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「モノ」のように見えるかもしれません。し

かし、途上国から見るとこれは一種のファイ

ナンスです。途上国の経済発展に寄与するプ

ロジェクトでかつきちんと温室効果ガスが削

減できる場合には、その削減に経済的価値を

認める先進国の買い手がお金を出します。即

ち、これは途上国の人たちから見ると、プロ

ジェクトに対する資金調達手段です。資金調

達に我々金融機関が関与することは不自然で

はないと思います」と。

当社が2001年２月に当時の東京三菱証券で

クリーン・エネルギー・ファイナンス委員会

（以下、CEF）を立ち上げて来年で10年にな

る。立ち上げ時の問題意識はまさしく今述べ

たようなことにあった。会社として社会貢献

に結びつく活動を開始したいという当時の議

論の中で、「本業を通じた活動でなければ長

続きしない」「対象も長期的にサポートし続

けることに値するものが望ましい」といった

話から「環境」「金融」「途上国」等のキーワ

■１．クリーン・エネルギー・
ファイナンス委員会の
ミッション

「証券会社なのに何故、排出権を創出する

CDMコンサルティングをやっているのです

か」という質問を受けることがある。途上国

における温室効果ガス削減をクレジット化し

た排出権はその性格からしても、またそもそ

もの機能・役割からしても、通常の運用のた

めの金融商品とはかなり違うため、疑問を持

たれるようだ。そこで、私はこう答えること

にしている。「排出権は先進国から見ると
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ードに絞り込まれていった経緯がある。一方、

