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【地球温暖化特集】クリーン開発メカニズム(CDM)  バイオマス  
 

アジアへの環境技術移転とバイオマス 
－CDMプロジェクトへの期待と展望－ 

 
NEDO技術開発機構 エネルギー・環境技術本部 

プログラムマネージャー 久留島 守広 
1. はじめに 
本年の日本各地は観測史上まれな暑さを記録し、気象庁による 7 月の東京について
の記録を見ると、30℃を超える真夏日が 27 日間も続き、35℃を超えた日が 7 日間も
あった。続いて 8月 16日には、岐阜県多治見市と埼玉県熊谷市で、ついに気象庁の観
測値で日本最高気温となる 40.9℃を観測した。 
まさに、地球温暖化がいよいよ進んでいると実感させられる今日この頃である。さ

らに、世界に目を転じても、欧州・北米・アジア南部における洪水、大型ハリケーン

の多発、北極の氷結時期の遅れ・氷厚の減少など、異常気象を示すものばかりである。 
世界の CO2排出量は急激に増加しており、20年前の約 1.3倍となっている。エネル
ギー関連の CO2の総排出量を国別に見ると、アメリカ、中国、ロシア、日本の順で、

日本は世界で第 4位であり、CO2発生量を部門別で見ると、産業部門で約 4割、鉄道・
自動車など運輸部門で約 2 割、事業所・商業施設等で約 1 割、家庭部門でも約 1 割を
占めている。とりわけ、中国・インドをはじめ急速に発展するアジアでの増加が顕著

であり、今後の地球温暖化対策の鍵であると言われている。 
一方、わが国においては、先日の地震災害による原子力発電所の停止などにより、

地球温暖化対応はもとより既に批准している京都議定書遵守のためには、国民全体で

CO2 削減努力をして行かなければならない状況であるが、その対応において困難な局

面に直面している。このため、国内での削減を補う仕組みに温暖化対策を発展途上国

で行うクリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism: 以下 CDM)という
方法がある。 
このような状況の下、アジア諸国においては、地球温暖化対応とエネルギー安全保

障のため、バイオマス資源、つまり植物由来の燃料を活用することに対する期待が高

まっており、その現状と問題点、さらに今後の CDM プロジェクト化を含め、わが国

との関連につき展望・可能性について述べてみたい。 
 
2. CDMとは 

CDM とは発展途上国と先進国が一緒になって地球温暖化対策を実施する排出量取

引の一種で、これは 1997 年に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）で採択された。 
先進国と途上国が共同で温室効果ガス削減プロジェクト（省エネルギー、新エネル

ギーなど）を途上国において実施し、そこで生じた削減分の一部を先進国側の削減に
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カウントできるというスキーム（仕組み）である。我が国はこのスキームを利用して

少しでも良い CDM プロジェクトを発掘し、CO2クレジットを確保すべく、新エネル

ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）などによる可能性調査・企業助成、また得ら
れた排出枠の買取り、さらに国際協力銀行（JBIC）などによる基金の設立・運営など
行われている。 
我が国では省エネルギーが相当程度進み、産業構造も高度化していることから、二

酸化炭素排出削減の余地は限られており、温室効果ガス排出削減のための限界費用は

非常に高くなる。しかし、エネルギー消費の効率化や燃料転換等を行う余地が未だあ

る先進国、もしくはエネルギー消費効率が低い発展途上国では、低い費用で温室効果

ガスの排出を削減する余地が数多く存在する。 
 我が国のように国内の限界排出削減費用の高い国では（図 1参照）、積極的に京都メ
カニズムを活用することによって、約束達成に必要な費用を低減させつつ、優れた技

術の普及により国際的な排出削減への貢献が可能になるといえる。 

 
我が国は、このようなメリットを有する京都メカニズム、すなわち、取引主体・取引形

態別にクリーン開発メカニズム（CDM）、共同実施（JI）、排出量取引（Emissions Trading：
ET）という 3 つの仕組みの環境整備等に取組んでいる。また、民間事業者による京都メ
カニズムの活用も進展しており、2007年 9月中旬現在、JI14件、CDM206件（計約 9900
万トン-CO2の温室効果ガスの排出削減効果）について政府承認がなされている。 

図 1）主要地域における国内の限
界排出削減費用の推計（2010年）
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3. バイオマス関連プロジェクトの経験 
バイオマスは化石燃料に比べて単位重量当たりの熱量が低く、エネルギー的には非

