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【地球温暖化特集】 

米国北東部 7 州の CO2排出権取引― 7 州間合意文書（米国）  

 
2005年 12月 20日、ニューヨーク州などの米国北東部 7州1 の州知事が、米国初の
義務的な温室効果ガス排出削減の地域協定「地域温暖化ガス防止イニシアティブ

（RGGI）2」の覚書（合意書）に署名した。同協定は直接には 25MW以上の火力発電
所を対象としているが、キャップ・アンド・トレード方式3 の排出権取引プログラム
の実施が含まれている。同プログラムの開始は 2009 年 1 月で、排出削減目標を達成
できない州は排出権の売買によって、排出削減義務を満たすことが可能となる。 
以下では、その覚書の概要および全文を紹介する。 
 

1． 地域温室効果ガスイニシアティブ（RGGI）－覚書の概要－ 
 
地域温室効果ガスイニシアティブ（RGGI）の覚書（MOU）は、エネルギー効率化
への投資の増加と、新たなクリーン・エネルギー技術市場の促進を行いつつ、気候変

動の課題に取り組むために、米北東部 7 州の州知事が署名した歴史的な合意である。
この覚書は、ステークホルダー（利害関係者）たちから豊富なインプットがなされ、2
年間以上もの州政府間の共同作業の結果として得られた成果物である。 

MOUの主要な条項は以下の通りである。 
・ 2009年から 2015年初頭までは州内の発電プラントの CO2排出量を現在のレベ

ルで維持、2015 年から削減みを開始し、2019 年までに 10%の排出量の削減を
行うことに合意する。 

・ 全州が合意した排出枠の 25%を消費者利益あるいはエネルギー戦略目的への割
り当てすることを除いて、各州は州内で排出枠を適切に割り当てることができ

る。 
・ 同プログラムは、規制を受ける部門（地域内の火力発電）以外で実質的に温室

効果ガスが削減されている場合、遵守のための排出量のオフセット（補完的取

組）を認める。有資格要件とオフセット・タイプは同覚書に記載されている。

いずれはさらに新たなオフセット・タイプが追加されるだろう。同覚書は、オ

フセット使用量の制限と、価格への影響を緩和する必要がある場合には、いつ

オフセット追加が許されるかを規定している。 

                                                  
1 コネチカット、デラウェア、メイン、ニューハンプシャー、ニュージャージー、ニューヨーク、バーモ
ント各州 

2 Regional Greenhouse Gas Initiative 
3 政府が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、個々
の主体間の排出枠の一部の移転（または獲得）を認める制度 
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・ 排出枠の平均価格が 7ドル以下で維持されるならば、米国全体でオフセットは
使用され、RGGI地域外分は 50%割引で取引される。各発電所は、排出量の 3.3%
までオフセットを使用することができる。 

・ もし、排出枠の平均価格が 7 ドル以上（オフセット・トリガー）に上昇した場
合には、北米全体でオフセットは 1:1 の割合で許可され、各発電所は排出量の
5%までオフセットを使用することができる。 

・ 10 ドル（安全弁オフセット・トリガー）になった場合は、国際的なプロジェク
トを含めるために、オフセットの地理的利用可能性をさらに高めた上、さらに

各発電所は排出量の 20%までオフセットが使用できる。 
・ トリガー適用にはそれぞれ 14ヵ月間の「市場沈静化期間」が事前に求められる。
各トリガーに関して「リセット条項」がある。この条項は、その後に続く遵守

