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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 3 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、NEDO 海外レポート

941、943 両号において「インドネシアの京都議定書と CDM をめぐる動き」として報

告した。さらに同 956 号に第 2 報(注 1)としインドネシア CDM の最新動向を、環境大

臣の署名を待つばかりとなっている CDM 国家委員会設置にかかる同大臣令(注 2)の法

案を中心に概観するとともに、NEDO「インドネシア CDM 調査報告書」(注 3)の概要

を紹介した。 
 本稿においては、第 2 報に引き続き、同大臣令の最終案を紹介する(注 4)とともにイ

ンドネシア CDM が抱える制度上の課題について考察する。 
 
1.「CDM 国家委員会に関する環境大臣令」法案 

本法案の構成は以下のとおりである。 
・基本条文 
・CDM 国家委員会および常置技術チームの構成(注 5) 
・申請手続の流れを示すフローチャートおよび各審査過程の説明一覧(注 6) 
・持続的開発のクライテリア(注 7) 

 
第 2 報では、インドネシア CDM 審査体制の中心となる CDM 国家委員会および同

技術チーム(注 8)の構成を紹介した。以下、インドネシア CDM の法的枠組の基本となる

同法案の全条文、および次項において申請手続の流れを紹介する。 
 なおクライテリアに関しては前掲 943 号で紹介した内容から基本的に変更がない(注

9)ため、ここでは省略させていただく。 
 

以下について考慮する。 
a．気候変動のネガティブな影響に対応するメカニズムのひとつが CDM にかかる活

動である。 
b．CDM プロジェクト実施にあたっては DNA の設置が義務付けられている。 
c．b 項に掲げた条件を満たすためには、提案されている CDM プロジェクトがインド

ネシアでの持続的開発を支援するという観点に照らし適正なものであるかどうかに

ついて審査を行う国家委員会の設置が必要である。 
d．以上を踏まえ、CDM 国家委員会について環境大臣令により定めることが必要であ

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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以下について銘記する。 
1) 気候枠組み変動条約の批准に関する 1994 年第 6 号法（インドネシア共和国官報

1994 年第 42 号、同追補第 3557 号） 
2) 環境管理に関する 1997 年第 23 号法（インドネシア共和国官報 1997 年第 68 号、

同追補第 3699 号） 
3) 京都議定書の批准に関する 2004 年第 17 号法（インドネシア共和国官報 2004 年

第 72 号、同追補第 4403 号） 
4) インドネシア共和国各省の組織体制、規則、機能、任務および位置づけに関する

2005 年第 9 号大統領令 
5) 環境省の組織体制および Echelon I(注 10)の任務に関する 2005 年第 10 号法 
6) 気候変動国家委員会に関する 2003 年第 53 号環境大臣令 
 

以下について決定する： 
第1 CDM 国家委員会に関する環境大臣令。 
第2 CDM 国家委員会は指定国家担当機関（DNA）であって以下本法文中において

は Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih(注 11)とする。 
第3 CDM 国家委員会（の構成）は本決定の別紙 I に示すとおりであり、次の関係各

省の Echelon I レベルの代表による。(注 12) 
(1) 環境省(注 13) 
(2) エネルギー・鉱物資源省 
(3) 森林省 
(4) 工業省 
(5) 外務省 
(6) 内務省 
(7) 運輸省 
(8) 農業省 
(9) 国家開発企画庁 

第4 CDM 国家委員会の組織体制は次のとおり： 
(1) CDM 国家委員会は委員長 1 名および委員 9 名からなり、委員のうち 1 名は

事務局を兼務する。 
(2) CDM 国家委員会委員長は環境省事務次官がこれを務める。 
(3) CDM 国家委員会事務局は環境省気候変動問題担当次官がこれを務める。 

第5 CDM 国家委員会の委員資格は以下(注 14)に相当する場合無効となる。 
(1) 当該委員が代表する機関から委員交代の提案があった場合。 
(2) 当該委員自身が委員辞任の意を表明した場合。 

第6 CDM 国家委員会の任務は以下のとおり： 
(1) プロジェクト申請者から提出されるプロジェクト申請について、持続的開発

のクライテリアと指標、および技術チームおよび／あるいは専門家(注 15)なら
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びに／あるいは必要に応じステークホルダーの見解に基づき承認を与える。 
(2) CDM 国家委員会が承認した CDM プロジェクト申請の審査経過および結果