効率である。砂糖工場で余るサトウキビの絞り粕をバガスと言うが、このバガスの熱

量は石炭の 30%程度、重油の 20%にも満たないので、同じ熱量をボイラーで作り出す
ための設備は化石燃料の場合より大きくならざるを得ない。すなわち、設備費もそれ

だけ高くなる。例えば、数年前モーリシャスで自家発電事業者による電力公社への売

電の競争入札が行われたが、落札したのは石炭焚きの火力発電所であった。バイオマ

ス発電では経済性のみで対抗しても価格面では太刀打ちできなかったようである。 
また、バイオマス発電の場合、別の不安定要素もある。それは燃料を農産物の残廃

物等から得るために、確保できる燃料の量が天候によって左右されることである。凶

作になったら発電用の燃料を補うために他のバイオマス燃料か化石燃料を調達しなけ

ればならず、これは新たな燃料費の増加に繋がってしまう可能性を持っている。 
このようにバイオマス発電プロジェクトは化石燃料を用いた従来の方式に比べてい

かにコスト削減するかが課題である。この設備費の圧縮のために現地資材の活用や既

存設備の有効利用等により、できるだけ設備費を抑えることが肝要である。 
また、発電に用いた蒸気を有効利用するために、コージェネレーションを考えると

いった工夫も必要である。例えば、タイで行ったバイオマス発電システムでは、図 2
に示すようにアルコール工場への蒸気と電気の供給を想定したコージェネレーション

を検討した。アルコールの原料は砂糖工場で砂糖を抽出して最後に残った糖蜜（これ

は廃糖蜜と呼ばれている）を用いることを計画し、廃糖蜜にはまだ糖分が残っている

ために、これに酵母を加えて発酵させるとエタノールを作ることができる。このよう

な複数のシステムを組み合わせることによってエネルギーの有効利用をすればトータ

ルとしての CO2排出量も抑えられ、プロジェクト収支も良くなる。 
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図 2 コージェネレーションを含めたバイオマス発電例（NEDOバイオフーエル会議 2007資料より） 
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また、バイオマスの場合、化石燃料に比べ比重が小さく運搬コストが多大となり、

基本的に原料を産出するオンサイトでのプロジェクトを志向すべきである。収集・運

搬すると収支を圧迫するだけでなく、トラック等の排出する CO2が温暖化を促進して

しまうマイナス要因にもなる。 
このようにバイオマスを用いた CDM プロジェクトを実施する場合には、様々なコ

スト削減と原料作物などの安定供給がポイントとになる。 

   
 
 

 
4. CDMを巡る思惑 

CDM実施を巡っては先進国側と途上国側とで捉え方に開きがある。つまり、先進国
は排出枠確保の手段としてとらえ、一方途上国は投資拡大と無償による技術移転の制

度とみなす傾向がある。温室効果ガス削減に関して、日本は 1990年比で 6%削減を達
成することを国の目標に掲げており、国際的義務であることから、CDM等の京都メカ
ニズム柔軟性措置に大きな活路を見出している。 
途上国側にとっては、もっぱら CDM プロジェクトがいかに日本から自国に対する

投資に繋がるか、自分達の経済・技術移転に役立つかということに興味があるようで、

自国の経済発展が優先課題のように思える。 
一方、投資する日本側企業に関しても様々で、6%削減目標はあるものの、未だに京
都議定書上の義務は国に課せられているために民間企業は自主行動計画に基づいた温

暖化対策に止まっている。温暖化対策は必要とは思っていても、CDMに関し利害得失
につき様子見の企業がまだ多い。 
このような状況において、経済産業省の予算により NEDOを通じて日本側投資額の

1/2を限度に補助金が出され、さらに NEDO自身による CO2クレジットの買取りを進

めている。このため、産業界は国内での省エネ・新エネに取り組むことはもとより、

これらのサポート体制や買取り制度を有効利用することで、今や JIや CDMプロジェ
クトの積極的推進を図るべき時期に来ているとの認識が広がりつつある。一方、途上

国側でも温暖化が地球規模で起る深刻な問題であるとの認識に立ち、バイオマスをは

じめ新エネの活用を促す政策を積極的に実施しつつある。 

写真 1：砂糖成分を含んだサトウキビ

の茎部分 

写真 2：砂糖を絞りきった後の粉末状の

茎部分（バガスと呼ばれ、燃料になる） 
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5. バイオマスプロジェクトと CDM 
アジアをはじめとする途上国は、今後、経済の成長に伴い特に産業部門のエネルギ

