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【特集】環境  

インドネシアの京都議定書と CDM をめぐる動き（第 2 報） 
 

NEDO 技術開発機構 ジャカルタ事務所 
山 田 史 子   

  
 インドネシア CDM（クリーン開発メカニズム）については、昨秋 10 月と 11 月に

「インドネシアの京都議定書と CDM をめぐる動き」として、NEDO 海外レポートに

報告した（注 1）。 
 本稿では、京都議定書発効前から 2005 年 5 月中旬までのインドネシア CDM の動

向を概観するとともに、今般 NEDO ジャカルタ事務所が関係団体の協力を得て編纂

した「インドネシア CDM 調査報告書」（注 2）の概要を紹介する。 
 
1．インドネシアの京都議定書批准 
 上記レポートで紹介済のインドネシアの京都議定書批准の経緯に関し、お詫びと訂

正を兼ね後日談として簡単に報告する。最近になり「京都議定書批准法」（Republic of 
Indonesia Law no.17/2004）（注 3）のコピーが関係者に配布され、本法が国会本会議で

同法案が可決された 1 ヵ月後の 2004 年 7 月 28 日に発効していたという事実が明らか

になった。当時、インドネシアの国政選挙による政府関係機関内部の再編とその影響

による政治的空白が生じていたため、「批准法」が発効していた事実は関係者の知る由

もなく、ごく最近までメガワティ前大統領が交代を前にした 2004 年 10 月 17 日に署

名したと考えられていた。 
 いずれにしても、COP10 直前の“駆け込み”ではあったものの、2004 年 12 月 3
日インドネシアの京都議定書批准が UNFCCC 事務局に正式登録される運びとなった。 
 
2．インドネシアの CDM 審査体制 
 インドネシア環境省関係者に確認した（注 4）ところによると、環境大臣令として発布

される見込の DNA（注 5）法（注 6）案は、2005 年 5 月現在インドネシア政府の省庁一部

再編および高官レベルを含む大異動の影響で、未だ大臣の署名待ちである。6 月 5 日

の世界環境デーの機を捉え署名、ということになるかもしれない、との希望的観測も

省内に流れている。DNA の機能自体には冒頭レポートで紹介済の内容から大きな変

更はないもようである。ただ、案を詰める段階ではひとつの省であった工業省と商業

省がふたつに分かれたため、CDM 国家委員会および技術チームのメンバーシップに

関し、どのように対応するかを検討中で、一案としては、両方の省にそれぞれにメン

バーシップを認めることが考えられる、とのことであった。 
以下に承認見込の最終案における CDM 国家委員会および同委員会の下に設置され

る技術チームの組織体制を示す（注 7）。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート956号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/956/
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図 1：CDM 国家委員会の構成 
 
 CDM 国家委員会は、委員長および事務局兼務各 1 名に以下の 8 名を加えた 10 名か

ら構成される。 
(1) エネルギー・鉱物資源省地域・環境担当大臣顧問／筆頭大臣顧問 
(2) 森林省森林保護担当大臣顧問 
(3) 商工業省商工業研究開発庁長官 
(4) 外務省多国間経済・財務・開発総局長 
(5) 内務省地域開発総局長 
(6) 運輸省環境・エネルギー担当大臣顧問 
(7) 農業省農業研究開発庁長官 
(8) 国家開発企画庁天然資源・環境管理担当次官 
 
 

図 2：技術チーム（注 8）の構成 
 
 また、技術チームの委員は委員長および事務局兼務各 1 名に以下の 10 名を加えた

12 名である。 
(1) 森林省バイオテクノロジー・森林植物資源研究所長 
(2) 森林省環境サービス利用部長商工業省商工業研究開発庁地域人的資源・環境研究

所長 
(3) 外務省国連開発・経済・環境局長 

委員長 環境省事務次官 

 

