暖化対策などの環境対策（グリーニ

ング＊6）に限定して投資することを契約で

定める点に特徴があります。具体的には、

資金の出し手がプロジェクトを承認し、現

地への立ち入り調査などを通じて実際に

使途をチェックします。第三者機関による

監査も行いますし、違反した場合には、適

切なプロジェクトに振り替えるように指示

する仕組みもある。このようにNEDOのグ

リーニングは非常に緻密なスキームに

なっています。

福井　NEDOは特に厳格な基準で臨まれ
ていますね。日本の民間企業も、それにな

らい厳しい基準で取り組んでいます。

清水　ウクライナ、チェコ、及びラトビアと
の間で、すでに合計7,150万ｔ-CO2の排

出枠を取得しました。また、NEDOからの

資金の一部を日本の環境技術の移転の

ためのキャパシティビルディング＊7に充

てることも合意しています。GISはクレジッ

トが大量かつ安価に取得できるだけでな

く、日本の環境関連市場を拡大することも

できるなど、非常に有効な仕組みだと考

えています。

クレジット取得に
大きな役割を果たすGIS

清水　京都議定書の第一約束期間の終
了も視野に入ってきた今、2013年以降の

枠組みをどうするのか、その議論を始め

る時期に来ていると思います。

福井　昨年12月のCOP15では、結局その
枠組みは決まらなかったわけですが、第

一約束期間の教訓を活

かして日本にとってい

い仕組みになるよう

に、早急に議論を始め

るべきだと思います。

例えばアメリカは、排出

枠についてすでにブラ

ジルやメキシコと二国

間協議を始めているよ

うです。日本もアジアの

国々と二国間で話すこ

とも必要ではないで

しょうか。日本の優れた環境技術が国外に

出て投資が行われ、それが公正な排出権

であると世界の人に認めてもらえるように

したいものです。こうしたことには準備期

間が必要ですし、調査研究も不可欠です。

時間的猶予はありません。

清水　世界から求められて対応するので
はなく、世界に向かって新しい提案をして

いきたいですね。NEDOもぜひ貢献してい

きたいと思います。本日は、ありがとうご

ざいました。

第一約束期間の教訓を活かし
新しい取り組みに向けた議論を

（取材日：2010年2月10日）

パタゴニア地方（アルゼンチン）では電力源の８割以上を火力発電に依存していたが、風力発電に切り換えることにより温室効果ガスの
排出削減を実現。2007年にCERが発行された。
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目標達成に向けた積極的なクレジットの取得

NEDOは政府との契約に基づき、京都メカニズムによる

クレジットの取得を進めており、

約1億tという目標達成も、すでに視野に入ってきた。

環境問題に対応する新エネルギーシステムの研究や

それに基づく具体的な政策提案を行っている松橋隆治氏に、

クレジット市場の現状及びNEDOの役割についてお話を伺った。

京都メカニズムとNEDOの取り組み 2

京都メカニズムクレジットの取得で
見えてきた政府目標達成
　京都議定書で日本が約束した基準年

（1990年）比マイナス6％という温室効果

ガスの排出削減目標の達成の見通しが

立ってきた。目標達成はかなり難しいと

いう予測もあっただけに、そのことは率

直に評価すべきだと松橋氏は語る。

　「京都議定書の数値目標については、

すでに高いエネルギー効率を実現して

いる日本にとって厳しすぎるといった議

論があったことは事実です。しかし、国と

して対外的に約束したことであり、温暖

化に対する地球規模での対策の第一歩

でもありました。これに毅然として取り組

み、その結果、ほぼ目標値を達成する見

通しを得たことは、大いに評価すべきだ

と思います」

　2008年秋の、いわゆる「リーマンショッ

ク」以降の世界経済の低迷が追い風に

なったとはいえ、官民挙げての排出抑制

の努力や京都メカニズムを活用したクレ

ジットの取得が、大きな成果を上げたの

は事実だ。

　「まず民間の努力がありました」と松橋

氏。「産業界が環境保全活動を促進する

ために自主的に策定した環境自主行動

計画には法的な拘束力はないのですが、

それを守るために産業界は地道な努力

を続けました。特に電力と鉄鋼業界の努

力が大きかったと思います。排出削減努

力を進める一方、積極的に海外のクレ

ジット取得を行い、その一部は、日本の排

出枠に移転されていると聞いています。

一方政府も、NEDOを窓口として京都メ

カニズムを活用したクレジットの取得を

進めています。NEDOにとっては、当初、

経験したことのない複雑な交渉やリスク

分析などが求められる業務だったと思い

ますが、大きな成果を上げています」

途上国への技術移転が重要
「協力的セクター別アプローチ」も
　京都メカニズムが目指したもの、つま

政府目標達成を支える
京都メカニズムクレジット

東京大学大学院
新領域創成科学研究科

松橋隆治 教授

■「協力的セクター別アプローチ」の考え方

A国 B国

発　電

産　業

輸　送

民　生

発　電

産　業

輸　送

民　生

CO2削減に向けて、セクターごとに国境を越え、優れた技術の共有を加速させる。
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■セクター別に見た世界のエネルギー起源CO2排出量

