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� 今年のカーボンエキスポ

通算８回目の今年は、６月１日から３日まで、

スペイン・カタルーニャ州都バルセロナで

開催された（昨年はドイツ・ケルン）。直前の

主催者発表では、110か国から出展者240組、

3,000人が参加したという。

我が社は2007年から参加を続けているので

５回目になった。我が社は主に、CDM／JI

の開発事業者に対して排出権創出のコンサル

ティングサービスを行うとともに、創出され

た排出権の販売・媒介をビジネスとしている

が、今回は、そうした排出権の需要家との商談

を主目的に乗り込んだ。

■２．際立つ欧州勢のプレゼンス

� 黄昏の京都

カーボンエキスポの主催者の一角を占める

世界銀行（World Bank）は例年、「炭素市場

の現状と傾向」をこの会期中に発刊している。

■１．はじめに

� カーボンエキスポとは

カーボンエキスポとは年１回開催される、

カーボン業界最大の見本市兼コンファレンス

である。温室効果ガス排出削減プロジェクト

の組成、カーボンクレジットの創出とトレー

ディングなどの業界関係者が世界中からやっ

て来る。途上国・先進国、官・民、排出権買い

手・売り手、ほか立場もさまざまである（詳

しくは、本誌2010年８月号掲載の「カーボン

エキスポ2010参加報告」―弊社クリーン・エ

ネルギー・ファイナンス委員会 渡邉肇委員長

―を参照頂けるとありがたい）。

カーボンエキスポ2011参加報告
―欧州頼みの排出権市場
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今年は、“排出権市場が失速し縮小に転じた”

というヘッドラインで報道されたように、

2010年のCER等CDM発行市場の規模は、３年

連続で縮小し、2005年の京都議定書発効年

をも下回ったという。また、カーボン市場全

体のなかでEU-ETS（EUA）が占める比率が

圧倒的であることもハイライトした。この報

告書（世銀レポート）は、グローバルにカー

ボン市場を概観するのに重宝するが、京都期間

（京都議定書が定めた第一約束期間：2008年

～2012年）の黄昏を冒頭「Overview」から

語ったのである。本稿においても後に世銀

レポートを参照していく。

さて、京都期間半ばで黄昏であるのは、それ

に継ぐ第二約束期間（2013年～）が制度的に

見通せず、プロジェクトへの投資が手控え

られているためだろう。世界銀行が世銀レポ

ートで掲げた理由は次頁の通りである。それ

でも依然として日常的に、新たなCDM案件が

続々とValidation（有効性審査）に持ち込ま

れているのを目にするし、筆者はむしろカー

ボンエキスポで、“熱気”を感じた。筆者は

業務上、買い手に話しかけることが多いが、

買い手が売り物を探す意欲に満ちていたよう

に思った。他の出展者に昨年ケルン開催時と

の比較を尋ねても概ね一様に、昨年より全般

に活気があり、買い手がポジティブといった

答えだった。

� 欧州のフェーズⅢ（2013年～

2020年）

この欧州の空気はやはり、制度的に先進し

実績を積み上げてきたEU-ETSが生んだもの

であることは間違いない。京都期間が黄昏で

あっても、EU-ETSにとってはフェーズⅢ

（2013年～2020年）が控えており、そのルール

構築を済ませ、ますます先進度を高めている。

京都議定書の枠組みだけで考えると、

（図１）カーボン市場の推移（金額ベース）

（出所）「State and Trends of the Carbon Market 2010 - World Bank」Figure 1より三菱UFJモルガン・スタン
レー証券作成
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英知を結集して構築されたCDMの機能だ

