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いからである。その結果、温室効果ガスを多

く排出する企業を中心とする炭素クレジット

の需要家は、中長期的なクレジット購入計画

が立てにくい状態におかれている。国内にお

いては、将来制度の不透明性により新規案件

の取組みは困難となり、排出権の仲介業者や

コンサルタントにとってはビジネス縮小要因

となっている。追い討ちをかけるように、世

界的な経済低迷に伴い排出権価格が今夏に約

２年半前の水準に暴落し、取引量も低迷する

等、一層厳しい局面となっている。

一方で多国間枠組みである京都議定書には

基づかない、二国間の協定に基づく炭素クレ

ジット制度を日本政府は提案している。昨年

度からは同制度確立のための具体案件の実現

可能性調査（FS）を政府予算で広範に開始

しており、民間企業にとって2013年以降のビ

ジネスチャンスとなる可能性がある。本稿に

おいては、排出権ビジネスを取り巻く現状を

踏まえ、比較的新しい概念である二国間オフ

■はじめに

2011年は排出権に関わっている多くの日本

の民間企業にとって試練の年と言っても過言

ではない。その大きな理由の一つは、先進国

の温室効果ガス削減目標を定めた京都議定書

の第一約束期間の終期が2012年末に迫ってい

るにもかかわらず、京都議定書の継続の有無

もポスト京都議定書の体制の有無も決まらな
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セットクレジット制度について概観し、本邦

企業にとってのチャンスとリスクについて分

析を行う。

■１．クリーン開発メカニズムの
現状と課題

京都議定書の目標達成のために広く利用さ

れてきた市場メカニズムにクリーン開発メカ

ニズム（Clean Development Mechanism；

CDM）がある。CDMとは、京都議定書で温

室効果ガスの削減目標を課された先進国が、

削減目標を持たない開発途上国において温室

効果ガス削減プロジェクトを実施した場合、

同プロジェクトからの削減分については先進

国の削減分と看做すことができる制度であ

る。国連気候変動枠組条約（United Nations

Framework Convention on Climate Change；

UNFCCC）の事務局およびCDM理事会がプ

ロジェクトのCDM登録やCDMプロジェクト

から創出される炭素クレジット（Certified

Emission Reduction；CER）発行などの手続

きを管理している。

CDMプロジェクトには水力発電やバイオ

マス発電などの再生可能エネルギーからセメ

ント工場における廃熱回収やゴミ処理場のメ

タンガス（温室効果ガスの一種）回収まで

様々である。多くの場合、欧州、日本などの

先進国政府および企業は、これらCDMプロ

ジェクトから創出されるCERを開発途上国

の事業者から購入し、先進国は獲得した

CERを目標達成に使用している。これまで

72の開発途上国において3,492件が登録され、

７億4,000万トン以上のCERが発行されてお

り（2011年10月３日現在）、排出削減を見返

りに資金・技術移転を促進する国際的に認め

られた唯一の確立した制度として、一定の評

価を得ていることは事実である。

他方、CDMについては様々な課題が指摘

されており、次のような問題があるとされて

いる。

� ルールの複雑性

温室効果ガス削減プロジェクトがCDMと

して国連に登録されるためには、UNFCCC

およびCDM理事会のルールに従わなければ

ならない。そのルールは、「learning by

doing」というプロセスを長期間踏んだため

に複雑かつ煩雑になっており、開発途上国の

プロジェクト事業者には到底対応ができない

ものとなっている。例えば、温室効果ガス削

減量の算定の方法論などは数か月ごとに開催

されるCDM理事会で頻繁に改定され、最新

のルールを常にフォローするのは困難であ

り、CER算定量にも多大な影響がでる。

CDM登録審査のルールの中でも最も複雑

なプロセスが追加性（additionality）の証明

である。追加性とは、CDMにより、通常の

ビジネスベースでは実現できなかった排出削

減プロジェクトが実現可能となる、という考

えである。その証明について、国連は定量的

な判断がし易い投資分析による証明を求める
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ことが多い。一般的にはプロジェクトのIRR