期間のプログラム要件を、トリガー・イベント以前に有効であったものに戻す

ものである。 
・ 3年毎に遵守状況を実証することが求められている。 
・ MOUの署名後から 2009年までに行われるプロジェクトに対して、各州は早期

排出削減クレジットを与えることができる。 
・ 排出枠、オフセット排出枠および早期削減クレジットそれぞれのバンキング4 は、

無制限に認められる。 
・ 各州は、協力して同プログラムを確立するためのフレームワークとなるモデ

ル・ルールを作成する。同プログラムの継続的な行政管理を促進するために、

地域組織が設立される。 
・ MOUは、今後の州の加入、撤退について規定する。 
・ 各州は、同プログラムの進捗を継続的に監視し、プログラムのあらゆる側面を

調べるために包括的なレビューを 2012年に行う。 
・ 各州は、エネルギー効率の改善、汚染度の高い発電の削減、そして自由な経済

成長の維持などを行うエネルギー政策の維持・拡大を行う。さらに、CO2 を排

出しない発電とその関連技術の開発を奨励するための措置を講じる。 
 
 
2．地域温室効果ガスイニシアティブ（RGGI）－覚書（全文）－ 

 
コネチカット、デラウェア、メイン、ニューハンプシャー、ニュージャージー、ニュ

ーヨーク、バーモント各州（署名州）は、持続する全体的な経済成長と併存しながら州

民の健康、安全、福祉を増進するために、天然資源や環境の保全、改善、保護、および

安全で信頼できる電力供給システムの維持についてそれぞれ独自の政策を有する。 

                                                  
4 約束期間（順守期間）内に削減目標を上回る温室効果ガスの削減が行われた場合、その余剰分を次の
約束期間の目標達成のために使える仕組み。 
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人為的な温室効果ガスの排出量の増加が、自然の温室効果を高め、結果として、地

球の気候を変動させているという科学的なコンセンサスが高まっている。 
気候変動は、地球規模および署名州の人々の健康や陸上・水生生態系に深刻な危険

性をもたらす可能性がある。潜在的な危険性とは、より深刻な干ばつと洪水、大気温

暖化による地上のオゾン濃度の上昇とそれに関連する健康への悪影響、主要植物種の

変化といった森林構成の変化、蚊などの病気を媒介する昆虫の生息環境の拡大、甲殻

類の養育場に損害を与え、人間にとっても有害な藻類の増加、沿岸の地域やインフラ

を脅かす海面上昇、飲料水の塩水汚染と沿岸湿地の破壊、海辺の浸食の原因となる高

潮と低地沿岸領域の洪水の発生の増加である。 
化石燃料の燃焼による発電に伴う炭素排出量を抑制し、CO2排出枠取引メカニズムを

発展させることは、再生可能エネルギー供給、デマンド・サイド・マネージメント5の実

施およびエネルギー効率化への取組みと同様に、より効率的な燃料燃焼技術とプロセス

を構築、開発、そして展開する強力なインセンティブを作り出し、化石燃料の輸入依

存度の低下につながる。 
私たちの輸入化石燃料への依存度の低下により、地域のエネルギー安全保障が増大

し、地域内でのエネルギーに対する支出や投資が維持され、地域経済が促進される。 
炭素排出制御技術、再生可能エネルギー供給、エネルギー効率化技術およびデマン

ド・サイド・マネージメントの構築、開発、展開において、州や州内産業が世界的な

リーダーになること、そして、地域内で安全で信頼できるエネルギーのシェアを伸ば

すことを、署名州は望んでいる。 
気候変動は、現在、起こっているのであって、気候変動の一因となる（温室効果ガ

スの）排出に取り組む行動を先延ばしにしていると、今後必要となる軽減措置や適応

できるインフラへの投資が困難になり、コストがかかることになる。 
地球規模の気候変動に取組み、そして州民の経済的繁栄を維持・増進しながら、共

有する問題への取組みで公正な役目を果たすために、署名州は、各地域から地球上の

大気への温室効果ガス、特に CO2の排出をコントロールするために共に行動すること

は緊急に行うべきであると考えている。 
以上のことから、署名州は相互理解とコミットメント6 を以下のように表明する： 
 

1．全体的な環境目標  
 
署名州は、各州内での CO2排出量を安定化させ、やがて削減すること、そして、化

石燃料を使用する 25 メガワット以上の定格出力の発電設備からの CO2排出量を規制

                                                  
5
 需要側管理。電力需要の増加を、供給側の発電所などの増設で対応するのではなく、需要側の電力使

用を削減することにより解決する手法。 
6  約束、公約したこと、あるいはなんらかの信条の実現を意図して積極的に他人に関わり、流れを作っ
ていくこと。 
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する、地域 CO2排出枠と排出枠取引プログラムを実施することを目指した、CO2排出