を伝える。 
(3) CDM 国家委員会が承認した CDM プロジェクトのモニタリング・評価結果

のレビューを行う。 
(4) UNFCCC 事務局に対し年次報告を行う。 

第7 第 6 項に述べた任務を遂行するために CDM 国家委員会は以下の会議を開催す

る。 
(1) 内部調整会議および決定会議。 
(2) 必要に応じ開催される CDM ステークホルダー・フォーラムの会議。 

第8 個々の CDM プロジェクトの申請手続の流れは本決定の別紙 II に示すとおりで

ある。 
第9 持続的開発のクライテリアおよび指標は本決定の別紙 III に示すとおりである。 
第10 国家 CDM委員会がその任務および機能を果たすにあたり以下の支援を受ける。 

(1) 常置技術チームおよび非常置技術チーム。 
(2) 事務局。 

第11 常置技術チームのメンバー構成は次のとおりである。 
(1) 常置技術チームのメンバーは第 3 項に掲げた各省から提案されるメンバーに

非政府組織を加えたものとする。 
(2) 常置技術チームのメンバー構成は本決定の別紙 IV に示すとおりである。 

第12 常置技術チームの委員資格は以下に該当する場合に終了する。 
(1) 当該委員が代表する機関によって交代となった場合。 
(2) 当該委員自身が委員辞任の意を表明した場合。 

第13 非常置技術チームおよび事務局の構成については CDM 国家委員会に委ね決定

されるものとする。 
第14 技術チームの任務は次のとおり： 

(1) 持続的開発のクライテリアと指標による枠組みに沿って CDM プロジェクト

申請を評価する。評価の実施に際し、技術チームは専門家および関係するス

テークホルダーの支援を必要に応じ受けることができる。 
(2) 事務局を通じ CDM 委員会に対して技術的評価結果および勧告を提出する。 

第15 CDM 国家委員会事務局は環境省気候変動担当次官に属す。 
第16 CDM 国家委員会、常置技術チーム、非常置技術チームおよび事務局の組織体制

に関する詳細は CDM 国家委員会の決定に委ねられる。 
第17 任務遂行にあたり： 

(1) 国家委員会は環境大臣に対しその責を負う。 
(2) 事務局および技術チームは CDM 国家委員会に対しその責を負う持続的開発

のクライテリアおよび指標は本決定の別紙 III に示すとおりである。 
第18 CDM 国家委員会は少なくとも 6 ヶ月に 1 度環境大臣に対し報告を行う。 

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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(ix) 

第19 本決定により生じる必要経費については、環境省予算および義務付けを伴わな

いその他の資金源により手当されるものとする。 
第20 根本的に状況が変化し本決定がその妥当性を失った場合には、本決定の内容を

見直すことができる。 
第21 本決定は定められた日付を以て発効する。 
 
 
2．インドネシアの CDM 審査手続の流れ 
 インドネシアの CDM 審査手続の流れについては上掲 941 号において「CDM プロ

ジェクト・サイクル案」としてその概要を紹介済であり、同概要に比較し大幅な変更

は見られないが、上述の条文とあわせ理解を深めていただくため、あえて全訳のかた

ちで環境大臣令最終案に含まれているフローチャートおよび説明を以下に記す。 
CDM 審査手続フローを以下に示す。 
 
 

                            (i) 

                                                                              

                                                         ＊ウエブサイトへの掲示 

                                                    (ii) 

                              (iii) 

 

                                    (viii)           (iv) 

        

                                 (v) 

                                                                            (vi) 

 

                                                     (vii) 

 

                                 ＊＊ウエブサイトへの掲示 

(xiii) 不足データの補足；3 ヶ月以内                     (x) 

 

 

(xiv)               NO            YES (xi) 

 

                                        (xii) 

図 1：CDM 審査手続フロー（CDM 国家委員会設置に関する環境大臣令（案）別紙 II） 

プロジェクト申請者 

1) 事務局受付* 

2) CDM 国家委員会 

調整会合 

3) 技術チームによる評価 

21 日間 (3a),3b)含む） 

3b) 専門家による評価 

（選択制） 

3a) 技術チーム（専門セクター）による評価

（選択制） 

2a) 専門家による評価 

（選択制）5 日間 

4) 事務局による評価報告書**の受理 

5)CDM 国家委員会決定会合 

1 日間 

5a) ステークホルダー・フォーラム 
特別会合 

（選択制）１日間 

承認文書 
申請差し戻し 

プロジェクト申請者 
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表１： CDM 審査の流れ（CDM 国家委員会設置に関する環境大臣令（案）別紙 II） 
ステップ 説明 
０ ・プロジェクト申請者は、必要に応じコンサルタントの支援を受けつつ、申請