を算出し、CERの売却収入なしでは採算性

が悪いことを証明することになるが、実際の

事業実施を決定する際には採算性が良いこと

が条件となっている場合が多く、実態と乖離

し証明が困難な場合が多い。また証明の手法

もCDM理事会によって規定されており、そ

の手法の一つであるベンチマーク分析の場

合、採算性の有無を分けるベンチマークの設

定は金融・証券市場が未発達な開発途上国で

は困難である。

� 登録・発行の予見可能性の低さ

および遅延

国連登録を達成するために第三者機関によ

る審査、UNFCCC事務局とCDM理事会の審

査があり、その全てに合格しなければならず、

審査には平均１年半近くかかる。１年以上か

けた審査が、最終的に理事会で却下されて振

り出しに戻ることもあり、登録は不確実性が

高く、コストもかかる。登録されたとしても、

CER発行には、同様の審査ステップがあり

さらに時間とコストがかかる。審査の結果次

第では、発行量は当初予定量を下回る場合も

多々ある。

� プロジェクトタイプ・地域の偏在

プロジェクトタイプ別で見ると排出削減量

ベースでは、温室効果ガス係数の高い代替フ

ロンの一種であるハイドロフルオロカーボン

（HFC）削減に代表される産業ガスプロジェ

クトに偏っており、件数では、事業リスクの

低い水力発電などの再生可能エネルギー案件

が多い。日本の得意分野とされる高効率発電、

交通や省エネ分野への適用が少なく、日本の技

術移転に結びついているケースは多くない。

さらにプロジェクトが実施されるホスト国

は、中国が件数では約半数、排出削減予定量

では６割以上を占めており、圧倒的な１位の

座を占めている。第２位はインドである。経

済が急成長しており産業からの排出削減ポテ

ンシャルの多い新興国に偏るのはやむを得な

い面もあるが、これらの国からのクレジット

購入には「国富の流出」という批判もある。

■２．二国間オフセット
クレジット制度と
実現可能性調査事業

このような背景を踏まえ、2013年以降の新

しいメカニズムとして、日本政府は二国間オ

フセットクレジット制度（Bilateral Offset

Credit Mechanism；BOCM）の構築に向け

て動き出している。BOCMの詳細な制度は

これから形成されると考えられるが、日本と

開発途上国との二国間もしくは多国間協定に

基づき、日本の低炭素技術や省エネ製品を相

手国で導入・普及するプロジェクトを推進

し、プロジェクト実施により削減された温室

効果ガスを炭素クレジットとして日本の削減

実績としてカウントする制度である。

BOCMの対象となる技術・製品および具
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体的案件を洗い出し、BOCMの制度設計の

基礎とするため、平成22年度に経済産業省が

地球温暖化対策技術普及等推進事業として

BOCM実現可能性調査（FS）を約８億円の

予算で開始した。高効率石炭火力（超々臨界）、

セメント、工場・ビルの制御システム、省エ

ネ家電、交通省エネなどを含む30件の調査が

実施された。

平成23年度は、独立行政法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構（NEDO）が26件、

公益財団法人地球環境センター（GEC）が、

29件のFS案件を採択し、NEDOは第二次の

二国間FS公募を行い、10月中には採択結果

が発表される予定である。

調査対象国は政府のBOCMに関する二国

間交渉が進んでいるインド、インドネシア、

ベトナムなどが中心である。中国は前述のと

おりCDM供給における最大のホスト国であ

り、日本の省エネ・環境ビジネスにとっても

大きな市場だが、中国政府は京都議定書およ

びCDM継続を強く主張しており、それが中

国の採択案件が少ないことに現れていると思

われる。

■３．BOCMのビジネスチャンス

BOCMに係るビジネスチャンスを考える

にあたり、三つのポイントがある。

� 二国間制度

BOCMは二国間もしくは多国間で協定を

結ぶため、そのルールは、関係国の実情に合

【メカニズムが満たすべき要件】 
国際的に受け入れられるものであること。 
定量評価可能なGHG削減効果 
国際的な水準のMRVが実施可能 

【目標】 
途上国と先進国が、技術移転の促進と 
排出削減等を通じて互恵関係を構築 

日　本 途上国等 協定等 

資 金 

途上国等政府との間で協定等を締結し、我が国の優れた技術や製品の提供等により実施する、 
途上国等の各分野におけるGHG削減事業を適切に評価し、我が国の貢献分として活用する。 

各分野における
日本の誇る低炭
素技術・製品・
システム 

技術・製品・ 
システム 

●電力分野のGHG削減事業 
●運輸交通分野のGHG削減事業 
●産業分野のGHG削減事業 
●農業分野のGHG削減事業 
●環境衛生分野のGHG削減事業 

削減効果 
のMRV

我が国の目標達成に活用 

温暖化対策のための資金 
・ODA（円借款、無償
援助） 

・OOF（JBIC等による
融資） 

・その他公的資金 
・民間資金 

計画作成支援・技術協力事業 

（図１）二国間メカニズムのイメージ

（出所）環境省「二国間メカニズムに関する環境省の取組について」（平成23年４月版）より抜粋
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No. 提案者名 対象国 調査テーマ名

