
【地球温暖化】排出量取引 産業ガスクレジット    
 
ある種の産業ガスクレジットの使用を 2013 年以降に制限（欧州） 

―排出量取引に関する Q&A― 

 
Q1：提案では、どのタイプの産業ガスクレジットが制限され、どのような制限が課さ

れ、いつから制限されるのか？ 
A1：欧州委員会は、欧州連合排出量取引システム（EU Emissions Trading System: EU 

ETS）を遵守するために実施される共同実施（JI）注1およびクリーン開発メカニズ

ム（CDM）注 2のアジピン酸生産プロジェクトから生じる、トリフルオロメタン

（HFC-23）および亜酸化窒素（N2O）のクレジットについて、2013 年 1 月 1 日か

らの全面的な使用制限を提案している。 
 
Q2：これらの産業ガスクレジットは、EU ETS で使用制限を受ける最初のものか？ 
A2： 初の使用制限ではない。EU ETSでは、システムの導入時から、核施設でのプロ

ジェクトやLULUCF注3活動から生じるクレジットが全面的な制限を受けている。 
 

3：なぜ欧州委員会は、産業ガスクレジットに注目して、さらに使用制限を課そうと

A3： ロジェクトに使用制限を導入する理由は多数ある。産業ガスプ

 
a) アディショナリティー（additionality）注4：ガスの生産とその後の破壊は、

                                                

Q
しているのか？ 
一部の産業ガスプ

ロジェクトで生じるクレジットを排出削減としてカウントすることは、しばしば

矛盾した状況をもたらした。ある種の産業ガスは、温暖化を促進する可能性が非

常に高いが、削減のための費用は安価である。これにより、プロジェクトの実施

者は、多大な金銭的利益を得ることができる。こうしたプロジェクトに対する懸

念は、以下の通りである。 

CDMプロジェクトが実施されなかった場合に比べて、増加しているか？ 
 

注1 JI （Joint Implementation）は、先進国同士が、温室効果ガス(GHG)削減プロジェクトを共同で実施

し、生じた削減分を、投資国が新たに排出枠として獲得できる仕組み。JI 実施により発行されるクレ

ジットを ERU (Emission Reduction Units) という。 
注2 CDM（Clean Development Mechanism）は、先進国が資金的・技術的支援を行って、途上国で温室効

果ガス削減事業または二酸化炭素吸収促進事業を実施した場合、排出削減量の一部をその先進国の排出

削減量としてカウントできる制度のことである。CDM 実施により発行されるクレジットを CER 
(Certified Emission Reductions)という。 

注3 LULUCF（land use, land use change and forestry）：土地利用・土地利用変化および林業 
注4 アディショナリティーとは、「実施した場合と実施しなかった場合の差」を指す。 

提案されている CDM プロジェクトを実施した場合に、実施しなかった場合より明らかに排出が削減さ

れると予想できるとき、その CDM プロジェクトには「アディショナリティーがある」という。アデ

ィショナリティーは CDM プロジェクトの登録に必要な要件である。（参照：国立国会図書館、「京都

メカニズムの活用と今後の課題：クリーン開発メカニズムを中心に」ISSUE BRIEF No. 523、2006 年

3 月 14 日（http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0523.pdf）） 
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HFC-23 は、別の温室効果ガスである代替フロン（Hydrochlorofluorocarbon: 
H

 
また EU は、ある種の産業ガスプロジェクトからの温室効果ガス削減に見られ

る

 
b) セクター別クレジットメカニズム（sectoral crediting mechanism: SCM）構

対策を講じない」ケースを基準点にしてクレジットが発生するプロ

ジ

 
) モントリオール議定書の対象になっているガスの段階的廃止に対する障害 

向

け

 

                                                