に必要な以下の文書を電子ファイルおよび紙で用意する： 
A．当該プロジェクトが持続的開発のクライテリアの全てを満たしていること

をはじめとする必要事項記入済の指定申請様式による申請書 
B．ＰＤＤ 
C．環境影響評価(注 16)が義務付けられるプロジェクトの場合はその報告書  
D．公聴会の実施に関する記録 
E．森林 CDM プロジェクト申請の場合は森林省からの推薦状 
F．プロジェクトの妥当性を証明するのに必要と判断されるその他の文書 

・申請書一式は事務局に提出される(矢印 i)。 
１ ・事務局で受け付けられた申請書一式はステップ０に掲げた要件を満たしてい

るかどうかのチェックを受ける。 
・事務局は受付済の申請書をステークホルダーからの意見を集めるためにウエ

ブサイト上で公開する。 
・集められた意見はすべて事務局から CDM 国家委員会の各委員に届けられる

(矢印 ii)。 
２ ・CDM 国家委員会は申請内容について議論する内部調整会議（RKI）を開く（期

限 1 日以内）。 
・RKI において常置技術チームが申請内容を評価するにあたり非常置技術チー

ムの支援を必要とするかどうかを判断する。 
・RKI において追加的評価を実施する専門家グループ(注 17)（2a）についても判

断される（矢印 iii）。追加的評価の期限は 5 日以内。 
・RKI の結果は当該評価の基礎とされるべく技術チームに伝達される（矢印 iv）。 

 ・常置技術チームは非常置技術チームの支援を受けつつ持続的開発のクライテ

リアと指標に拠り評価を行う。 
・必要と判断される場合は、技術チームは技術的に関係する省により構成され

るセクター別技術チーム(注 18)（3a）に意見を求める（矢印 v）。 
・必要と判断される場合は、技術チームは専門家（3b）に評価の支援を要請す

る（矢印 vi）。 
・（3）、（3a）および（3b）の全過程について期限は 21 日以内。 
・技術チームおよび専門家が提出されているデータが不十分と判断した場合は

CDM 国家委員会に提出する評価報告書にその旨を記したメモを添付する。 
・技術チームはプロジェクト申請評価報告書を事務局に提出する。 

４ 
 
 

・事務局は以下の文書を接受する。 
A．技術チームによる報告書（矢印 vii） 
B．追加的評価報告書（矢印 viii） 

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.957,  2005. 6. 15 
 
 

 16  

ステップ 説明 
４（続き） C．ステークホルダーからのインプット（インターネットサイトおよび文書に

よる） 
・以上の報告書およびインプットの全てが CDM 国家委員会の決定会議（RPK）

の資料として委員全員に届けられる（矢印 ix）。 
５ ・CDM 国家委員会は当該 CDM プロジェクトについて CDM 国家委員会として

の承認文書を発出するかどうかを議論するために RPK を開催する。RPK の期

限は 1 日。 
・当該 CDM プロジェクトについてステークホルダー（FPK）間において甚だ

しく意見が相違する場合は、CDM 国家委員会は FPK 特別会議の開催を要請す

ることができる（矢印 x）。 
・FPK 特別会議において CDM 国家委員会は FPK 特別会議への参加者から要

望、支持および批判等の意見聴取を行う。FPK 特別会議の期限は 1 日。    

・決定会議におけるあらゆるインプットを検討後、CDM 国家委員会は当該プ

ロジェクトに関する承認文書を発出するかどうかを決定する（矢印 xi）。 
６ ・CDM 国家委員会の承認文書は全要件を満たし評価のプロセスを終えたプロジ

ェクトに対し発出される。承認文書は事務局から申請者に手交される（矢印

xii）。 
・CDM 国家委員会が当該 CDM プロジェクト申請にあたってのデータ不足によ

り承認文書を交付できない場合はプロジェクト申請者が同データ不足を補い修

正した申請書を事務局に提出するために 3 ヶ月の猶予が与えられる（矢印 xiii）。 
・事務局は修正済の申請書を新規申請と同様に扱う。ただし技術チームあるい

は専門家は申請書のうち追加された箇所だけを対象に評価を行う。 
・技術チームあるいは専門家による申請書の差し戻しは申請 1 件につき 1 回ま

でとする。 
・クライテリアを満たさないプロジェクト申請については国家承認を得るため

に再申請を行う前にプロジェクトの設計変更を含む修正の要がある（矢印 xiv）。 
 
 
3．インドネシアの CDM 審査体制―制度上の課題 

 以上「CDM 国家委員会の設置に関する環境大臣令」法案に沿って CDM 審査の具

体的な手順および関連する各組織の機能を紹介してきた。 
 インドネシアの CDM 審査体制は 1 年越しの立案と検討を経て未だ成立にさえ至っ

ておらず、その妥当性を論じるのは時期尚早と思われるが、関係者の参考としていた

だくために、同法案に関し今後課題となる可能性がある点をいくつか指摘しておきた

い。 
 

(1) 組織体制が、たとえばマレーシアの審査体制に比較して複雑である。 
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(2) 関連する個々の組織および審査活動の定義ならびに位置づけが不明確であ