ー消費と温室効果ガス排出の増加が見込まれること（図 3参照）、石油価格の高騰及び
エネルギー安定供給確保への対応、自国に大きなバイオマス資源の存在・今後の拡大

の可能性（図 4及び表 1のデータ・地図参照）、さらに地方においては社会開発の観点
でバイオマスをはじめとする再生可能エネルギー導入に対する期待が大きいことが特

筆される。 
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図３： 二酸化炭素排出量の長期見通し
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２１００年には途上国のＣＯ２排出量は先進国の３倍
（出典：経済産業省資料、 2006年、ＲＩＴＥモデルによる試算）

 
図 4：  
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（NEDOバイオフュエル会議 2007資料より） 
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しかしながら、途上国においては、バイオマス等の導入に期待はするが、当該技術

レベルはまだ低く、また資金制約も大きい。高いリターンが期待される案件であって

も資金以外の様々な障害1によりプロジェクトが進まない問題がある。 
このため、このような障害に対応すべく、アジア開発銀行・国際協力銀行など様々

な機関が、資金提供可能な制度を整備しつつある。 
また、先進国からの技術移転に加え、途上国間の技術移転が有効と考えられ、それ

を促進するための対策も望まれる。例えば IEA（国際エネルギー機関）の環境技術イ
ニシアティブ実施協定（Climate Technology Initiative：CTI）の下での気候変動技術
対応活動（日・米・欧等による国際活動；筆者が事務局）資料によると、バイオマス

には経済性の見込まれる大きな可能性があるが2、一方、発電電力を有効に活用可能な

電力網等の整備に加え、農業生産物の宿命である収穫変動への対応、収穫物の円滑な

収集・運搬等に関するインフラの整備などの課題がある。また、電力網に接続されて

いない過疎地域では、無電化村への電力供給を可能とする、風力・PVなどとの組合せ・
ハイブリッドも安定供給の観点からオプションとなりうるがコストが高く政府の支援

が必要であろう。 
さらに、アジアの一部の国では、政府の体制・法制度整備などの対応の遅れがあり、

汚職・収賄などの問題がビジネスのコストを高めていることなどについて産業界の不

                                                  
1 技術、制度、体制、人的能力面での制約、情報の欠如等。 
2 バガス、パームオイル残渣、間伐材、稲わらなど。バガスによる発電の可能性は、比で 2,510GWh/y、
タイで 5,700GWh/y、インドネシアで 3,173GWh/y。それぞれ各国年間発電量（2000年）の 6.6%、6.3%、
3.7%。 

表 1：アジアにおけるバイオマスの可能性（NEDOバイオフュエル会議 2007資料より） 
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満が高く、政府への速やかな対応を求める声が出されている。これらに応えるべく、

NEDOなど我が国の政府機関が行ってきたキャパシティービルディング（能力向上）
に係る活動等が、現地政府はもとより国内外の産業界から高く評価されている。 
なお、これらプロジェクト・モデルの一例を NEDOバイオフュエル会議 2007資料

より農業廃棄物等を対象とするものを図 5に及びサトウキビを対象とするものを図 6
に示す。 

2

 
3

 
 
 

 
6. おわりに 

CDMプロジェクトはやはり事業であり、当然のことながら収益性の高いプロジェク
トが望まれている。プロジェクト実施地域における社会共生のためには、途上国とわ

が国政府・企業にとりウィン・ウィンの関係を構築すべく、採算性を含め様々な工夫

が必要である。今後は①現地ニーズに合った設備の導入、②技術・システムの組合せ

による採算性の向上、③有効かつ的確なコーデネーター制度の整備などにつき、研究・

調査がなされ、政府・関係産業界の協力の下、NEDOもその一翼を担いつつ、実現が
図られるべきものである。 
とりわけ、バイオマスプロジェクトに関しては、我が国産業界のこれまでの経験を

踏まえ、採算性をいかにして保つかということに留意しつつ、多様性ある現地のバイ

オマス資源に対し最適な技術を適用する実プロジェクト発掘を目指すことが望まれる。 

図 5：農業廃棄物等を対象とするバイオ
マスプロジェクト・モデル 

図 6：サトウキビを対象とするバイオ
マスプロジェクト・モデル 