枠取引プログラム（CO2 Budget Trading Program）の議会および／あるいは規制当局
の承認を求める提案を行うことに責任を持つ。 

 
2． CO2 排出枠取引プログラム  
 
A. プログラムの導入。各署名州は、議会および／あるいは規制当局の承認を得るため
に、本覚書に含まれる各州の理解と義務を反映するモデル・ルールとして実質的に

反映されるようなプログラムを提案する責任を負う。プログラムの開始日は、後述

の 3.C.で規定されているように 2009年 1月 1日である。 
 

B. 地域内排出量上限値。地域内の年間 CO2排出枠は 121,253,550ショート・トン7 と
する。 

 
C. 州別の排出量上限値。地域内の年間 CO2 排出枠が各州に割当てられ、各州の初期

ベースの年間 CO2排出枠は次のようになる。 
 

コネチカット州 10,695,036ショート・トン 

デラウェア州 7,559,787ショート・トン 

メイン州 5,948,902ショート・トン 

ニューハンプシャー州 8,620,460ショート・トン 

ニュージャージー州 22,892,730ショート・トン 

ニューヨーク州 64,310,805ショート・トン 

バーモント州 1,225,830ショート・トン 
 

2009年～2014年の間は、各州のベース年間 CO2排出枠を変更しないものとする。 
 
D. 削減スケジュール。2018年の各州のベース年間 CO2排出枠を初期ベース年間排出

枠よりも 10%削減するために、2015年から毎年 2.5%ずつ各州のベース年間排出枠
を削減する。 

 
E. 遵守期間と安全弁（Safety Valve）。 

(1) 遵守期間。遵守期間は、次項で説明する安全弁トリガー・イベント（Safety Valve 
Trigger Event）によって延長されない限り、最低 3 年間とする。対象となる

                                                                                                                                                       
 
7 米トン。１ショート・トン＝0.9072トン。 
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施設は、それぞれの遵守期間終了時に期間中の排出量をカバーするのに十分な