る。 
(3) かろうじて定義されているメインコンポーネントのうち事務局および非常

置技術チームに関しその詳細を CDM 国家委員会の決定に委ねるとしている。

また CDM 国家委員会により開催される会議の成立条件等当初案にあった有

用な条項が削除されている。このため、初期 CDM 国家委員会の時間および

労力を審査体制を整えることに費やす必要がある。 
(4) CDM 審査体制に関わる運営費は環境省予算およびその他の独立財源から手

当されることとされているが詳細は不明。 
(5) 当初のクライテリア案(注 19)では定義されていたプロジェクト評価の対象域が

定められていない(注 20)。 
 

 (1)について、「小さな政府」および DNA である天然・環境省(注 21)のイニシアティブ

による CDM 審査体制の運営が可能な隣国マレーシアとは異なり、関係機関およびス

テークホルダーが多岐にわたるインドネシアにおいて、ある程度やむを得ない措置で

はある。しかしながら、CDM プロジェクトの審査には DNA と定義されている CDM
国家委員会および技術的審査の中心となる常置技術チーム以外に最多で 5 つの審査支

援グループが介在することとなり、インドネシア DNA ウエブで「最長 11 週間」(注 22)

とされている審査期間もしくはこれに準ずる期間内での審査が果たして実行可能なの

かどうか、危惧されるところである。 
  
 以上 5 点が法案自体に見られる審査体制上の課題である。この他の懸案事項として、

環境省の組織体制上の問題が挙げられる。 
 第 2 報で報告済のインドネシア政府による省庁再編の一環としての環境省の組織再

編および高官レベルの人事異動については、6 月 5 日の「世界環境デー」前後にほぼ

定まったようである(注 23)。CDM のフォーカルポイントであり事務局のトップとなる

環境保護担当次官(注 24)も交代が内定しており、これに伴い大気及び気候変動担当次官

補も交代する可能性があると言う。 
 環境省気候変動ユニットでは、インドネシアが京都議定書批准の議論および DNA
の検討を加速的に進めてきた過去 1 年数ヶ月の間、スタッフの数が絶対的に少ないだ

けでなく、次官補および気候変動ユニット長の空席という異例の状況が続き、気候変

動ユニット長については今日に至るまで 1 年 3 ヶ月の間空席のままであった。関係者

の間では、短いサイクルでの人事異動は好ましくないものの、この機会に CDM を含

む気候変動問題のフォーカルポイントの人員強化を望む声が高まっており、環境省も

これに応えようとしているようである。(注 25)。 
 これまで見てきたように、インドネシアの CDM は関係者の努力にも関わらず、諸

条件が十分に整っているとは言えず、必ずしも楽観できる状況にない。このままでは、

本来投資の呼び水となるべき CDM についてインドネシアがそのポテンシャルを生か

< 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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せるかどうか、不安が残る。そしてそのポテンシャルを生かせないとなった場合、そ

れはインドネシアにとってのみでなく、この国で CDM 事業に参入しようと準備を進

めてきた日本の民間事業者にとっても決して好ましくない。この状況を打開するため

に、日本政府が JKAP プログラム(注 26)による CDM 支援事業を実施するにあたり様々

な機会を捉え、インドネシア環境省を初めとする関係各政府機関に対し、現状認識を

促しインドネシアが上掲の課題を克服するよう求めていく必要がある。その際、他の

外国機関とも協力しつつキャパシティビルディング等の支援を具体的なプロジェクト

の案件形成、実施と平行し進めていくことが望まれる(注 27)。  
以上 

 
(注 1) 第 2 報（注 16）で「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」としたが、正しくは「ノルウェーの会社」。お詫びして訂正

する。 
(注 2) 英語では Ministerial Decree だが、インドネシア語では Surat Keputusan Menteri

で直訳すると「大臣決定文書」。 
(注 3) NEDO Jakarta, comp. CDM Development in Indonesia-Enabling Policies, Institutions 

and Programmes, Issues and Challenges, 2005.  
同報告書の PDF ファイルは現在以下のウエブサイトで入手可能。 
http://www.kyomecha.org/index.html 