り、先進国の高い技術や資金を投入して

途上国の温室効果ガス排出抑制と社会

の持続的な発展を実現、同時にそれを

先進国の排出削減にカウントすること

で、世界的な規模で効率よく温暖化対策

を進める、という狙いは、確かに成果を

上げた。しかし、国連への登録に多くの

時間がかかることや、中国、インドなどへ

のCDMの偏在の問題など、取り組みの

中で見えてきた課題も少なくない。これ

について松橋氏は「今は現状の制度の

中で改良しながら進めていくしかない

が、2013年以降は抜本的な見直しも必

要」と語る。

　「指摘されているように、CDM登録の

際の追加性の証明やベースラインの引

き方が非常に保守的ですし、そもそも、

プロジェクトごとに一件一件、国連の

CDM理事会が審査するというのは、仕

組みとしてかなり無理があると思いま

す。今後は、日本政府が提唱しているよ

うな、協力的セクター別アプローチを検

討していくべきではないでしょうか。世

界のCO2排出量の中で、石炭火力、鉄

鋼、セメント、自動車という4つの分野が

エネルギー起源のCO2の半分以上を占

めています。従って、この4部門を重要な

キーセクターとして、ここに世界最先端

の省エネルギー技術を入れていけば、

かなりのCO2削減が期待できるはずです。

また、途上国に国別の排出量目標を求める

のは非常に難しいわけですから、その意味

でも先進国が協力して国を超えて技術を

移転していくこの仕組みは、有効だと思い

ます。そして、その先進国の努力を何らか

の形で、先進国の排出枠として移転してい

けばいい。この協力的セクター別アプロー

チについては、先の洞爺湖サミットの首脳

宣言にも盛り込まれていますから、ぜひ実

現の方向で検討してほしいと思います」

GISが持つ大きな可能性
二国間関係の構築にも寄与
　さらに松橋氏は、京都メカニズムクレ

ジットの中で、政府目標の達成に大きく

貢献したGISについて、もっと推進すべ

きだと語る。

　「私がGISに注目するのは、それがホ

スト国での環境対策を担保しながら、大

量にクレジットを獲得できるからだけで

はありません。GISは、基本的に二国間

のトップ交渉でまず大枠が合意されま

す。CDM等と異なりプロジェクト単位で

はないこと、ここに大きな意義があると

思います。つまり、二国間関係をより緊

密にするための、外交上のツールにも

なるということです。GISは、いわゆる附

属書  国内のやりとりですが、途上国と

の間でも、この仕組みは活かせるので

はないでしょうか。例えば、まず二国間

の首脳協議で資金提供の大枠を決め、

それを途上国が様々な環境対策に投じ

ていくということです。2013年以降の枠

組みを考えるときに、GISは大きなヒン

トになると思います。NEDOはこのGISに

ついて、緻密なスキームをつくりあげ、

大きな成果も上げていますから、ぜひそ

の経験を活かしていただきたいです

ね」

政府と産学官一体で
次の国際戦略を練り上げる
　政府は現在「2020年に、温室効果ガス

を90年比25%削減」という極めて高い目

標を掲げている。まだその枠組みは具体

化されていないが、それに向かっては

様々な取り組みが必要になる。

　「マイナス25％というのは大変な数字

です」と松橋氏。「国内における排出抑制

だけで達成できるという人もいるようで

すが、それはあまりにも楽観的でしょう。

京都メカニズムクレジットのような仕組