量の排出枠を持っていなければなない。 
(2) 安全弁トリガー 
（a） 安全弁トリガー。市場沈静化期間（下記参照）後に、12 ヵ月間の CO2

排出枠の平均地域スポット価格が安全弁閾値（Safety Valve Threshold）
（下記参照）以上になった場合に（安全弁トリガー・イベント）、遵守期

間は 1年間の延長を 3回まで行える。 
（b） 安全弁閾値。安全弁閾値は 10ドル（2005年価格）とし、2006年 1月 1

日から毎年消費者物価指数（CPI）に 2%ずつプラスして調整する。 
（c） 市場沈静化期間。市場沈静化期間は各遵守期間の初めの 14ヵ月間である。 

 
F. オフセット（補完的取組）。同プログラムは、この覚書の署名日以降に実現される
認可された CO2（あるいは CO2換算）排出量削減オフセット・プロジェクトのス

ポンサー（出資者）に対してオフセット排出枠を与える。同プログラムの対象とな

る設備は、遵守のためにオフセット排出枠を使用することができる。同プログラム

のオフセット構成要素の重要な特徴は以下の通りである。 
 

(1) 一般要求事項 
（a） 有資格最低要件（Minimum Eligibility Requirements）。最低限、適格

なオフセットは現実に即し、余剰があり、立証可能であり、永続的であ

り、実施可能な取組みで構成されなければならない。 
（b） 初期のオフセットのタイプ。署名州が認可した初期オフセット・プロジ

ェクト・タイプは、埋立地ガス（メタン）回収・燃焼、六フッ化硫黄（SF6）

回収・リサイクル、植林（非森林地から森林地への転換）、天然ガス・プ

ロパン・灯油の最終用途効率（の向上）、農作業からのメタン回収、天然

ガスの運搬と配給段階でのメタン逸散排出量削減などを行うプロジェク

トである。測定・検証手順と認証プロセスは、署名州全体を通して一貫

性を持ち、そして各州のプログラムに組み込まれる。 
（c） 追加的オフセットのタイプ。署名州は、森林管理プロジェクト、草地の

再緑化プロジェクトなどの追加的なオフセット・カテゴリーとタイプの

開発に継続的に協力することに合意する。今後追加されるオフセット・

タイプは、署名州の承認によって追加される。 
 

(2) 初期オフセットの地理上の制限 
（a） オフセット・プロジェクトの地理的位置。以下の条件によって、オフセ

ット排出枠は、米国内のあらゆる地域でのプロジェクトに与えられる。 
（i） 署名州内でのプロジェクトの排出枠は、認証排出削減量の 1 CO2

換算トンごとに 1排出枠を与える。 
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（ii） 署名州外でのプロジェクトへは、認証排出削減量の 2 CO2換算トン

ごとに 1排出枠を与える。 
（b） オフセット使用量の制限。それぞれの遵守期間内で、排出源は報告され

た排出量の 3.3%まではオフセット排出枠によってカバーすることがで
きる。 

 
(3) オフセット・トリガーとリセット 
（a） オフセット・トリガー。市場沈静化期間（上記参照）後に、CO2排出枠

の平均地域スポット価格が、12 ヵ月間の平均値で 1 トンあたり 7 ドル
（2005 年価格）以上の場合（オフセット・トリガー・イベント）、以下
の措置がとられる。 
（i） オフセット排出枠が北米の全ての場所で実施されるプロジェクト

に対して与えられる。 
（ii） 認証排出削減量の 1 CO2換算トンにつき 1排出枠計算で排出枠を与

える。 
（iii） 排出源がその排出量をカバーするために使用できるオフセットの

割合は、オフセット・トリガー・イベントが発生した遵守期間に報

告された排出量の 5.0%まで増やすことができる。 
（b） オフセット・リセット。オフセット・トリガー・イベント後、セクショ

ン F.2.で説明されている地理的制限およびオフセット使用の制限は、次
の遵守期間の開始時から再び適用される。 

 
(4) 安全弁オフセット・トリガーとリセット 
（a） 安全弁オフセット・トリガー。安全弁トリガー・イベント8 が、2 連続

の 12 ヵ月間で 2 回発生した場合（安全弁オフセット・トリガー・イベ
ント）は、以下の措置がとられる。 
（i） オフセット排出枠を北米全域のプロジェクト、あるいは国際取引プ

ログラムのプロジェクトに与えることができる。 
（ii） 北米のプロジェクトに対してのオフセット排出枠、あるいは国際取

引プログラムによって得られたクレジットに対して、認証排出削減

量の 1 CO2換算トンにつき 1排出枠を与えることができる。 
（iii） 排出源がその排出量をカバーするために使用できるオフセットの

割合は、遵守期間の初めの 3 年間で報告された排出量の 5.0%に増
やすことができ、遵守期間の 4年目から終了年までの間は、報告さ
れた排出量の 20%に増やすことができる。 

                                                  
8 排出枠の平均地域スポット価格が 10ドル以上になった場合 
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（b） 安全弁オフセット・リセット。安全弁オフセット・トリガー・イベント
後、セクション F.2.で説明されている地理的制限およびオフセット使用
の制限は、次の遵守期間の開始時から再び適用される。 