日立金属株式会社

株式会社三菱総合研究所

三井物産株式会社
川崎重工業株式会社
日本電気株式会社
株式会社スマートエナジー
三菱UFJモルガン・スタンレー
証券株式会社

株式会社NTTデータ経営研究所

日本通運株式会社
富士通株式会社
住友金属工業株式会社
パシフィックコンサルタンツ株式会社
JFEスチール株式会社
JFEテクノリサーチ株式会社

出光興産株式会社

株式会社NTTファシリティーズ
株式会社日本総合研究所
昭和シェル石油株式会社
ソーラーフロンティア株式会社

三菱化学エンジニアリング株式会社

シーベル・インターナショナル株式会社
双日マシナリー株式会社
株式会社リサイクルワン

みずほ情報総研株式会社

三菱重工業株式会社

月島機械株式会社
双日株式会社

清水建設株式会社

宇部興産株式会社

丸紅株式会社
株式会社三菱総合研究所

株式会社日本総合研究所

株式会社三菱総合研究所

四国電力株式会社

株式会社日立プラントテクノロジー

中国電力株式会社
株式会社みずほコーポレート銀行
JX日鉱日石エネルギー株式会社
三菱商事株式会社
旭硝子株式会社
ERM日本株式会社

ベトナム・インドネ
シア・南アフリカ

ベトナム

ベトナム

ベトナム

ベトナム

タイ・
ベトナム

アジア域内

インド

インド

インド

インド

インド

インド

インド

インドネシア

インドネシア

インドネシア

インドネシア

インドネシア

マレーシア

バングラデシュ

タイ

モルディブ

ポーランド

ロシア

メキシコ

分野

配電

火力

メタン

情報

建物･
家電
建物･
家電

交通

鉄鋼

鉄鋼

火力

太陽エネ

鉄鋼

水力

火力

燃料

火力

バイオ
マス

セメント

地熱

太陽エネ

火力

太陽エネ

海洋エネ

スマート
グリッド

石油

化学

ベトナム・インドネシア、南アフリカにおける高効率配電変圧器導入
パイロットプロジェクトによる温暖化効果ガス排出量削減組成調査
ベトナム国における超々臨界圧石炭火力導入プロジェクトの案件組
成調査
ベトナム国における低濃度炭鉱メタンガス処理・発電プロジェクト
の案件発掘調査
ベトナム社会主義共和国におけるデータセンター等サーバーの更
新・統合等によるCO2削減プロジェクトの案件発掘調査

ベトナムにおける高効率電化機器普及促進発掘調査（建物省エネ）

タイ王国・ベトナム社会主義共和国におけるコンビニエンススト
ア・エコ店舗化プロジェクトの案件発掘調査
アジア域内における物流CO2削減プロジェクト組成調査 ～ホスト
国での運行管理システム構築とMRV対応型クラウドアプリ開発～
インド共和国における鉄鋼焼結プロセス温室効果ガス削減プロジェ
クトの案件組成調査
インドJSWスチール社製鉄所における省エネルギー・プロジェクト
案件の組成調査

インド国石炭火力発電所における効率改善事業の案件（組成）調査

インド国における太陽光発電事業の案件発掘調査

インド国コークス炉 自動燃焼制御システム（ACCS）技術導入によ
る省エネルギー案件の発掘調査

インド共和国における流水式マイクロ水力プロジェクトの案件発掘
調査

インド超々臨界（USC）石炭火力発電所建設プロジェクト案件組成
調査

インドネシア国におけるスマトラSNGプロジェクトの案件組成調査

インドネシア共和国におけるスチームチューブドライヤ（STD）乾燥シス
テムによる低品位炭火力発電所の効率改善プロジェクトの案件組成調査
インドネシア国営パームオイル工場廃棄物バイオマスボイラー発電
プロジェクトの案件発掘調査
インドネシアのセメント工場における低品位炭等高水分燃料の排熱
乾燥プロジェクトの案件発掘調査