みをつくらなければ、達成はできない。そ

のために、まずこれまでの第一約束期間

で実施してきた内容や経験を評価するこ

とが重要です。今後も、その発展形が考え

られるわけですから、それについて政府と

産学官が一体となって知恵を絞っていか

なければなりません。それを踏まえて政府

の温暖化対策に関連するセクションが一

つにまとまって国の戦略を打ち出し、オー

ルジャパンで世界に乗り出していくことが

必要です」

　COP15での合意は得られなかったとは

いえ、2013年以降の枠組みに関する議論

はすでに始まっている。クレジット取得の

成果を確認するとともに、新たな枠組み

づくりに向けた議論を展開する時期を迎

えている。

出典：IEA、“CO2 Emissions from Fuel Combustion 1971-2005”（2007）等

（取材日：2010年2月12日）

世界のエネルギー起源
CO2排出量
271.4億t

その他

43.8％

自動車

17.1％（46.5億t）

セメント等

5.6％（15.2億t）

鉄鋼

6.2％（16.8億t）

石炭火力

27.3％（74.0億t）



10

CDMの現状と課題

途上国における温室効果ガスの削減を実現しながら、

先進国の削減目標値の達成にも寄与する、CDM。

国連のCDM理事会＊1のメンバーとして活躍する

財団法人日本エネルギー経済研究所の黒木昭弘氏に、

CDMの現状や課題について伺った。

後発途上国や小島嶼国における
クリーン開発メカニズム
（CDM）のさらなる推進を

国連CDM理事会 理事代理
財団法人日本エネルギー経済研究所

黒木昭弘 理事

京都メカニズムとNEDOの取り組み 3

1
■CDM手続きの流れ

CDMプロジェクトの
計画策定

◆プロジェクト参加者がCDMプロジェクトの計画を策定
　する

5プロジェクトの登録
◆有効化審査を通過したプロジェクトは登録（registration）
　申請できる
　☞登録はCDM理事会が行う

6 モニタリング ◆プロジェクト参加者がCDMプロジェクトによる温室効果
　ガスの排出削減量の決定に必要なモニタリングを行う

8 CERの発行 ◆CDM理事会により、DOEが認証した排出削減量に相
　当するCERが発行（issuance）される

9 CERの分配 ◆CERはプロジェクト参加者の間で分配される
　☞CERの分配については、プロジェクト参加者が決定する

7
CERの検証･認証

◆検証（verification）とは、モニタリング結果について定期的
　に独立審査を行い、排出削減量を事後的に決定すること
　☞検証はDOE＊2が行う
◆認証（certification）とは、検証結果に基づき、DOEが書
　面によって排出削減を確約すること

2プロジェクト設計書
（PDD）の作成

◆プロジェクト参加者がCDMのプロジェクト設計書を作
　成する

3 ホスト国を含む
関係締約国による

承認

◆プロジェクト参加者がCDMとして実施を希望するプロ
　ジェクトについて、ホスト国を含む関係締約国のDNA
　（Designated National Authority：指定国家機関）から
　書面による承認を得る

4 プロジェクトの
有効化審査

◆プロジェクト参加者の作成したプロジェクト設計書をも
　とに、CDMとして適格かどうか、排出削減量の計算が正し
　いかどうか等を評価･判断する有効化審査（validation）
　が行われる