委員／事務局兼務  
環境省環境保護担当次官
 

委員 委員 委員 委員 委員 委員 委員 委員 

委員長     

環境省大気・気候変動担当次官

委員／事務局兼務  
エネルギー・鉱物資源省 
鉱物資源・石炭技術局長 

委員 委員 委員 委員 委員 委員 委員 委員 委員 委員 
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(4) 内務省空間計画・環境局長 
(5) 運輸省（職位不明） 
(6) 農業省農業水文・農業気候研究所長 
(7) 農業省畜産研究開発庁獣医学研究所長 
(8) 農業省土壌・農業気候研究開発庁土壌研究所長 
(9) 国家開発企画庁天然資源・環境管理局長 
(10)ＷＷＦインドネシア（注 9） 
 
3．インドネシアの CDM に関する最近の動き 

3.1 二国間 CER（注 10）購入協定（Bilateral CER Purchase Agreement/BCPA） 
 オランダ政府は、インドネシア政府との間で 1 年以上にわたり CER 購入協定の締

結に向け交渉を進めてきた。拘束力の強い契約条件とより多くの CER 獲得を狙うオ

ランダと拘束をきらいつつも CDM プロジェクト推進にあたり当面の障壁となり得る

資金面の不安解決の手段として協定締結の方向で検討を進めるインドネシア両政府の

思惑が絡みあい、関係者にとっても予想以上の長期交渉となった。当初は 1 千万トン

CO2 とも言われていた契約量は、2004 年 10 月には 500 万トン CO2 にトーンダウン（注

11）。その後も関係するインドネシア環境省、外務省において検討が続き、2005 年に入

ってオランダ経済大臣がインドネシアを訪問した際に署名が行われるとの観測が流れ
（注 12）たが、政府内部での合意に時間がかかり、オランダとの間で BCPA が最終的に

締結されたのは 2 月下旬ヨハネスブルクでの環境大臣会合においてであり、契約購入

量は 200 万トン CO2 となった。 
 オランダ政府との BCPA の内容については公式に発表されていないが、環境省関係

者によれば上述の契約購入量はインドネシア政府にとり第 1 約束期間中における最低

ラインの達成義務であり、一方オランダ政府は CDM プロジェクトの登録審査および

取引コスト全般をカバーするとともに、当該案件が CDM とならなかった場合インド

ネシア政府に対するペナルティはない。しかしながら、プロジェクト自体の実施コス

ト手当およびその投資者ならびにインドネシア側に対する技術移転が可能な附属書Ｉ

国からのパートナー探しはプロジェクト実施者に一任される。BCPA により CDM 手

続関連コストの問題を解決しようとしたインドネシア政府であるが、プロジェクトフ

ァイナンスが目下一番の悩みの種となっているようである。 
 
3.2 デンマークによるキャパシティビルディング 

これまで環境省に対するキャパシティビルディングについて、ドイツ技術協力公社

（GTZ）がその中心的な役割を果たしてきた。その結果環境省がローカルコンサルタ

ントであるプランギ（注 13）の協力を得て DNA 法案を策定するに至っている。 
デンマークは、インドネシアの隣国マレーシアにおいて CDM 審査機関に対するキ

ャパシティビルディングを展開してきており（注 14）、実施中のフェーズ II 協力におい

ては政府機関のみでなくプロジェクト実施者たり得るプライベートセクターを対象と

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート956号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/956/
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した CDM キャパシティビルディングを開始している。 
そのデンマークが、2005 年 7 月から 18 ヶ月間の予定でプロジェクト実施者の PDD