CFC-22）の生産時に副産物として発生する。HCFC-22 も、オゾン破壊物質

としてモントリオール議定書注5の対象になっている。HFC-23 の削減にクレジ

ットを与えることは、CDMプロジェクトが実施されなかった場合に比べて、

HCFC-22 の生産に一層のインセンティブ（歪んだ動機）を与え、アディショ

ナリティーのないクレジットを生み出すことになる。 

ような安価な排出削減は、炭素市場で取引されるのではなく、その代わりに、

途上国の適切な行動の一環として、または削減費用（たとえば、実際の削減費用）

が漸次増加するような条件のもとで援助を受けて、彼らの責任で行われるべきで

あると考えている。 

築の障害 
EUは、「

ェクトを徐々に廃止して、「対策を講じた」ベンチマーク方式注6から生じる

セクター別削減クレジットを与える方法に移行しようとしている。新たなセク

ター別メカニズムについては、こうしたメカニズムへの投資を正当化するほど、

クレジットに対する十分な需要が存在しないのではないかという懸念がある。

アジピン酸生産に伴うHFC-23 およびN2Oのクレジットの使用をEU ETSで制

限することにより、JIプロジェクトやCDMプロジェクトのクレジットからセ

クター別のクレジットへ、需要を移行させることができるかもしれない。 

c
HFC-23 にインセンティブを与える現在の構造は、①HCFC-22 の非原料

使用の段階的廃止を促進し、②多国間基金への貢献を通じた漸増コストに基

づき、HFC-23 破壊のための資金調達方法を検討するというモントリオール議

定書の意図を台無しにするものである。 

 
注5 モントリオール議定書の正式名は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（Montreal 

Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer）で、1987 年に採択され、1989 年に発効した。

オゾン層を破壊する可能性のある物質を特定し、その生産、取引、消費を規制することを目的としてい

る。同議定書は、先進国が 1996 年（途上国は 2015 年）までに特定フロン、ハロン、四塩化炭素など

を全廃することを求めている。他の代替フロン、ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）などにつ

いても、先進国が 2020 年（途上国は原則として 2030 年）までに全廃することを求めている。 
注6 ベンチマーク方式とは、セクターごとの評価基準（原単位排出量など）に基づいて、排出削減量の目

標を設定することである。（参照：林 大祐、「CDM 改革の行方―ポスト 2012 年の将来枠組における

セクター別クレジットメカニズムの役割―」

（http://www.joi.or.jp/carbon/report/pdf/others20090925.pdf）） 
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d) プロジェクトの地理的偏在 
配的な状況は、京都議定書の柔軟なメカニズムの

下

 
4：産業ガスクレジットの使用制限は、国連レベルでの CDM 改革およびセクター別

A4： レジットメカニズム

 
5：使用制限は、どのようにコストパフォーマンスを向上させるのか？ 

ジェクトに

 
6：産業ガスクレジットを主に供給している国はどこか？ 

およびN2Oクレジットの

                                                