プロジェクト推進の鍵を握る
国連のCDM理事会
　CDMには２つの狙いがある。一つは、

温室効果ガスの排出削減が義務付けられ

ていない開発途上国（「気候変動枠組条

約」に定める非附属書　国）に「削減分は

クレジット（CER）として取り引きできる」と

いうインセンティブを与えることにより、開

発途上国でも排出削減を促し、世界全体

で温室効果ガスを削減していくこと。もう

一つは、削減義務を負う先進国（同附属書

　国）が途上国の排出削減プロジェクトを
支援することで発生したクレジットを、自

国の削減枠に加算でき、目標達成の一助

とすることだ。京都議定書が定める他の２

種類の「京都メカニズム」（「共同実施」と

「排出量取引」）は、先進国間の、すでに

決定された排出枠内のやりとりだが、

CDMは先進国と途上国を結び、先進国

が新たに排出枠を獲得できることに特

徴がある。そのためプロジェクト内容

は、国連のCDM理事会によって審査さ

れ、そこで認められたものだけが実施

できる仕組みになっている。

　黒木氏は2006年以来、このCDM理事

会のメンバーとして世界各国のプロジ

ェクトを審査してきた。また、CDMの展

開全般についても、様々な議論を重ねて

いる。

今、CDMがクリアにすべき課題
　CDMについての議論の一つに、プロジェ

クトの登録などに要する時間の問題があ

るという。現在、平均すると登録に1.2

年、さらにCERが発行されるまで1.1年掛

かっており、この長さがプロジェクトへの

取り組みを難しくしている。理事会でも、

時間短縮は最優先課題の一つとなってい

ると黒木氏。「CDM理事会に持ち込まれ

る以前の審査業務の精度と公平性を高

めることが重要だと思っています。そのた

めの機構改革の具体案が出ており、次の

理事会（EB52）で討議する予定です」

　さらに、プロジェクト実施国（ホスト国）

の偏りも課題だ。登録済みCDMプロジェ

クトの80％が中国、インド、ブラジル、メ

キシコ、マレーシア、フィリピンの６か国

で占められ、合計で約88か国を数えるア
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Notes

■国別CDMプロジェクトの状況

公正な市場競争の中に
いかにCDMを組み込むか

フリカなどの後発途上国（LDC＊3）や小島

嶼国での実施例は非常に少ない。その原

因の一つとなっているのが「ベースライン

の推定」や「追加性の証明」の難しさだ。

　「ベースラインというのは、対策がまっ

たくとられていない状態でどのくらいの温

室効果ガスが出ているかというデータで

す。例えば生ゴミをあちこちで埋め、そこか

らメタンガスが出ている場合、その全体量

の推計がベースラインとなります。しかし

この計測は非常に難しい」と黒木氏。

　また「追加性」というのは、CDMがなけ

ればその事業が実現されず、したがって

追加的なCO2削減も生じなかったという

「追加的な理由」の証明のことだ。通常の

省エネルギー（以下、省エネ）事業や風力

発電、太陽光発電事業でもCO2を減らすこ

とができる。しかし、CDMプロジェクトとす

るためには、CDMとして取り組まなければ

事業が成立しなかったという理由を、技術

面や財政面も含めて証明することが求め

られる。

　「これらのハードルをクリアしてCDMが

後発途上国や小島嶼国でも実

施され、その恩恵が行き渡るこ

とが非常に重要だと思ってい

ます。日本政府から、こうした国

における一定規模以下の発電

設備のリニューアルや省エネ

事業については追加性の証明

を省略しようという提案があ

り、早急に議論することにして

います。さらにこれらの国で

は、ODAによって省エネ設備な

どは設置できても、そのオペレ

ーションコストが出ないという

問題があります。そこで、CERでそうした

コストをカバーしていくというCDMと

ODAとの連携も検討中です」

　「市場との関係」もCDMの運用で大き

な議論となっていることの一つだ。例え

ば、フロン類や一酸化二窒素のような地

球温暖化係数の非常に高い温室効果ガ

スの削減プロジェクトは、CDMからの収

入が大きくなるため、CDM収入を目的に

事業が実施され、想定外の高い競争力を

もってしまう事態が見られた。これでは、

公正な市場競争が阻害されてしまう。　

　「CDMと市場との関係は、CDMという

仕組みが持っている根本的なテーマでも

あります。これについては追加性の厳密

な検討はもちろんですが、基本的に輸出

を伴う部門でのCDMは認めない、ないし

は輸出しても国際市場を歪めないという

ことの証明を求めることにしています」と

黒木氏。

排出削減だけでなく
貧困、教育問題にも貢献
　京都議定書で約束した基準年比6％の

温室効果ガス削減のため、日本もCDM

の活用による排出枠の確保を進めてい

る。しかし最近の傾向として、プロジェクト

の開拓より、単に発行されたCERの買い

手となるケースが増えているのではない

か、と黒木氏は懸念している。

　「量の確保は必要です。また、CDMプ

ロジェクトの登録に時間が掛かりすぎて

いることも、原因の一つと考えています。

しかし、基本的には、日本の政府や企業

が途上国に出て、日本のプレゼンスを明

確にしながらCDMを行うことが重要だと

思います。もともとCDMはそういうコン

セプトで作られたものです。そして、温室

効果ガスの削減だけでなく地域の持続

的な発展に貢献し、ともに貧困と闘い、

あるいは教育の普及に努め、あるいは公

害を防止するといった事業を進めれば、

一つのCDMが多くの意味をもってくるで

しょう。日本に対する高い評価にもつな

がると思います」

　「その点について、NEDOの果たすべ

き役割は大きい」と黒木氏。「NEDOは、

途上国におけるCDMの立案能力アップ、

及びプロジェクトの発掘やその実施を支

援してきました。今後さらにその役割は

大きくなると思います」

　京都議定書の第一約束期間の終了

は、2年後の2012年に迫り、CDMのさら

なる推進が必要となっている。

中国

インド

ブラジル

メキシコ

マレーシア

フィリピン

その他

中国

インド

韓国

ブラジル

その他

登録件数
1,874
件

35％

25％
9％

6％

4％

20％

2％

約80％の登録プロジェクトが上位6か国で構成され、
約90％の発行済みクレジットが上位４か国で構成され
ており、CDMプロジェクトは一部の国･地域に集中して
います。