 
G. 排出枠の割当。各署名州それぞれの判断で CO2排出枠を割り当てることができる。 

(1) 各署名州は、排出枠の 25%を消費者利益あるいはエネルギー戦略目的に割り当
てることができることに合意した9。消費者利益あるいはエネルギー戦略目的

とは、エネルギー効率化を促進し、直接的に公共料金納付者への影響を緩和し、

再生可能エネルギーや炭素非排出のエネルギー技術を促進し、顕著な炭素排出

削減能力のある革新的な炭素排出削減技術の開発への投資を促進、あるいは見

返りを与えることであり、および／あるいはこのプログラムの運営に資金を提

供するためなどに排出枠を使用することである。 
(2) 署名州は、カバーされる排出源に対する規制の確実性を与えるために、割り当
てに関する州独自のルールを、同プログラムの開始される十分以前に、完成す

べきであると認識している。 
 
H. 早期排出削減クレジット。各署名州は、この覚書が署名された日付以降および 3.C.
で規定されているプログラムの開始前に、同プログラムの対象となる施設で着手さ

れるプロジェクトに早期排出削減クレジットを与えることができる。プロジェクト

は、（a）排出率の改善による排出削減絶対量、あるいは（b）施設において 1ユニ
ット以上の利用を永久的に削減することによって、施設からの排出量削減に影響を

与えるものでなくてはならない。 
 
I. バンキング。排出枠、オフセット排出枠および早期排出削減クレジットそれぞれの
バンキングに対する制限量はない。 

 
3． CO2 排出枠取引プログラム創設のためのモデル・ルール  
 
A. モデル・ルール。署名州は共同で、このプログラムを創設するために必要な法定権
限および／あるいは行政権限を設定する枠組みとなるモデル・ルールの草案を作成

している。署名州は、60 日間のパブリック・レビュー10 およびコメント期間を含
め、この覚書の履行後 90 日以内に、モデル・ルールの草案を共同発表するために
最善を尽くす。署名州はこの期間中に受け付けたコメント（意見）を審議し、モデ

                                                  
9 各州の排出枠の 25％分が市場で売買され、売却で得られた資金がこれらの取り組みに投入される。 
 
10 行政資料などをインターネット上などで公開し、一般市民や専門家などから広く意見を求めること。 
 

< 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974号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/
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ル・ルール草案の修正を検討する。署名州による協議後のパブリック・コメント期

間が終了してから 45日以内に、改訂モデル・ルールを作成し、発表する。 
 
B. 法律および／あるいは規則の制定。各署名州は、法および／あるいは規則で同プロ
グラムを規定し、そして、2008年 12月 31日までに、可能な限り早く地域プログ
ラムの各州の構成要素（State’s Component）を実効化するように努める。 

 
C. プログラムの開始。署名州は、同プログラムの最初の遵守期間を 2009年 1月 1日
から始める予定である。 

 
4．地域組織  
 
同プログラムの運営を円滑に進めるために、署名州は、ニューヨーク市に本部を置

く地域組織（RO）を創設し、維持することに合意する。RO は非営利団体で、署名州
によって合意された付随定款に従って運用される。RO は署名州それぞれ 2 名の代表
者からなる執行理事会を設置する。ROはスタッフを雇用し、組織として機能するため
に財産の取得・処分も許される。 

 
A. ROの機能。ROは、以下の機能を有する。 

(1) 審議評議会。共同審議と同プログラムを実施する署名州の活動のための評議会
として活動する。RO の付随定款は、審議プロセスおよび共同活動を行うため
の合意に到達するプロセスを明記する。 

(2) 排出量と排出枠の追跡。各署名州の代表として、排出源から報告された排出量
データを受け取り、保存し、さらに同プログラムの排出枠アカウント（明細）

を追跡するシステムの開発、実施および維持を行う。 
(3) オフセットの開発。州の規定に加える新しいオフセットの基準の開発のために
技術的な支援を州に対して行う。 