が、買い手不足・不在によりこれが損なわれ、

温暖化ガス削減に貢献できないような事態は

望まれることではないだろう。

■３． 欧州の「事情」

こうした欧州の買い手の論理を補強する

のは、京都議定書の約束期間とは別にCERの

使い方を決めていることのほか、CERの需

要が実は、さほど強くないことがあるようだ。

� 京都クレジットの使い方

欧州では、2008年から2012年までをフェー

ズⅡ、2013年から2020年までをフェーズⅢと

している。これらは、2050年までの温暖化ガス

削減ロードマップ（80％～95％削減目標）の

途中部分としている。個々の企業が排出量

キャップを負い、要否に応じて欧州の排出枠

2013年以降の約束期間や制度運営が決まらな

い限り先々動けない。その点、欧州のEU-

ETS参加者は、京都議定書の排出権（CER

等）を利用して自らの削減目標に充当できる。

先々を予定できる買い手は欧州にのみ存在

する。となると、論理は欧州の需要家側のもの

となろう。筆者が伺ったある買い手は、最近の

ERPA（Emission Reductions Purchase

Agreement：排出権売買契約）では、京都

議定書排出権（CER）のEU-ETSにおける

eligibility（適格性・EUAと交換可能）がある

前提で当該排出権（CER）を購入し、EU-

ETSのルールが万一書き換えられ適格性を失

うと購入価格が下がる、あるいは購入義務から

買い手の購入オプション（権利）に切り替

わる、という条項が必須、とした。世銀レポ

ートでは昨年頃からみられる、とあった。

確かに、このeligibility条項が買い手自身

の防御のためには大切である。排出量削減の

実績として提出できるはずの排出権が、

“後出し”のルール変更により、不適格にな

るかもしれない。使用不可能な排出権に高額な

代金を支払わないよう（あるいは、買わない

よう）、リスクを売り手に転嫁するもので、

転嫁される売り手にとっては厳しい条件だ。

プロジェクト稼動後、CER発行に漕ぎ着け、

いよいよ販売代金を手にするかと思ったら、

思った売値にならない（あるいは買い手がい

ない）、などということになりかねない。場合

によってはCDMの追加性を無視するような

買い手の「防御体制」といえよう。

世銀レポート「排出権市場失速」の理由

✧政治的な利益を炭素市場に見出せず、キャ

ップ・アンド・トレードがいくつもの国で

導入されなかった。

✧京都議定書の後継について国家間合意がで

きないこともあり、キャップ・アンド・トレ

ードへの政治的な関心が薄れ、政府や公的

な関心が薄れた。

✧欧州での排出権取引偽造、盗難が、スポット

取引を停止させ、気候変動問題への対処

としてのキャップ・アンド・トレードの有効

性に疑問を生んだ。
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（EUA）の売買が可能であり、国連の排出権

（CER,ERU）を差し出してEUAと交換も

できる。

京都議定書は、その第一約束期間こそ2012年

に終了する（＝削減目標設定の終期）が、

CDMの排出権は2012年以降も続いて発行

される前提で、これを利用するものだ。

この点、我が国は京都議定書の削減目標の

枠組みで排出権を使用することを決めたが、

2013年以降については、削減目標が決まらな

い間は、排出権をどのように使用するかが

分からず極めて手がけにくい。京都議定書の

単純延長に反対の立場であるため（主要な排出

国が目標設定に依然不参加のままで、我が国

ばかりが削減義務を負うことに反対）、なお

さら削減目標設定は不透明で、排出権への取

組みを開始できない。

なお、欧州では2013年からは、次のタイプ

のCERが欧州域内の削減目標への充当使用

可能とされている。

―2012年末までに国連登録済のCER

―LDC（後開発国）ホストのCER

―欧州と二国間合意した国のCER

一方、2013年５月１日から使用不可となる

プロジェクトは、HFC23とN2Oガス破壊のプロ

ジェクトである。

（表）京都議定書の排出権需給見込み　2008-2012

＊：GISのトン数は各国が売却したいAAUの量。実際のところ、AAUは2012年までの期間中、100億トンの
余剰があるとされている。うち、ロシア連邦が半分、ウクライナが1/4、ポーランドが1/5を占める。

（出所）「State and Trends of the Carbon Market 2010 - World Bank」 Table 12より
三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成

先進国需要見込み

（百万トン）

国など
EU 1,065 GIS（公式目標＊） 1,500

政府（EU-15） 315 ウクライナ 500 －700
民間セクター（EU-ETS） 750 ロシア連邦 200

チェコ共和国 120
日本 300 その他EU10 600

日本政府 100
民間セクター 200

その他付属書B国 27 CDMとJI（共同実施） 1,366
政府 22 CDM 1,152
民間セクター 5 JI 214

合計 1,392
政府 437
民間セクター 955

供給見込み

（百万トン）
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� 京都クレジットの需給予想

欧州は現在、世界で最も進んだ排出権取引

制度を持ち、かつ、京都議定書の排出権の市

場としても最大の規模を持つ。世銀レポート

にある需給予想によりその状況をみてみよう

（前頁表：左側が需要見込みを示す）。

まず政府需要が全世界でおよそ437百万ト

ン（うち欧州72％、日本23％など）あるうち、

欧州の需要量総額は315百万トン。日本政府

需要は、100百万トンとみられている。

次に、民間セクターの需要は全体で955百万

トン。欧州のフェーズⅡ（2008年～2012年）は

1,280百万トン余剰（EUAの形などで残す）で

キャリーオーバーされる見込みであるが、

セクターによっては（主に電力）大幅な不足

を抱えている、と分析した。ここで、欧州で

はCERを早く使い、EUAを残す動きが盛ん

になっているようだ。もとよりEU-ETSのル

ールで、2012年以前のCER使用期限が2015年

までであり、EUAの場合はフェーズⅢ

（2013年～2020年）を通して使用できる。

しかも、CERが安く、2013年以降使用でき

なくなるCERがある（前述の工業ガス由来の

CER）なら、今のうちに使用する＝償却す

るインセンティブがある。世界銀行もこれを

考慮して、CERの需要予測を昨年比上積み

したと述べている。

また、５月17日に発表された2010年度の

▲カーボンエキスポ会場（出典：Carbon EXPOウェブサイトより抜粋（Primer Plano社撮影））
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EU-ETS排出実績によると、2008年から2010年