46％

21％

13％

11％

9％

発行済みCER量

登録件数

340,545
千t-CO2

出典：IGES（財団法人地球環境戦略研究機関）データベース
　　 （2009年11月）

出典：IGES（財団法人地球環境戦略研究機関）データベース
       （2009年12月1日時点）

■CDMプロジェクト件数

CDM手続きの段階 件数 2012年までの合計削減量
（PDD記載値）（千t-CO2）

登録申請書類確認中

有効化審査中

278
126
43

1,915
5,585

登録申請中
却下
取り下げ
登録済み
合計

3,006

217
158,745
79,594
21,621

1,768,272
3,653,877

1,497,646

127,999

（取材日：2010年1月28日）

＊1  CDM理事会：地域代表5名（アジア、アフリカ、ラテン
　　アメリカ、東欧、西欧各1名）と附属書　国2名、非附属
　　書　国2名、小島嶼国1名の計10名の理事と、同じく
　　10名の理事代理の合計20名で構成される。会議は1、
　　2か月に1回開催され、1週間ほど続く。日本からは、
　　2006年以降、黒木昭弘氏が理事、あるいは理事代理と
　　してそのメンバーとなっている。
＊2  DOE：Designated Operational Entityの略称。指定運営
　　組織。
＊3  LDC：Least Developed Countriesの略称。国連で認定
　　された途上国の中でも特に開発の遅れた国々を指す。
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温室効果ガス排出削減への取り組み

京都メカニズムとNEDOの取り組み 4

　阿寒グランドホテルが計画した温泉熱

の利用とはこうだ。

温泉熱を段階的に利用
年間1,770t-CO2を削減

（取材日：2010年2月4日）

重油ボイラーは、燃料価格の
変動とCO2排出が悩み

のですが、ある役員から、温泉の熱利用を

改めて考えてみては、という提案がありま

した。温泉熱利用は、昔から道路の融雪

対策などで使われていて目新しいもので

はありません。しかし、ヒートポンプなどと

組み合わせた新しい使い方があるのでは

ないかということでした。改めて研究して

みると、温泉は熱が安定しており、しかも

阿寒湖の温泉は湯元で約67℃と温度が

高いなど、熱源として理想的だということ

が分かりました。そこで、これを活用する

熱供給システムを考えていったのです」

　折よく、阿寒湖の温泉を管理する「前田

一歩園財団」には、貸し出しできる温泉が

あった。景気の低迷で、温泉を返すホテ

ルなどが出ていたからだ。新たに25本の

温泉が利用できそうだった。また、ちょう

ど阿寒湖で「観光施設の省エネ」をテー

マにした北海道経済産業局のセミナーが

開かれ、国がいろいろな支援策をもって

いることも知った。

　「温室効果ガス排出削減支援事業とし

て、NEDOの支援が受けられる可能性が

あることが分かりました。早速応募してみ

ようということになったのです」

　阿寒グランドホテルが経営する温泉旅

館「あかん遊久の里 鶴雅」と「あかん鶴雅

別荘 鄙の座」では、施設内の暖房や給

湯、温泉の加温に重油ボイラーを使って

いた。しかし、重油価格の変動が常に経

営の不安定要因となるだけでなく、CO2
の排出量も多い。

　「ISO14001も取得し、省エネルギー（以

下、省エネ）に取り組む中で、ボイラーに

替わる設備としてヒートポンプの導入を

検討し始めました。しかし、これは数億円

規模の投資となり、費用対効果の面で採

用は難しいということでいったん中断した

つるが

ひな

株式会社阿寒グランドホテル

大西雅之  代表取締役社長

黒滝 博 常務取締役

　まず元湯の高い熱を熱交換で、暖房・

給湯に利用。次に、熱を利用した後の温

泉を掛け流しで浴場で使い、さらにその

排湯熱を熱交換で暖房や給湯、浴槽の保

温に使う。もともと温泉旅館のサービス

には、いろいろな段階で熱のニーズがあ

る。それに対して、温泉熱を熱の高い時

点から順次取り出し、各段階で重油ボイ

ラーを代替していくという効率的なシス

テムとなっている。

　「従来は、ボイラーを焚いて暖房し、ま

た温泉もボイラーで循環加温していまし

た。また、熱を持った排湯は、そのまま捨

てていたんです。しかし、新システムにす

れば、温泉の熱を無駄なく使いきることが

できます。特にヒートポンプとの組み合

わせが効果的だと分かりました。通常の

ヒートポンプは空気中の熱を利用するの

ですが、こちらは排湯の高温の熱を利用

京都議定書目標達成計画に基づき、我が国の第一約束期間における

温室効果ガス排出量の6％削減（90年比）に向け、各界各層で

精力的に取り組んでいるところである。

一つの事業例として、温泉熱の新しい使用方法で大きな効果を上げた、

株式会社阿寒グランドホテルの大西雅之社長と黒滝博常務に、

取り組みの経過や成果について伺った。

温室効果ガス排出削減
方法論の拡大･拡充へ
～温泉熱の活用でCO2排出を削減～
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■温室効果ガス排出削減支援事業と国内クレジット制度＊の関係