インドネシア国における新設地熱発電プロジェクトの案件発掘調査

マレーシア国における家庭用太陽光発電事業の案件発掘調査

バングラデシュ国における新設CCGT発電プロジェクトの案件組成
調査
タイ国における次世代型（ゼロエミッション）太陽熱利用空調シス
テムによる温室効果ガス削減事業案件組成調査 ～ソニー工場モデル
モルディブ共和国における海洋深層水多段利用インフラ事業の案件
組成調査
ポーランド国におけるスマートグリッド技術を適用した地球温暖化
対策の案件組成調査
ロシア連邦共和国における随伴ガス回収・有効利用プロジェクトの
案件（組成）調査
メキシコ合衆国における食塩電解による苛性ソーダ、塩素製品製造
プロセスの省エネプロジェクトの案件（組成）調査

（表１）二国間オフセットクレジットFS第一次採択案件（NEDO）

（出典）NEDO「平成23年度地球温暖化対策技術普及等推進事業 採択案件一覧」（平成23年７月７日）
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（表２）二国間オフセットクレジットFS採択案件（GEC）

（出典）GEC「平成23年度 新メカニズム実現可能性調査・CDM/JI実現可能性調査の採択案件について」（平成23年７
月14日）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

廃棄物管理

交通

省エネルギー

REDD+

その他

バイオマス
利用

再生可能
エネルギー

タイ

インドネシア

マレーシア

スリランカ

タイ

ラオス

インドネシア、
ベトナム

タイ

スリランカ

コロンビア

中国

中国

モンゴル

モンゴル

タイ

インド

インド

メキシコ

南アフリカ

インドネシア

インドネシア

インドネシア

カンボジア

ベトナム

ブラジル

アンゴラ

中国

タイ

ベトナム

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

中外テクノス（株）

（株）市川環境エンジニ
アリング
（株）PEARカーボンオフ
セット・イニシアティブ

（一財）日本気象協会

（株）片平エンジニアリン
グ・インターナショナル

（株）三菱総合研究所

四電エンジニアリング（株）

（株）エックス都市研究所

（株）三菱総合研究所

三菱UFJモルガン・スタ
ンレー証券（株）

（株）安川電機

（株）数理計画

清水建設（株）

（株）山武

（株）日本総合研究所

（社）日本工業炉協会

（株）日本総合研究所

（株）リサイクルワン

三菱UFJリサーチ&コン
サルティング（株）

兼松（株）

清水建設（株）

（一社）コンサベーション・イ
ンターナショナル・ジャパン

住友林業（株）

丸紅（株）

（株）あらたサステナビ
リティ

日本テピア（株）

みずほ情報総研（株）

（株）三菱総合研究所

タイ・廃棄物管理部門における新メカニズム実現可能性調査

インドネシア・農産物加工工程からの廃棄物・廃水のエネルギー活用
に関する新メカニズム実現可能性調査
マレーシア・食品残渣メタン発酵処理をモデルとしたエネルギー創出
型廃棄物管理活動に関する新メカニズム実現可能性調査
スリランカ・ヒマ産業群開発を通じた低炭素型産業構築に関する新メ
カニズム実現可能性調査
タイ・バンコク大量高速輸送機関（MRT）ネットワーク整備に関する
新メカニズム実現可能性調査
ラオス・ヴィエンチャン都市交通整備に関する新メカニズム実現可能
性調査
インドネシア・ジャカルタ並びにベトナム・ハノイ及びホーチミンにおけ
る大量高速輸送機関（MRT）導入に関する新メカニズム実現可能性調査
タイ・低風速対応型風力発電機導入による再生可能エネルギー開発促
進に関する新メカニズム実現可能性調査
スリランカ・電力セクターにおける再生可能エネルギーを中心とした
電力ベストミックスに関する新メカニズム実現可能性調査
コロンビア・地熱発電導入による再生可能エネルギー開発促進に関す
る新メカニズム実現可能性調査
中国・大連市における節水型衛生機器普及による水使用量削減に伴う
省エネに関する新メカニズム実現可能性調査
中国・陝西省における制御系エネルギー管理システム（EMS）導入に
よる工場省エネ推進に関する新メカニズム実現可能性調査
モンゴル・石炭火力発電所の複合的な効率改善に関する新メカニズム
実現可能性調査
モンゴル・地中熱ヒートポンプ等を活用した建築物省エネ推進に関す
る新メカニズム実現可能性調査
タイ・炭素クレジット認証付ビルエネルギー管理システム（BEMS）
制度の構築を通じた省エネ推進に関する新メカニズム実現可能性調査
インド・LED照明普及を通じた業務用ビル省エネ推進に関する新メカ
ニズム実現可能性調査
インド・アルミ産業における高性能工業炉導入に関する新メカニズム
実現可能性調査
メキシコ・低炭素型住宅と省エネ家電の普及による家庭部門省エネ推
進に関する新メカニズム実現可能性調査
南アフリカ・ビール飲料工場における省エネ活動を通じた原単位法に
基づく新メカニズム実現可能性調査
インドネシア・中央カリマンタン州におけるREDD+に関する新メカニ
ズム実現可能性調査
インドネシア・ゴロンタロ州におけるREDD+とバイオ燃料生産利用に
関する新メカニズム実現可能性調査
インドネシア・ジャンビ州における泥炭乾燥による好気性分解の抑制
と稲作拡大に基づく籾殻発電に関する新メカニズム実現可能性調査
カンボジア・プレイロング地域におけるREDD+に関する新メカニズム
実現可能性調査
ベトナム・ソンラ省における荒廃地の植生回復・植林等によるREDD+
と木質バイオマス発電に関する新メカニズム実現可能性調査
ブラジル・アクレ州におけるREDD+に関する新メカニズム実現可能性
調査
アンゴラ・放棄産業植林地の植生回復によるREDD+と木質チップ燃料
利用に関する新メカニズム実現可能性調査
中国・雲南省における低濃度炭鉱メタン発電及びエネルギー効率改善
に関する新メカニズム実現可能性調査
タイ・蓄電池を用いたピークカット電力利用と電気自動車導入による
CO2削減に関する新メカニズム実現可能性調査
ベトナム・混合セメントへの高炉スラグ利用によるCO2削減に関する
新メカニズム実現可能性調査