（注 15）作成能力向上を主眼に CDM キャパシティビルディングプロジェクトを開始見

込である。詳細は明らかにされていないが、現在の計画によるとエネルギー経済、マ

ネジメント、および技術系の専門家（注 16）が 3 名程度、プランギの 3～4 名をカウンタ

ーパート（ローカルコンサルタント）としターゲットグループであるプライベートセ

クターを対象にトレーニングを実施する。マレーシアの場合と同様、本プロジェクト

は単に能力向上のために実施されるのではなく、優良 CDM 案件の発掘および情報収

集を狙っていること、またデンマーク政府は 2005 年中にもインドネシア政府との間

で二国間 CER 購入契約（BCPA）を締結する方向で検討中であることを関係者は明ら

かにしている（注 17）。 
 

3.3 CDM ファイナンシング・ラウンドテーブル 

 1997 年の経済危機からやっと抜け出した感のあるインドネシアで、いかにしてプロ

ジェクトファイナンスを手当するかが他のホスト国以上に問題となり得ることは、あ

る意味自明の事実であったと思われる。しかしながら、批准が議論され始めてから 2
年以上の間数多く実施された CDM 関係のイベントにおいてマルチ・バイのファンド

をどのようにして獲得するかという短期対応的議論はあったものの、自国のファイナ

ンシャルセクターを巻き込んでどのようにしてプロジェクトファイナンスを持続可能

にしていくかという視点で関係者が広汎に議論する機会はあまりなかった（注 18）。 
 NEDO ジャカルタ事務所はキャパシティビルディングの一環として、プランギとと

もに「CDM ファイナンシング・ラウンドテーブル」を開催（注 19）。世銀、KfW 銀行（注

20）、デンマーク大使館、JCF（注 21）等マルチ・バイファイナンス機関に加え BPMIGAS
（注 22）、インドネシアの一般銀行等の参加も得て、インドネシアCDMを取り巻く現況、

ファイナンシャルセクターからみた CDM にかかる疑問、考え得る可能性と障壁等に

ついて自由な情報、意見交換が行われた。 
 
3.4 ワンストップ相談所 
 CDM に関心を持つ企業および組織に事前の相談および情報収集を可能にするワン

ストップ相談所の必要性については「インドネシアの京都議定書と CDM をめぐる動

き」で提起した。これまでローカルコンサルタントとしてキャパシティビルディング

に関わってきた組織が CDM に加え現地事情および言語理解の優位性を生かし CDM
コンサルティング業を本格開始しようとする動きがある。その中で興味深いのは、

KADIN（注 23）が提案する“E-CDM”、つまりインターネット利用のバーチャル・ワン

ストップ相談所である。インドネシア語、英語の両方でコミュニケーション可能な人

材を確保し、案件に関する相談、情報提供を可能にするだけでなくインドネシアの全

企業体が加盟する KADIN のネットワークを生かしビジネスマッチングも目指す、と

言う。KADIN 関係者によれば KADIN 環境委員会では KADIN 内の他組織からのメ
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ンバーも入れたワーキンググループを設置し、CDM に積極的に取り組んでいく考え

とのこと。 
 持続的運営を可能にする十分な経費と適切な人材の確保等クリアすべき課題はある

が、インドネシアのプライベートセクターを代表する組織の CDM への取り組み姿勢

として一定の評価に値するものと捉えられる。 
 

4．NEDO「インドネシア CDM 報告書」 
 本報告書は、平成 16 年度「インドネシアにおける CDM 動向調査」の一環として

2005 年 1 月から同 3 月まで実施されたインドネシア CDM の現況調査報告として編纂

されたものである。 
 ここでは、以下に章立ておよびその概要を示す。 
第1章 インドネシア CDM の法的枠組み 

インドネシア CDM の背景および審査制度ならびにクライテリアを詳述。  
第2章 インドネシア CDM の主要ステークホルダー 

インドネシア CDMのステークホルダーを政府機関からプライベートセクタ

ー、マルチ・バイ機関、NGO 等まで各組織の CDM 関連活動とともに紹介。 
第3章 インドネシア CDM 関連調査およびキャパシティビルディング 

実施中および実施済のキャパシティビルディングプログラム等を紹介。 
第4章 インドネシアのエネルギーセクターと CDM 

インドネシア CDM を理解する上で必要な情報としてエネルギー事情、主要

政策およびエネルギーセクターが抱える課題を概説。また計画中、調査実施

中／実施済の CDMプロジェクトを紹介するとともに各分野のポテンシャル

と課題を概観。 
第5章 まとめ 

 
なお同報告書は、巻頭の用語解説欄および巻末の参考文献欄には関係のウエブを紹

介するなど、関係者への便宜にも配慮するなど関係者の利用に供するものとなってい

る。ぜひご活用願いたい（注 24）。 
以上 

（注1）NEDO海外レポート941号 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/941/941-02.pdf 

および、同943号 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/943/943-01.pdf 

（注2）“CDM Development in Indonesia-Enabling Policies, Institutions and Programmes, Issues and Challenges,” 

compiled by “CDM in Indonesia” Editorial Team in cooperation with Pelangi, under the supervision  

by NEDO Jakarta. 