温室効果ガス排出削減支援事業（NEDO）

国
内
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度（
経
済
産
業
省
）

１．中小企業をはじめとした様々な主体の排出削減対策を推進
２．国内クレジット制度の参考モデルの創出（新規方法論の拡大･
　  拡充）

事業目的

温室効果ガス排出削減支援事業（補助事業）

※平成20年度までは、経済産業省にてCO2認証事業を実施

事 

業 

者

事 

業 

者

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ

公募申請 補助事業採択

反　映

方法論の新規性･拡充
の可能性、中小企業等
への波及効果、CO2削
減効果等

「ゼロカーボンホテル」へ
全社一丸で取り組む
　新システムへの切り替えは「予想以上

の効果を生んだ」と、経営陣は振り返る。

実際、システム稼動後の4か月間で、重

油の使用量は83％減、CO2排出量も

581t-CO2と、従来比36％も削減された。

　「期待通りの数字でした。しかし、それ

以上に驚いたのは、電気の使用量も水道

の使用量も大きく減ったことです。ヒート

ポンプの導入で電気は増えるだろうと思

っていたので、意外でした」

　それは、新たな熱供給システムへの切

り替えを一つの契機に、省エネというアプ

ローチではなく、「ゼロカーボンホテル

へ」という目標を掲げ、全社的な取り組み

を促してきたことによるという。

　「単なる重油ボイラーの切り替えではな

く、『ゼロカーボンホテル』を目指そうと呼

びかけたことが、社員の心に届いたのだ

と思います。電気や水についても、まだこ

んな無駄があるということが、次々と浮か

び上がってきました。今は『ゼロカーボン

ホテル』への第２弾として、照明のLED化

を進めています。また、北海道観光旅館

ホテル・関連事業地球温暖化対策協議会

をつくって、当社の事例を紹介しながら、

横に広げていく取り組みも進めていま

す。温泉熱のヒートポンプや熱交換器に

よる利用、という方法論が確立し、国の支

援もあるわけですから、他の温泉旅館で

も、省エネを通じた経営改革の絶好のチ

ャンスだと思っています」

　この阿寒グランドホテルの事業は、当

初から経済産業省が平成20年10月に開

始した「国内クレジット制度」の活用を想

定したものとして、計画・実施された。実

現した排出削減の実績評価を基に、国内

クレジット認証委員会（政府が設置した

民間有識者で構成する第三者認証機関）

は、367t-CO2のクレジットを認め、排出権

取引により共同事業者である北海道電力

（株）に移転されている。

　これによって阿寒グランドホテルの事

業は、北海道電力（株）が自主行動計画で

定める温室効果ガス排出削減目標の達成

に寄与することになった。それは京都議

定書で約束した、基準年比マイナス6％と

いう国の目標達成に貢献する事業だとい

うことも意味する。温泉熱を利用する新た

な方法論の確立と、国の京都議定書数値

目標達成への貢献――阿寒グランドホテ

ルの事業は、大きな成果を生んだ。

「国内クレジット」取引で
排出削減目標達成にも貢献

（取材日：2010年2月4日）

■温室効果ガス排出削減支援事業例
（株）阿寒グランドホテル「あかん遊久の里 鶴雅」において、一般暖房用として利用している重油焚ボイラー
から、温泉排水熱源ヒートポンプと、温泉熱を利用した温熱供給システムに変更し、排出削減事業を行った。

熱水
（温泉）

ボイラー

排湯槽

（株）阿寒
グランドホテル
あかん遊久の里

鶴雅

一般暖房

温泉水（排湯） 排水

給湯、浴槽保温

一般暖房

電力

A重油 重油焚ボイラー

A重油使用量の
80％を削減

共同事業

温室効果ガス
排出削減支援
事業による設
備導入支援排熱回収

ヒートポンプ

温泉排水熱源
ヒートポンプ

プレート型
熱交換器

国
内
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度

（株）阿寒グランドホテル

北海道電力（株）

クレジット取引

国内
クレジット

資金･技術

CO2削減見込量
1,770t/年

NEDO

（取材日：2010年2月4日）

するので、格段に効率がよくなるのです」

　新システムが稼動すれば重油の使用は

従来の８割減となり、CO2の排出削減量も

年間1,770tに達すると見込まれた。

　この計画は、経済産業省の「平成20年

度中小企業に対するCO2排出削減認証事

業」として採択され、NEDOの「平成20年度

温室効果ガス排出削減支援事業」として

実施されることになった。

＊国内クレジット制度：温室効果ガス排出削減に向けて「自主行動計画」を取り決めている事業規模の大きな企業が、中小企
　業に資金・技術を提供、共同で中小企業における温室効果ガス排出削減事業を実施し、それによって発生したクレジット
　（排出枠）を、自社の目標達成に活用できるようにしたもの。中小企業等における排出削減の取り組みを活性化、促進する
　ことを目的としている。