(4) オフセットの実施。オフセット・プロジェクトの申請の審議・査定における技
術的支援を州に対して行う。このような技術的支援は、州がオフセット・プロ

ジェクトの潜在的なスポンサーに対して使用するモデル指針書の開発等を含

む。署名州の要請で、RO はオフセット・クレジット授与の申請の関する審議
を支援することもできる。 

(5) 権限の制限。RO は技術的支援だけを行う組織であり、同プログラムに関して
は、規制あるいは施行当局としての権限は持たない。このような権限は、規制

を実施する各署名州が持つ。 
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B. ROへの資金調達。署名州は、各州の年間ベース CO2排出枠に比例した拠出金によ

って、少なくとも部分的に、RO の資金を調達することに合意する。RO の予算は
ROの執行理事会が決定・承認する。 

 
5．署名州の追加あるいは除去  

 
A. 新規の署名州。 

(1) 新規の署名州。非署名州は、既署名州の合意によって署名州になることが可能
であり、その場合にこの覚書はそれに応じて修正される。 

(2) 拡大。署名州は、同プログラムの地理的範囲が拡大することを目指して、非署
名州が署名州となるように協力して働きかけ、非署名州が関心を表せば、そ

れを歓迎する。 
(3) マサチューセッツ州とロードアイランド州11。署名州は、同プログラムの計

画・開発およびこの覚書の折衝段階におけるマサチューセッツ州とロードア

イランド州の貢献を認めている。署名州は、2008 年 1 月 1 日以前であれば、
この覚書の条件を修正せずに、マサチューセッツ州とロードアイランド州が

この覚書に署名することに合意している。この日付以前にマサチューセッツ

州および／あるいはロードアイランド州の権限を持った代表者がこの覚書に

署名する場合には、以下のような CO2排出枠が与えられる。 
 

・ マサチューセッツ州：26,660,204ショート・トン 
・ ロードアイランド州：2,659,239ショート・トン 

 
この項に基づき、マサチューセッツ州および／あるいはロードアイランド州

が署名州となった場合には、マサチューセッツ州および／あるいはロードア

イランド州の排出枠が含まれることになるため、この覚書のセクション 2.B
で説明されている地域内排出枠は増加する。 

 
B. 署名州の脱退。署名州は、30 日前の事前書面通告によって、この覚書の合意から
離脱し、非署名州になることができる。この場合、同プログラムからそれに相当す

るユニット（排出枠）が減算されるため、残りの署名州は、排出枠の利用法を適切

に調整する対策を実行する。 
 
C. 署名州の除去。署名州の除去手続きは、地域組織の付随定款に基づき処理される。 

 

                                                  
11 この２州は当初からＲＧＧＩに参加していたが、覚書の署名の直前に、州の事情により参加を取りや
めた（公開されている覚書原文では、この２州の知事の署名欄が空欄のままとなっている。）。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート974号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/
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6．プログラムの監視とレビュー  
 
署名州は、プログラムの進捗を継続的に監視することに合意する。 
 

A． 輸入と関連する排出リーケージ12（Imports and Associated Emissions Leakage）。
署名州は、同プログラムが電力の輸入およびそれに関連する排出リーケージを増加

させる原因となる可能性があることを認識している。この可能性に関する問題に取

り組むために、署名州は以下のことを行う。 
(1) 迅速に、2006年 4月 1日までに、署名州のエネルギー規制部局および環境部
局からの代表者で構成される多州間ワーキング・グループを設置することに