No. 調査分野 ホスト国 調査名団体名
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わせた機動的かつ柔軟な制度設計を目指すで

あろう。CDMの教訓を踏まえ、プロジェク

ト認定手続き等が簡素化されれば、事業の収

益計画が立て易くなることが期待される。

� 日本技術の海外展開・普及

我が国は世界最高水準のエネルギー効率を

達成しているとされ、CDMにより日本の優

れた省エネ技術の移転が進むことが当初期待

されたが結果的にはほとんど結びついていな

い。CDM方法論上はエネルギー効率向上を

通じた排出削減の証明が煩雑でCDM案件化

が難しく、また開発途上国側は効率が多少劣

っても初期費用が安価な中国などの技術導入

が一般的であるからである。

そこで、BOCMが日本の低炭素技術・製

品の導入推進にインセンティブを与える制度

となれば、日本企業にとってはビジネスの追

い風となる可能性がある。例えば、日本のト

ップランナー方式のような一定以上の省エネ

基準を満たす家電製品にBOCM適格がある

とすれば、当該ホスト国において日本の省エ

ネ家電製品の導入のインセンティブとなり、

参入障壁が下がる。このように我が国にとっ

てはBOCMを通じた民間企業の商機拡大と

炭素クレジット獲得、途上国にとってはエネ

ルギー効率向上を軸とした排出削減活動推進

という、CDMでは達成しえなかったウィ

ン・ウィンの関係構築が望まれる。

地域的には、BOCMの二国間交渉が進ん

でいる南アジア、東南アジアの新興国は、イ

ンフラ・内需が引続き堅調であり、排出削減

ポテンシャルも多く、日本企業も積極的に展

開を進めているため、BOCMを通じたビジ

ネスチャンス拡大に有望と考えられる。

一方で、BOCMを通じた日本の技術移転

を図るためには民間企業側からも、政府公募

のFSなどを通じて日本政府や相手国政府な

どに対して自社技術に関してのインプットを

行い、ホスト国の市場へのアピールを行うな

どの努力が求められるだろう。

� EUのCDMに対するスタンス

世界最大のCDM市場を有するEUは、2013

年以降に登録される新規CDM案件について

は、後発開発途上国（LDC）からのプロジ

ェクトおよびEUと協定を結んだ国のプロジ

ェクトのみ使用可能としている。現状、EU

と新興国との協定交渉が進んでいる様子はな

く、これらの地域の新規CDM案件からの

CERは買い手がつかない可能性がある。し

たがって、インドや東南アジアの新興国で計

画中あるいはこれから検討開始する温室効果

ガス削減効果のあるプロジェクトはBOCM

により新たな支援の獲得を期待せざるをえな

い。

■４．BOCMの課題

日本政府が推し進めているBOCMには上

述のとおりビジネスチャンス拡大の可能性が

あるものの、まだ国際的に認知されている仕
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組みではなく、その制度設計もこれからであ