排湯の熱を熱交換器
で取り出し、ヒート
ポンプに送る

9台のヒート
ポンプが必要
なエネルギー
量に応じて稼
動する
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December（後半）
● 「エナジーテック・エキスポ2009」に出展。「海外出展者最優秀ブース賞」を受賞（インド/ニューデリー）
● 「新成長戦略」に関するデモンストレーション（於 首相官邸）にて次世代照明「有機EL照明」を展示

● NEDO福水副理事長、中国科学院の江副院長と会談（中国/北京）
● 「アジアESCOカンファレンス2010」を開催（インド/ニューデリー）
● 稚内メガソーラー  全パネル設置完了（大規模電力供給用太陽光発電システム系統安定化等実証研究/稚内サイト
     北海道電力（株）・稚内市）
● 「World Future Energy Summit 2010」に出展（アラブ首長国連邦（UAE）/アブダビ）
● 「分子イメージングシンポジウムー基盤技術のイノベーションから臨床応用へー」を開催
● 省エネルギーモデル事業「水和物スラリ蓄熱空調システム・モデル事業」基本協定書調印式を開催（タイ/バンコク）
● フィルム基板ディスプレイ用部材の技術開発に成功。ディスプレイ作製過程の省エネ化と省スペース化を実現

● 「元素戦略/希少金属代替材料開発  第4回合同シンポジウム」を開催
● 「超電導応用技術検討ワークショップ」を開催
● 再生可能エネルギー専門見本市「RETECH 2010」に出展（ワシントンD.C.）
● 「川崎国際環境技術展2010」に出展
● 第34回地球環境とエネルギーの調和展「ENEX2010」へ出展
● バイオマスエネルギー関連事業の成果報告会を開催
● 「NEDO ウォーターソリューション展示会＆シンポジウム」（Interaqua2010と同時開催）を開催

NEDO NEWS HEADLINE

12  月

January2010年  1  月

February（前半）2  月

デリー・ムンバイ「スマート・コミュニティ」の共同開発に合意

国内外で活動するNEDOの最近の動きをお知らせします。

2009 December（後半）～2010 February（前半）

　2月15日、NEDOは、インドのデリー・ムンバイ産業大動脈
開発公社（DMICDC）とデリー・ムンバイ間産業大動脈構想
（DMIC）における「スマート・コミュニティ」の共同開発に合
意しました。
　この合意に基づき、NEDOは同産業大動脈上でMW級の
太陽光発電等の再生可能エネルギー技術等を活用し、工
業団地等のマイクログリッドの需給監視や系統電力の品質
及び安定供給技術を組み合わせたスマートコミュニティモ
デル事業の実施可能性調査に着手する予定です。

国連再生可能エネルギー機関のペロス暫定事務局長が来構
　2月19日、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）のエレン・
ペロス暫定事務局長がNEDOに来構し、村田理事長と会談。再
生可能エネルギーの普及促進において、NEDOとIRENAは今
後どのような協力が可能か、様々な角度から意見交換を行い
ました。
　IRENAは世界規模で再生可能エネルギーを普及促進するた
めに、2009年1月26日に設立された国際機関で、日本は2009
年6月29日に加盟しています。これまで多くの再生可能エネル
ギー関連技術の開発を実施しているNEDOは、技術のみなら
ず人材育成など幅広い分野で、引き続きIRENAとの協力の可
能性を積極的に検討していく予定です。

調印書を交わすアミタブ・カントCEO（左）とNEDO福水副理事長（右）

握手を交わすエレン・ペロス暫定事務局長（右）とNEDO村田理事長（左）
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開催期間 イベント 会　場 NEDOお問い合わせ先 TEL

2010年4月11日～4月16日

2010年4月15日～4月17日

2010年6月16日～6月18日

2010年6月27日～7月2日

ドイツ（フランクフルト）

インテックス大阪
（大阪市住之江区）

東京ビッグサイト
（江東区）

パシフィコ横浜
（横浜市西区）

Light+Building  2010
（国際照明・建築技術専門見本市）

バリアフリー2010

スマートグリッド展2010

再生可能エネルギー2010国際会議

機械システム技術開発部

044-520-5240

スマートコミュニティ推進室

044-520-5274

新エネルギー技術開発部

044-520-5270

本誌の定期送付･送付中止･送付先変更のご依頼はこちらまで
E-mail：kouhou@nedo.go.jp　FAX：044-520-5154　「FOCUS NEDO」編集担当宛