合意する。多州間ワーキング・グループは以下の（a）と（b）を行う。 
（a） リーケージへの取組みに対して考えられる選択肢を検討する。リーケー

ジに取り組むための特定の選択肢の潜在的な有効性だけでなく、エネル

ギー価格、排出枠価格、電力システムの信頼性および RGGI参加州の経
済に与える潜在的な影響にも注意を払う。考えられる選択肢の検討にお

いて、ワーキング・グループは専門家、ステークホルダーおよび地域送

電組織の代表者が参加する委員会と話し合う。 
（b） 2007年 12月までに成果と結論を発表する。 

(2) セクション 6(a)(1)で要求されている分析と成果を検討してから 2009年 1月の
プログラム開始までに、潜在的なリーケージに取り組むためにどのような活

動を行うかを検討することに合意する。 
(3) 署名州への電力輸入について、プログラムの開始時から継続的な監視を始め、

2010年からは年次ベースで監視結果を報告する。 
(4) 遵守期間開始から 3年経過後、それ以降はいつでも、同プログラムによって署
名州外の発電設備からの排出量が増加したのか、またどの程度プログラムに

よって排出量が増加したのかを判定する。 
(5) プログラム開始以降、同プログラムによって、署名州外の発電設備からの排出量
が著しく増加したと判定された場合は、署名州はセクション 6(a)(1)に書かれて
いる分析と成果を検討し、このような排出量を軽減する適切な対策を実施する。 

(6) 署名州は、リーケージによって同プログラムの完全性が損なわれることを防ぐ
ために、技術的に妥当な対策を追求することに合意する。 

 
B． 信頼性の影響の監視（Monitoring of Reliability Impacts）。署名州は、地域内の
信頼性のある電力システムを維持することが最も重要であると認識し、同プログラ

ムが電力供給の障害とならないことを確認するために、継続的にプログラムを監視

することに尽力する。 

                                                  
12 プロジェクト境界の外側で、プロジェクトに伴って生じる温室効果ガスの排出量増加のこと。 
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C． 連邦政府プログラム。連邦政府プログラムが提案された場合は、署名州は、連邦
政府プログラムが先発者に報いることを主張する。もしこのような連邦政府プログ

ラムが導入され、本プログラムと同等なものと判定されれば、署名州はこの連邦政

府プログラムに移行する。 
 
D．2012年の包括的レビュー。署名州は、2012年に以下のような（しかし、これに限定
するのではない）同プログラムの全構成要素を包括的にレビューすることを始める。 
(1) プログラムの成功。署名州は、同プログラムが目標を達成したかどうかレビュ
ーする。 

(2) プログラムの影響。署名州は、価格とシステムの信頼性に関して同プログラム
の影響をレビューする。 

(3) 追加的削減。署名州は、2018年以降の追加的削減の実施を検討する。 
(4) 輸入と排出リーケージ（Imports and Emissions Leakage）。署名州は、排出
リーケージを抑制するために導入されるあらゆる対策の有効性を検討する。 

(5) オフセット。署名州は、価格、有用性、環境保全に注目し、同プログラムのオ
フセット構成要素の評価を行い、プログラムの改正が妥当であるかどうかを提

言する。 
 
7．補完的エネルギー政策  
各州は、経済成長を維持しながら、非効率的あるいは相対的に汚染度の高い発電の

利用を減らすことを目的としたエネルギー政策を維持し、可能であれば拡大する。そ

のようなエネルギー政策としては、最終用途効率化プログラム、需要反応プログラム、

分散型電源政策、電気料金設計、電気製品のエネルギー効率化基準および建築基準な

どの対策が含まれる。また、各州は、非炭素排出型の発電とその関連技術の開発を奨

励するプログラムを維持し、可能ならば拡大する。 
 
8．修正  
この覚書は、署名州の正式代表者の書面による共同合意で修正される可能性がある。 

以上 
翻訳・編集：NEDO情報・システム部 

出典：  
http://www.rggi.org/agreement.htm（Index） 
http://www.rggi.org/docs/mou_brief_12_20_05.pdf（Memorandum of Understanding in 
Brief） 
http://www.rggi.org/docs/mou_final_12_20_05.pdf （ Memorandum of Understanding 
(Signed by Governors)） 
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