(注4) 法案の条文および別紙内容の訳にあたっては極力平易な日本語に直訳することを心

がけた。なお、法案は組織改編後 6 月中旬時点で若干の修正が加えられており、報告済

の審査体制のメンバー構成を含め変更の可能性があることをお含み置き願いたい。 
(注 5) 法案中各々別紙 I(CDM 国家委員会)および別紙 IV（常置技術チーム）に該当。 
(注 6) 法案中別紙 II に該当。 
(注 7) 法案中別紙 III に該当。 
(注 8) 紹介済の技術チームは本法案では「常置技術チーム」にあたる。本法案における「技

術チーム」は「常置技術チーム」と「非常置技術チーム」の総称である。「非常置技術

チーム」は法案が関係各省との間で検討、修正を繰り返す中で後から追加された組織で

ある。 
(注 9) クライテリアおよび指標自体に変更はまったくないが、その他の点で若干問題が予

想される。この点については本稿第 3 項「制度上の課題」にて触れる。 
(注 10) インドネシア語では Eselon。Eselon (Echelon)I は通常次官レベル。 
(注 11) National Commission of CDM. Komnas は Komisi Nasional の略語。 
(注 12) NEDO 海外レポート 956 号 p.10 図 1 参照 
(注 13) 法案では正式名称の Kementerian Lingkungan Hidup=State Ministry of 

Environment が使われており、厳密には他のいわゆる「省」と同格ではないが、環境

省関係者が Ministry of Environment の語を好んで用いる傾向があり、かつその他の関

係者も慣用的にそうしていることから、ここでもあえてその違いは訳出していない。 
(注 14) 構築済の CDM 国家委員会のウエブサイト http://dna-cdm.menlh.go.id の説明で

は、この他に委員本人が遵守すべき規範から逸脱した場合等も言及されているが、おそ

らく主観性を排除するために法案では削除されたものと思われる。 
(注 15) 原文では Para Pakar(=Experts)。「複数の専門家」を指すが、後出の「専門家グ

ループ」との違いは不明。 
(注 16) EIA。インドネシアでは AMDAL(Analysis Mengenai Dampak Lingkungan)と呼

ばれる。次のウエブサイトで環境影響評価に関する 1993 年第 51 号法の全訳を入手す

ることができる。http://sunsite.nus.edu.sg/apcel/dbase/indonesia/regs/inreia.html 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.957,  2005. 6. 15 
 
 

 19  

(注 17) 原文では Kelompok Pakar(=Expert Group)。後出の「専門家」とともに法案の中

でその定義は明確にされておらず、資格要件、ステイタス等に関する両者の違いも曖昧。 
(注 18) 原文では Tim Teknis Sektoral。この語もフローチャートには示されているが、他

の技術的審査組織との関係およびその定義は明確にされていない。 
(注 19) 既出 NEDO 海外レポート 943 号参照。 
(注 20) たとえば「地域住民の福祉」に関し評価する場合、定義がないために「地域」を

どこまでとするのかをプロジェクトごとに議論しなくてはならない可能性がある。 
(注 21) マレーシアでは、天然資源・環境省を DNA、フォーカルポイントを環境保護管理

局としその下で CDM 国家委員会が審査を行う体制をとっている。NEDO 海外レポー

ト 937 号「マレーシアの京都議定書と CDM をめぐる動き 1/2」参照。 
(注 22) 訳出したとおり、法案では全体の審査期間は明示されていない。 
(注 23) 私信による。 
(注 24) 旧。組織改編による新しい職名は天然資源・環境保全担当次官（Deputy for 

Natural Resources Conservation and Environmental Degradation 
Management/Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Pegendalian Kerusakan Lingkugan）。別名「第 3 次官」（DeputyⅢ）。（同日「第 6
次官」（DeputyⅥ））。私信による。以下環境相の CDM にかかる組織体制については、

既出 NEDO 海外レポート 941 号参照。 
(注 25) その一巻として、環境省旧気候変動ユニットを廃止するとともに同ユニット下の

Sub-Division であった旧排出削減班および旧気候変動適応班を課に昇格させ、それぞ

れ排出削減課（Division for Mitigation）気候変動適応課（Division for Climate 
Change Adaptation）となった。私信による。 

(注 26) Japan Kyoto Mechanisms Acceleration Programme. 
http://www.kyomecha.org/jkap/jkap.html 

(注 27) 注 3 の報告書参照。 
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