産業ガスプロジェクトが支

で実施されるプロジェクトの地理的配分を歪め、一部の新興国に有利になっ

ている。EU は、地理的によりバランスの取れた（特に、後発途上国での）CDM
プロジェクトを求めている。産業ガスクレジットの使用制限により、後発途上

国でのプロジェクトに対する投資意欲が刺激される可能性がある。 

Q
市場メカニズム創設への新たな推進力となりうるか？ 
EU はこれまで、「対策を講じない」ケースを基準点にしたク

を徐々に廃止するよう提唱してきた。欧州委員会は、（複数のセクターを対象とす

る）キャップ・アンド・トレード（cap and trade、上限設定取引型）システムの

開発に向けた暫定的なステップとして、「対策を講じた」ケースを基準点にする新

たなセクター別炭素市場メカニズムを創設しようとしている。また、欧州委員会

は、JI が段階的に廃止され、参加するセクターがキャップ・アンド・トレードシ

ステムの対象になるべきであると考えている。JI で発生するクレジットを認め続

けることは、こうした動きを減速させることになりかねない。というのも、受益

者がクレジットの販売で得られる利益を失うことに抵抗するからである。アジピ

ン酸生産の副産物であるHFC-23およびN2Oを破壊することから生じるクレジッ

トの使用を制限することにより、CDM 改革の合意および新メカニズムの創設に向

けた国連での交渉の見通しが改善する可能性がある。 

Q
A5：EU ETS の下で HFC-23 クレジットを販売した利益は、こうしたプロ

対する初期投資および操業コストの 大 78 倍になっている。換言すれば、プロ

ジェクトに対する利回りが、過剰になっているのである。しかも、このようなプ

ロジェクトは、温室効果ガスの世界的な排出を効果的に削減していない。EU は、

産業ガスプロジェクトの排出削減にみられるような安価な排出削減は、炭素市場

を通じて行われるべきではなく、その代わりに、地球の気温上昇を 2℃以内に抑

えるための途上国の適切な活動の一環として、彼ら自身の責任で行われるべきで

あると考えている。 

Q
A6：CDMプロジェクトで発生するHFC-23 クレジットの 80％

60％は、中国でのプロジェクトによるものである注7。残りのほとんどは、インド

および特定の新興国（OECD加盟国も含まれる）で実施されたプロジェクトから

発生したものである。したがって、クレジットの使用を制限することは、後発途

 
注7 www.newenergyfinance.com/Download/pressreleases/10/pdffile/ 

NEDO海外レポート　NO.1070, 2011.1.31

6



上国でのCDMに一層の関心を向けるという方針と完全に一致する。EUは、韓国、

メキシコといったOECD加盟国は、CDMプロジェクトの実施によるのではなく、

セクター別市場メカニズムや排出量取引などの措置を通じて、温室効果ガスの軽

減に寄与すべきであると考えている。 
 

7：なぜ欧州委員会は、EU ETS の第三取引期間が開始する 2 年以上前の今、このよ

A7：こ 12 年以降に EU ETS で使用可能な CDM クレジット

 
8：なぜ欧州委員会は、マルチプライヤー注8ではなく全面的な使用制限を提案してい

A8： よびアジピン酸 N2O クレジット用に考えられる 適な措置は、2013

 
もしマルチプライヤーがあまりに低いレベルに設定された場合、このような動

き

全面的な使用制限は、管理が容易で、市場参加者が簡単に調整できるだろう。 
 

9：気候変動委員会（Climate Change Committee）が使用制限を採択するまでのス

A9：欧 候変動委員会で検討された後、

 
10：提案されている使用制限は遡って適用されることはないのか？ 

クトで発行され

                                                

Q
うな提案を提出したのか？ 
の提案のタイミングは、20

の質的条件に関して一層の明確化を求めるプロジェクト実施者からの要請に触発

されたものである。 

Q
るのか？ 
HFC-23 お

年 1 月 1 日より全面的な使用制限を導入することである。こうすることで、途上

国に、彼らは適切な行動を取らなければならないという 強のシグナルを送るこ

とができるのだ。また、これらプロジェクトから生じる ERU（JI 実施により発

行されるクレジット）を全面的に使用制限することにより、キャップ・アンド・

トレードシステムへの移行を促すことになる。 

を妨げ、適正なレベルを合意することが一層困難になると考えられる。 
 

Q
ケジュールはどのように設定されているのか？ 
州委員会の提案は、まず 2010 年 12 月 15 日に気

投票にかけられる。提案は、EU ETS 指令（2009/29/EC）に記載されている法的

手続きに従い、欧州議会および欧州理事会での 3 ヵ月の議論を経て採択され、規

則となる。 

Q
A10：遡って適用することはない。EU ETS 指令は、ある種のプロジェ

るクレジットの EU ETS での「使用制限」を適用するための措置を認めている。

 
注8 （編集部注）現在 EU ETS の下では、1トンの排出量を京都メカニズムのクレジットを用いてオフセ

ットしようとする場合、1つのクレジットが必要である。これに対して、1トンの排出量をオフセット

するために複数のクレジットが必要になるとき、そのクレジット数（交換比率）をマルチプライヤーと

呼んでいるようである。 
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このことは、ユニットの発行（CDM 理事会が管理）に影響を及ぼすということ