（注3）“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protokol to  

the United Nations Framework Convention on Climate Change,”  

Printed by Ministry of Environment (KLH) and Japan International Cooperation Agency (JICA), 2004. 

（注4）私信による。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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（注5）国家指定担当機関（Designated National Authority） 

（注6）「CDM国家委員会に関する環境大臣令」 

（注7）本最終案は商工業省再編前のものであるため、ここでは「商工業省」としている。 

（注8）最終案において技術チームは「常置技術チーム」と「非常置技術チーム」（「インドネシアの京都議定書とCDMを

めぐる動き」文中の関係省に設置される各「ワーキンググループ」の代表により構成）に分けられ、後者に関しては

事務局とともにその詳細は委員会の裁量に委ねる、とされている。ここではこの「常置技術チーム」を前稿との関係

で便宜上「技術チーム」とした。 

（注9）1971年に絶滅の危機にある野生生物保護のために設立され現在は地球全体の自然環境の保全に取り組んでいる  

WWFのインドネシア支部。国際組織としてではなく、インドネシアのNGOとしての資格で参加。 

（注10）認証された排出削減量（Certificated Emission Reduction） 

（注11）私信による。 

（注12）私信による。 

（注13）インドネシアの地球温暖化対策を含む環境シンクタンク／NGO。NEDO海外レポート943号参照。 

（注14）「マレーシアの京都議定書とCDMをめぐる動き」 

NEDO海外レポート937号 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/937/937-02.pdf, 

同938号 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/938/938-02.pdf 

（注15）プロジェクト設計書（Project Design Document）。 

当該プロジェクト自体に環境省は直接関与しないものと見られるが、デンマークとのBCPA締結の話もあることか

ら、CDM フォーカルポイントである環境省およびデンマークとの間で目下調整が行われている。したがってここ

に記した概要はあくまで検討中であって、プロジェクトのコンポーネントには変更の可能性があることをお含みお

き願いたい。 

（注16）マレーシアでCDMキャパビルだけでなくマレーシア政府の資源・エネルギー長期計画策定にも関わっているデン

マークの会社が受託しているもよう。私信による。 

（注17）私信による。 

（注18）インドネシア政府関係各省において、制度・政策面からのインセンティブが検討されているが、いずれも省ごとの

検討であり、関係省と連携してインセンティブの実現を早めるような動きには至っていない。あるエネルギー・鉱

物資源省関係者は財務省に対する再生可能エネルギーにかかる税インセンティブに関しては「大統領に対しロビー

イングを進めており、その後は大統領経由で財務省に対し働きかける」としている。必ずしも楽観はできないもの

の、このような状況下では場合によってはきっかけさえあれば、急速に事態が展開していく可能性もある。 

（注19）http://www.pelangi.or.id/media.php?mid=153 

（注20）KfW Bankengruppe.ドイツカーボンファンドを所管するドイツの銀行。 

（注21）http://www.jbic.go.jp/autocontents/japanese/news/2004/000105/jcf.pdf 

（注22）石油・地熱上流部門事業庁。国営石油・地熱会社の下で事業実施契約等を担う。 

（注23）インドネシア商工会議所（Indonesian Chamber of Commerce）。日本の経団連的な位置づけ。関連法の下でイン

ドネシアの全企業体に加盟が義務付けられている。 

（注24）同NEDO報告書についての照会先は次のとおり： 

NEDO技術開発機構エネルギー対策推進部温暖化対策グループ吉岡恒（E-mail: yoshiokahss@nedo.go.jp）もしく

は同ジャカルタ事務所山田史子（E-mail: yamada@nedojakarta.org）。 