る。乗り越えるべき課題は大きく三点あり、

BOCMクレジットの質、MRVの構築、もう

一つは同制度の国際的認知の問題である。

� BOCMクレジットの質

二国間オフセットクレジット制度によって

炭素クレジットが産み出され、日本の中長期

的な排出削減目標達成に活用されることが期

待されている。クレジットは、商品あるいは

通貨のように取引される性質を持つため、炭

素クレジットとしての一定の「質」に裏付け

られた信用が求められる。

� MRVの構築

M R V と は 、 排 出 削 減 量 の 測 定

（measurement）、報告（reporting）、検証

（verification）のことであり、2010年末にメ

キシコ・カンクンで開催された第16回気候変

動枠組条約締約国会合（COP16）では途上

国が実施した活動についても国際的なガイド

ラインに則りMRVを行うこととなった。

BOCMでも二国間合意に基づき簡素な制度

になったとしても、信頼性の高いMRVが実

施されることが必要である。

MRVの構築には、CDM以外にも、EU域

内排出量取引制度（EU ETS）、Verified

Carbon Standard（VCS）やISOなどの多様

な制度に基づく認証手法などを参考に、

BOCMによる１トンの削減が真に温室効果

ガス１トンの削減と認知されるための、国際

標準に則ったMRV手法の開発が必須である。

今年度NEDOおよびGECによって実施されて

いるFSについては、MRV手法の開発可能性

が高いことが公募の採択基準の一つとして明

記されており、その重要性がうかがえる。

� 国際的認知

BOCM制度が成立するためには、質的な

要件を満たす必要があると同時に制度が国際

的に認められなければ、国際的なコミットメ

ントとしての日本の中長期的な削減目標達成

に活用することは困難となる。プロジェクト

を実施する相手国政府以外の国際社会から

BOCMによる削減が真の削減であるという

承認を得る必要があり、現在、政府は国連交

渉に向けて基礎固めを行っている。

■５．金融機関の役割

まだまだ不透明な制度ではあるが、将来的

に二国間オフセットクレジット制度における

金融機関の果たす役割の可能性について考察

したい。CDMにおいて本邦金融機関の主な

役割は、CER売買、売買に係るアドバイス、

現地事業者と需要家とのマッチングであり、

CDMプロジェクトに対する融資や資金調達

に関わることは稀であった。そもそも開発途

上国の現地事業者のクレジットリスクをとる

ことは難しく、日本企業の技術・製品輸出、

投資が絡む案件も限定的であったためであ

る。
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この点、BOCMにおいては、技術・製品

の提供元である日本企業はより主体的にプロ

ジェクトに関与することが期待されるため、

ファイナンススキーム構築の可能性が高まる

だけでなく、本邦企業の海外ビジネスの機会

創出や海外進出支援の機会も広がり、金融機

関にとってのビジネスチャンス拡大が期待さ

れる。日本経済の振興政策に基づく制度であ

れば、政府からの協調融資、輸出振興などの

新たなる施策も期待できる。

■６．おわりに

二国間オフセットクレジット制度は、我が

国の温室効果ガス削減技術ビジネスの海外展

開の強力な支援になるとともに、CDMの運

用規定上の煩雑な点を取り除き、CDMでは

実施困難とされているプロジェクトタイプに

ついて排出削減行動を促進する手段となるこ

とが期待される。欧州においても二国間交渉

の動きはあり、今後の国際交渉の動向と制度

設計の進展が鍵となる。

まずは本年11月28日から12月９日まで南ア

フリカ・ダーバンで開催されるCOP17にお

いて、2013年以降の枠組についてどのような

方向性が示され、日本の二国間制度に対して

国際的な関心と支持がどれだけ集められるか

を注視していきたい。

弊社は過去10年間にわたり、CDMを中心

とした京都メカニズムに係る排出権創出コン

サルティングに携わってきたが、同業務から

得られた知見をベースに、昨年度から

BOCMに関して15件以上のFS案件につき、

アドバイスを行っている。最終的には、制度

の内容および国際的な認知度・法規範性に依

拠するものの、二国間オフセットクレジット

制度が民間金融機関の資金をよびこむ契機と

なる可能性があり、また、排出量算定や

MRV方法論の構築が同制度構築の重要な要

素を占めている以上、我々、金融機関として

も、これまで培ってきたノウハウをもとに、

制度設計の段階から貢献していきたい。
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