ではない。同指令は、制限の適用に関する周知期間を、制限が正式に採択され

た時点から 6 ヵ月～3 年と予測している。これは、市場参加者が適応するのに十

分な時間を設けるためである。 
 

11：使用制限は市場にどのような影響を与えると考えられるか？ 
ジェクト）からの

 
これらの使用制限に関する過去の決定は、市場に確実性を与えるもので、2013

年

 
このことは、Bloomberg New Energy Financeの 近の研究注10などで確認さ

れ

 
12：使用制限は、国際炭素市場の分裂を招くことにならないか？ 

先進諸国も変革を

 
13：それは国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）が扱う問題ではないのか？ 

量取

           

Q
A11：他の 2,300 のプロジェクト（HFC-23 や N2O と関連のないプロ

クレジットは、EU ETS で認められたクレジット枠上限を今後 10 年にわたり供

給できるほど充分にあると考えられる。これには、セクター別クレジットシス

テムの下で発行される新たなクレジットは含まれていない。したがって、アロ

ーワンスの価格に対する影響は、限定的なものになるはずである。 

から 2020 年までEU ETSで使用できるクレジットを生み出す、アジピン酸生

産プロジェクトに代わるプロジェクトへの投資を促進することになろう。影響

評価によれば、先進国と途上国がコペンハーゲン合意注9の下で約束したと仮定

しても、途上国にはなお産業ガス以外の分野で、欧州の炭素価格を下回る価格

で十分に削減する余地がある。 

た。 

Q
A12：EU は、国際炭素市場の圧倒的多数を占めており、また、他の

望んでいる。したがって、使用制限が市場の分裂を招く可能性は、 小限であ

るとみられる。 

Q
A13：JIクレジットおよびCDMクレジットの世界 大の購入者として、また排出

引制度の統合を保護するために、EUはCDMの改革に向けた国連気候変動枠組

条約（UNFCCC）注11プロセスにおいてリーダーシップを発揮した。これは、環

                                      
注9 コペンハーゲン合意とは、2009年 12月に開催された国連気候変動枠組条約第 15回締約国会議(COP15)

注10 nd 

注11 CC）は、

において、参加国が「留意する」ことで合意した取り組み。この取り組みは、①気温上昇の抑制、②先

進国の削減目標と途上国の削減行動の提出、③温室効果ガス削減の着実な削減、④途上国支援の 4 本柱

から成る。（参照：外務省、「わかる！国際情勢 コペンハーゲン合意の先へ：気候変動を巡る国際交渉」 
2010 年 1 月 22 日（http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol52/index.html）） 
 Bloomberg New Energy Finance (2010): "Impact of CER import restrictions on the EU ETS a
international carbon market", Carbon Markets - Global - Research Note 20 October 2010 
 国連気候変動枠組条約（United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFC
大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目指す条約で、1992 年に署名され、1994 年に発効
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境保全、有効性、効率、地域配分および持続可能な発展に向け、一層の貢献を

するためである。EUは、UNFCCCプロセスにおいて、この目的を実現するた

めに引き続き取り組む予定である。とはいえ、自らの域内取引システムにどの

クレジットを認めるかは、EUが決定することになっている。 

 

提案された制限は、CDM 理事会や JI 監督委員会の機能を置き換えるものと

はならない。適用される制限は、EU ETS の目的を遵守するために、これらの

ユニットが使用できるか否かに関するものである。EU ETS における国際的ユ

ニットの使用を調和させつつ、統合を確実にするために、いかなる制限も EU 
ETS 指令に従って適用されるだろう。 

 

Q14：CDM 理事会も HFC-23 クレジットを調査していないのか？ 
A14：理事会は、HFC-23 クレジットの非アディショナリティーの申し立てに関して評