までの間に償却された排出権全体に対し、

CER/ERUが5.1％を占めたが、2010年度だけ

でみると、その比率は 7 . 1 ％に上り、

CER/ERUの償却が加速したことを示した。

EU - E T Sの参加者は、 1 6億トン分の

CER/ERUを契約済で、うち25％をHFCと

N2O破壊のプロジェクト由来が占めていると

いう。ここではなるべくCERを提出して

削減不足を埋め合わせ、EUAを余分にバン

キングする行動は理にかなう。

世銀レポートは欧州の民間需要として、フェ

ーズⅡでは750百万トンのCER/ERU使用を

見込んだ。上記のほかに、フェーズⅡからⅢ

への移行期が近づき、電力セクターの需要増の

可能性や（キャップのタイト化と入札の増加

を要因とするヘッジニーズや、ドイツの原発

方針変更、グローバルなエネルギー価格高騰、

など）、空運業界が新たにEU-ETSに組み込ま

れCERの需要が生じることを指摘した。

日本の民間セクターは、200百万トン程度の

需要。これに対し、400百万トン分が契約済

であるとしている。足元ではフォース・マ

ジュール的な事態が発生し、民間部門へのイ

ンパクトは分からないが、60から70百万トン

の需要増加となる見込みだ。その他、ニュー

ジーランド、スイス、米国　加州、オースト

ラリア（その他付属書B国）の民間部門需要は

▲ブースエリアでの商談（出典：Carbon EXPOウェブサイトより抜粋（Primer Plano社撮影））
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５百万トン程度。以上を合計し京都議定書の

排出権需要は13億9,200万トンと試算した。

一方、（表の右側は供給を示す）供給サイ

ドでは、CDMが11億5,200万トン。うち半分強

をHFCとN2O破壊プロジェクトが占める。

Crediting periodが登録申請日に遡って開始

されるルールとなった効果により、昨年時点に

比べて12％程度供給量を高めに予想したと

いう。これは登録申請後登録されるまでの

３～６か月分のCER発行量に相当する。他方、

今後、京都期間中の登録を目指して案件が集

中すれば、ボトルネックによる供給遅れが生

じる可能性も指摘される。JIから創出される

ERUの供給見込み214百万トンを加えて、

供給の合計は13億6,600万トンと試算。

こうしてみてくると、どうやら欧州需要家が

慌てて購入せねばならないような状況では

ないようだ。因みに、世銀レポートはこの需給

予想に続けて、CER/ERUの売買契約量に

対する実際の発行量を予測するなど前提を加

えて、残り需要は１億3,600万トンで、ほぼ

欧州政府部門が占める、とした。排出権では

世界で唯一活発な市場であるが、欧州全体では

概ね、特に民間セクターでは「間に合っている」

ため、需要の偏在が窺われる。

� 需要家のタイムフレーム

バルセロナでお話を伺った皆さんは購入に

積極的な姿勢で、良いものを選んでしっかり

買いたい意向のようだった。

ホスト国についての意見は様々だった。

eligibilityの中に包含される条件だから買う

ことに問題ない・気にしないという見方もあれ

ば、（余裕があるのか）買うなら途上国らしい

▲弊社ブース内にて
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国の案件を買いたいとする需要家もあった。