N
E
D
O
イ
ベ
ン
ト
情
報
一
覧

NEDOからのお知らせ

T  O  P  I  C  S
「エコ・エネルギー科学教室 1日学習見学会」開催

開催日：2010年2月6日（土）  会場：財団法人 日本科学技術振興財団「科学技術館」/新日本石油株式会社「創エネハウス」

2月6日、東京都千代田区の科学技術館と、神奈川県横浜市港北区の創エネハウスで
「エコ・エネルギー科学教室  1日学習見学会」が開催されました。
NEDOが特別協力しているこのイベントに、親子9組が参加。
実験、実演、見学と、内容豊富だった当日の様子をレポートします。　

電子・情報技術開発部/省エネルギー技術開発部

044-520-5210/044-520-5280

扇風機はつくかな？  発電に挑戦中（科学技術館で）

ペットボトルと水で、水力発電のしくみを解説
（科学技術館で）

照明には省エネで長寿命のLED電球を採用。シンクには生ゴミを
肥料に変える機能が付いたディスポーザーを設置（創エネハウス
のキッチンで）

主　　催： 読売新聞社／財団法人日本科学技術振興財団「科学技術館」
特別協力： NEDO

　午前の会場は、科学技術館のイベントホールです。はじめに同館の学芸員がエネル
ギー、特に電気に支えられている現代の生活を解説した後、参加者は発電実験に挑戦
しました。手回し式の発電機に扇風機をつなげ、子どもたちが一斉に発電用のレバーを
回転。しかし、ファンはわずかな時間しか回転せず、電気を作ることの大変さを実感して
いました。その後は水とペットボトルを使った水力発電の実演をはじめ、発電には様々
な方法があることを紹介。太陽光や地熱、風力などによる「新エネルギー」や燃料電池
のしくみの解説にも、子どもたちは真剣に耳を傾けていました。
　午後からは横浜市に移動。家でエネルギーを作り、効率良く使うことを目指した実験
住宅「創エネハウス」を見学しました。
　参加した子どもたちに話を聞くと、「発電の実験が楽し
かった」「エネルギーのことをもっと知りたくなった」「電
気を大事にしなきゃ」といった感想が返ってきました。
　「エコ・エネルギー科学教室」は、3月25日に親子400
人を招いて、米村でんじろう先生の実験ショーを含む
ワークショップや授業を行います。また、25日から28日
までの期間、科学技術館において、エネルギーをテー
マにしたイベント、「エコ・エネルギー科学教室 なる
ほどエネルギーひろば」を開催します。
　NEDOでは今後も、こうした次代を担う子どもたちへ
のエネルギー教育への協力に貢献していきます。
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暮らしへ、未来を運ぶNEDO
プロジェクトの成果が、毎日を便利に、豊かにしています。

空気が作り出す
－100℃の世界

導入第1号となった深澤
冷蔵株式会社。
導入に合わせ、冷蔵倉庫
を新築

超低温領域
庫内の様子

冷凍庫内の空気を圧縮・膨張させることで超低温領域（－50～－100℃）
を創出する冷凍システム「PascalAir（パスカルエア）」。
従来のフロン冷媒に比べ、オゾン層破壊係数、地球温暖化係数ともに
ゼロの空気を冷媒としているため、地球環境負荷がない点に加え、最
大50％の省エネ、CO2排出量削減を可能としました。

究極の自然冷媒「空気」の力を引き出した
「パスカルエア」

使う側と地球環境、双方にやさしい新世代冷凍システム誕生

超低温領域創出。その秘密は？

庫内を満たしている超低温の空気は、直接冷媒に用いるた
め循環されています。循環中に空気を圧縮により発熱させ、
それを冷やした後に膨張させることで、空気は庫内から吸
い込まれた状態よりさらに低温に。この空気を庫内に戻す
ことによって、庫内は超低温に保たれるのです。

～原理は、圧縮・膨張による気体の温度変化にあり～

※新たに開発したターボ型膨張機一体型圧縮機では、膨張機で発生する
　膨張の力を圧縮機の補助動力として使用し、エネルギー効率を上げて
　います。

圧縮機

ターボ型圧縮機・膨張機

冷熱回収
熱交換器

庫内温度
－50～－100℃

1次
冷却器

冷
却
水

膨張機
モータモータ

適用市場の広がりにも期待
庫内風量が、10分の1程度になるため、風による品
質劣化が嫌われるマグロ・カツオ冷蔵庫市場がメイ
ンターゲット 。ほかにも、フリーズドライ、凍結破砕
による家電リサイクル、半導体製造工程、医療・医薬
品冷却など、幅広い分野への活躍も期待できます。

パスカルエア本体

私

たち
が食
べているマグロも、

もっと
おいしくなる！？私

たち
が食
べているマグロも、

もっと
おいしくなる！？

おいしい
まま

凍ってま
す！
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NEDOプロジェクト
「エネルギー使用合理化技術戦略的
開発」の成果より