価を行う。我々は、こうした懸念を除去するための CDM 理事会の活動を強く

支持しているが、それが EU ETS でクレジットの使用を制限する唯一の理由で

はない。他にも、こうしたプロジェクトの環境に対する恩恵、費用対効果、競

争の阻害（competitive distortion）に関連した懸念があり、EU は、域内の立場

と需要が国際的に整合するよう尽力しなければならない。同様の問題は、この

分野の JI プロジェクトにも当てはまるものである。 
 
Q15：欧州委員会は、第三取引期間の対象となる産業ガス以外にも、さらに使用制限を

提案する計画か？ 
A15：改定された ETS 指令では、EU ETS の第三取引期間（2013 年～2020 年）に使

用できたはずのクレジットを割り当てる作業の一環として、使用制限が導入さ

れることになっている。今後、さらなるクレジットの使用制限が今回の提案に

追加される可能性がある。しかし欧州委員会は、現時点では、産業ガス以外に

いかなる特定の使用制限も検討していない。 
 
Q16：HFC-23 プロジェクトは、炭素市場の十分な流動化という点で非常に重要ではな

いのか？ 
A16：CER/ERU は EU のアローワンスと交換できるため、全体的な流動性は確保され

ている。景気後退は、多数の EU 企業が相当量の余剰アローワンスを蓄積し、

保有する状況を生み出した。こうした観点から、今後数年、市場の流動性は十

分であると考えられる。 
 

Q17：EU が想定している CDM の「主要な全面的見直し」とはどのようなものか？ 
A17：EU は、地球温暖化を 2℃以内に抑えるために、先進国の約束は途上国、特に新

                                                                                                                                            
した。正式名称は、気候変動に関する国際連合枠組条約。 
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興国による適切な温室効果ガス削減活動によって補完されるべきであるという

立場を取っている。CDM は、途上国で温室効果ガス排出を 1 トン削減すると、

先進国で温室効果ガスを 1 トン排出する権利が生じるという、純粋なオフセッ

トメカニズムである。こうしたシステムでは、2℃以内の温度上昇という目標を

達成できる排出削減パス（emission pathways）を追求するのに必要なレベルま

で炭素市場の規模を拡大することはできないだろう。したがって、EU は、CDM
の全面的見直しとセクター別市場メカニズムの新設を提唱している。CDM は、

後発途上国へ配慮しつつも環境保全を向上させるような方法で改革されなけれ

ばならない。また、新興国では、CDM から徐々にセクター別市場メカニズムに、

終的にはキャップ・アンド・トレードシステムに移行しなければならない。 
 

18：利害関係者はどのように貢献することができるのか？ 
る過程で、産業ガスクレ

 
19：こうした使用制限は、加盟国が ETS 対象外のガス排出を遵守するために国際ク

A19：拘 れるクレジット使用制

 
翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 

 
典：本資料は以下の EU 記事を翻訳したものである。 

se restrictions for certain 

eleasesAction.do?reference=MEMO/10/615&f

                                                

Q
A18：欧州委員会提案とこれに付随する影響評価を準備してい

ジット使用制限のデザインに対する意見を述べるために、利害関係者たちが招

待された。多数の利害関係者が返答し、貴重な見解を文書で提出した。こうし

た見解や意見は、欧州委員会気候行動総局のウェブサイトで閲覧できるように

なる予定である。 

Q
レジットを購入するとき、彼らを拘束するのか？ 
束することはない。改訂版EU ETS指令に従って適用さ

限は、EU ETSの対象となる企業だけに適用される。しかし、もし加盟国が、努

力分担決定（Effort Sharing Decision）注12の下でEU ETSの対象となっていな

い温室効果ガスの 2013 年～2020 年期における排出目標を遵守する目的で、EU 
ETSで制限されたクレジットを使う意向がある場合、その加盟国は欧州委員会

に理由を報告しなければならないだろう。 

出

Questions & Answers on Emissions Trading: U
industrial gas credits as of 2013 
（http://europa.eu/rapid/pressR
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en） 

 
注12 「努力分担決定」に基づき、加盟国は、2013 年～2020 年まで毎年、EU ETS 対象外のセクター（輸

送、建築、農業、廃棄物など）からの温室効果ガス排出目標を設定する。（参照：Effort Sharing Decision
（http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/index_en.htm）） 
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