京都期間でもEU-ETSのフェーズにして

も、｢期末｣が近づいているために、需要家が

タイムフレームを重要視している様子がよく

分かった。たとえば、京都期間のCERを

True-up periodの終わりまで（2015年中ごろ）

に受け取れればよいので安く買いたい、との

希望に接した。政府系需要を匂わせる話であ

ったが、世銀レポートには、工業ガス系

CERを、ETSで使えなくなる2013年４月以

降、但しTrue-up period以内の引渡しで、

AAU並みの安い価格で求める政府系需要家の

話が記載されている。政府系の需要となると、

EU-ETSとは似て非なる京都議定書のタイム

フレームがあるので、これを機会に並べて

みておくことをお勧めしたい。どちらも

2012年までのいわば「決算」を行うが、EU-

ETSのスケジュールが、京都議定書の対象国

政府のそれより先に進む構造である（図２）。

京都期間が残り短いため、効率性を重視し

て2013年以降分創出排出権も「通し」で買い

たいという希望も聞いた。個別相対の契約書

（ERPA）について、初めての相手と詳細を

詰める交渉を行う時間がないため、これから

買うなら2013年以降も含めて買いたい、という

ことである。

あるいは、プロジェクト毎に異なる「クレ

ジッティング・ピリオドの終了時期まで」の

分を購入したいという声もある。京都期間中に

登録すれば、2020年のEU-ETSの第Ⅲフェー

ズ中にクレジッティング・ピリオドの更新

時期を迎えるものが多い。CDMの根幹である

「追加性」がCERの販売代金を必須として

いるため、契約を長くてもクレジッティング・

ピリオド内にすることで、義務的に購入継続

に追い込まれないよう予めリスク排除する

目的があるという。

別の需要家には、欧州フェーズⅡに間に合わ

ない分は買う義務なし、とする条件を唱えた

ケースもある。これはCERのビンテージ

ではなく、ある期日までに移転されたものだ

けを「つまむ」という購入条件だ。

欧州の需要家は2013年４月30日までに、フ

ェーズⅡ期間の償却を行う必要がある。排出

権が購入先からこの日以前に移転される

には、国連での発行時期が一か月前の2013年

３月、発行申請を遅くとも2012年の秋ごろま

でに行うだろう。2012年の前半くらいの削減

実績がフェーズⅡ期間に役立てられるが、そ

れ以降の削減実績分は、フェーズⅢにて使用

するほかはなく、必要ならフェーズⅡ用のク

レジットを即購入せざるをえないこともある

だろう。

一方で、2013年以前分のCER/ERUは、

フェーズⅡでの使用に間に合わなかったとし

ても、2015年の３月までの間であればフェーズ

ⅢのEUAと交換可能とされている。それでも

購入義務を不用意に負わない考え方（特定

期日までに移転されたものだけを買う）は、

欧州制度で生きるためのリスク抑制策という

ことだろう。
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■４．終わりに

カーボン市場においては、EU-ETSとその

参加者は支配的な力を持っている。本稿執筆

中の現在、欧州市場での排出権取引相場が安値

を探っている。欧州景気の先行き不透明感が

払拭されないなか、2013年以降分のEUA

放出が予定されるなどして、排出権価格の高め

維持による、削減インセンティブ持続に疑問符

がついたような状況だ。年初来ジワリと

相場を固めてきたのだが、直近の高値から

約25％下落した（BlueNext市場のCERスポッ

ト価格の推移をみると、４月４日の

EUR13.40が年初来高値（同13％高）。この後、

７月13日にはEUR10.03と約２年ぶりの安値

を付けた）。しばらくは相場の低迷が続く可能

性を指摘する声が多いようだ。

カーボンエキスポで筆者は熱気を感じたは

ずだったが、その約３週間後に、今回の下落

をみた。EUA価格は欧州のパフォーマン

ス・メーターである、との市場関係者コメン

（図２）京都議定書第一約束期間終了後とEU-ETSフェーズⅡからⅢへの移行

（出所）三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成

二国間合意した国のCER/ERU

（国際的合意がなされる場合）枠組合意を批准した国のCER/ERU

→2012 2013 2014 2015 2016→ 

京都期間終了 

31Dec2012

15Apr2014 期日未定 

京都議定書 

EU-ETS

2012年及び第一約束期間全体の排出量・ 
吸収量算定 

AAU, ERU, CERの移転可能（“追加期間”＝True-up periodの終わりまで） 

内容審査・調整（1 年以内）＋指定日から100日後 

（フェーズⅡ） 
償却期限 

フェーズⅡ 
終了 

国際的 
合意が 
ない場 
合 

31Dec2012 30Apr2013

31Mar2015

31Mar2015 2020年まで 

未使用京都クレジット（CER, ERU）のフェーズⅢEUA交換可能期間 

2013年以前分のCER/ERU

2013年以降分のLDC国のCER

2013年以前に登録・2013年以降分のCER・ERU
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トが報じられていたが、確かに、欧州連合は

色々な面で厳しい局面にある。

今後、いくつかの国で排出権取引の開始が

見込まれており、各地で取引活性化を期待し

たい。だが、当面は、欧州市場頼みである。

本稿でみたように、需要が多いわけでは決して

ない上、買い手が限られる可能性もある。

グローバルにはまとまりにくい温暖化ガス対

策だが、欧州はこれほど難しい問題でもまと

まって取り組んで、世界をリードしている。

そうした力が現下の難しい局面を乗り越える

力にもなるように望む。

我が社はCDMの事業にファイナンスを提

供するために、排出権市場での売買に関わって

いるのだが、バルセロナで面談できた欧州の

需要家の皆さんにはニーズがあったわけで、

需要家の意向を直に聞く機会の重要性を再認

識するとともに、それをまとめて可能にする

カーボンエキスポへの出展メリットを改めて

感じた。

（2012年のカーボンエキスポ（第９回）は、

５月30日から６月１日の間、ドイツ・ケルン

で開催される。参照ウェブページは

http://www.carbonexpo.com）
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