1997年の京都議定書の採択以来、地球温暖化

に対する認識が世界的に高まる中で、当時は

まだ議定書が発効される前ではあったが（ご

存知の通り、2004年にロシア連邦が批准し、

最終的に発効は2005年２月となった。）、京都

メカニズム、とりわけ途上国の経済発展に寄

与するプロジェクトから排出権を生み出すと

いうCDMの仕組みは、CEFの問題意識にぴ

ったりと合致するものであった。こうして

「本業の金融機能を生かして途上国の経済発

展と地球の環境問題に寄与する」という

CEFのミッションにマッチする仕組みとし

てCDMに出会って以来、今日に至るまで、

当社はCDMおよびJIのコンサルタントを続

けている。当社にとって排出権はミッション

実現の手段であり、所与のものではない。

金融機関は仲介者であり、当社も例外では

ない。途上国の事業者の立場に立って資金調

達のための排出権を創出しても、それが最終

的に売れなければ資金は手に入らない。従っ

て、通常証券会社にとって投資家と発行体の

両方がお客様であるように、排出権のマーケ

ットにおいても事業者と同時に排出権の買い

手もお客様である。当社も2007年10月に、金

融商品取引法の施行や銀行法施行規則の改正

を受けて、それまでのコンサルティング業務

に加え、売買・媒介業務に進出した。しかし

ながら、敢えて語弊を恐れずに言えば、この

分野において当社はやや「偏った」金融機関

である。それは、途上国の資金調達をより重

視し、買い手に対する排出権の供給を資金調

達の手段と考えているからである。また、当

社のこうしたスタイルが買い手のお客様にと

っても価値があると固く信じている。

こうした考え方の下、アジアを中心に排出

権プロジェクトが盛んに行われている主要な

途上国９か国において、現地在住の当社専任

コンサルタントと連携し、現在100件を超す

案件のコンサルティングを手がけている。東

京のコンサルタントと合わせて、全体で約50

名の体制である。100件のうち、約40件は国

連登録済み、さらに約40件が国連手続開始段

階にまで進んでいる。また、案件のベースに

なる方法論も７件開発した。以下では、途上

国各国におけるCDMプロジェクトのうち、

当社の特徴的な取組みを、具体例を通じて紹

介したい（以下の各具体例は、当社のコンサ

ルタント（注）に執筆協力を得たものである）。

■２．各地域での具体例

現在のCDMの枠組みの中では、件数ベー

スでは主に水力発電や風力発電などの再生可

能エネルギーやメタンガス回収、省エネとい

ったプロジェクトが太宗を占めている。当社

は、設立当初より温室効果ガスの削減のみな

らず、環境貢献、社会貢献度の高い案件を支

援することにより途上国の持続可能な発展に

（注）執筆協力者：中村 仁志、志村 幸美、石井 晶子、

清水 龍哉
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貢献することをミッションとし、様々な分野

において先駆的な取組みを続けている。以下

では、その代表例として、吸収源CDMであ

る「植林CDM」、複数の温室効果ガス削減事

業を纏めて１つのプロジェクトとする「プロ

グラムCDM」、交通分野を対象とする「交通

CDM」について紹介する。

� 植林CDM（パラグアイ）

植林CDMでは、プロジェクトによって植

林された樹木が吸収するであろうCO2量に基

づいて排出権が発行されることが、今まで放

置されてきた荒廃地へ植林することへのイン

センティブとなり、植林活動が促進されるこ

とが期待される。

当社が手掛けた植林CDMの具体的な案件

として、国際農林水産業研究センター（以下、

JIRCAS）が実施し、2009年９月６日に国連

に登録された「パラグアイ国パラグアリ県低

所得コミュニティ耕地・草地再植林事業」が

挙げられる。本事業において当社はCDMコ

ンサルタントとして協力しており、国連登録

手続きに必要となるプロジェクト設計書

（PDD）の作成等、一連の手続きのアドバイ

スを行ってきた。

本事業は、農村開発事業の一環として、

167戸の参加農家が提供する土壌劣化の進ん

だ耕地および草地215haに２種のユーカリお

よびグレビレアを植林し、用材の販売や薪材

確保、ユーカリを対象とする養蜂などによる

所得の向上、土壌浸食防止、アグロフォレス

トリーの定着、温室効果ガスの吸収を図るも

のである。前述のCDMの仕組みを農村開発

事業に導入することにより、排出権を活用し

た持続可能な農村開発を目指すものであり、

本案件のような環境・社会的便益の大きい事

業にCDMが活用され、その普及に役立つこ

とは理想的とも言える。しかしながら、この

シナリオの実現には多くの課題が存在し、

JIRCASのような調査体制の整った機関の尽

力なしには成り立たないと考えている。

なお、一括りに「植林」といってもその目

的は様々であり、材木利用のための産業植林

や水源育成、土壌保全のための環境植林、ま

た、コミュニティ・フォレストリー、アグロ

フォレストリーを取り入れた社会林業などが

ある。そして同じ本数の木を植え、同量のCO2

を吸収したとしても、その環境への影響は

様々であり、植林が必ずしも環境に良いわけ

ではない。植える土地や樹種、植え方によって

は逆に生態系に悪影響を与える場合もある。

現在、61件の植林案件がCDMとして国連

に提出され、そのうち15件が登録されている。

その多くは環境植林、社会林業を目的として

掲げている。通常の産業植林は、いずれ伐採

してしまうからか、追加性が論証できないか

らか、あるいはその両方の理由でCDMとし

ての実施例は少ない。

一方、環境植林、社会林業にCDMを活用

することは、通常収益が見込まれない事業に

おいて、排出権がその投資回収、事業継続のた

めの資金調達、参加住民への収入増加などへ
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の貢献が期待される。現在では、このようなタ

イプの植林CDMの実施者は国際機関、NGO、

ホスト国（当該途上国）政府が中心である。

そうした中でCDM全体に占める植林CDM

の割合が少ない（登録済み案件中0.7％）理

由として、例えば環境植林や社会林業の場合、

大規模な単一植林と異なり複数樹種の管理、

住民参加、植林サイトの地権問題、参加者間

の収益分配、クレジットの非永続性（クレジ

ットの効力が次の約束期間に失効する）など

の難しい要素があり、現在の厳しいCDMの

ルールに則って行うことは非常に難しい。

CDMの手続き上、吸収量算出に必要な樹

木のデータはもちろんのこと、土地の所有権

の証明、小規模プロジェクトにおいては低所

得者層が事業に参加していることの証明が必

要とされる。そのため、時間だけではなくデ

ータ収集・検証のための費用もかかる。さら

に、最長60年というクレジット期間中、方法

論に基づいたモニタリング方法に従ってモニ

タリングを実施していかなければ排出権は発

行されない。

こうした国連のルールは温室効果ガスを確

実に削減し、排出権発行の公平性を保つため

には必要であろうが、環境・社会便益の大き

い植林事業の実施を促進するという観点では

その期待とルールの間に存在するギャップが

大きいのが現状である。

途上国に便益をもたらすことが期待できる植林CDM
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ポスト京都の枠組みにおいて植林CDMを

気候変動対策の一つとして有効に継続してい

くためには、こうしたルールの実用可能なレ

ベルまでの簡素化、環境・社会便益の高い事

業へのインセンティブと差別化を実現するこ

とが鍵となると考える。

� プログラムCDM（ベトナム）

従来型のCDMでは、個別の温室効果ガス

削減事業を個々のCDMプロジェクトとして

国連へ登録し、温室効果ガス削減クレジット

（排出権）を創出するものであるが、「プログ

ラムCDM」とは、温室効果ガス削減をもた

らす制度（プログラム）の導入および具体的

な普及・促進策を実施する「プログラム」全

体をひとつのCDM案件として登録していく

仕組みである。

ここで言う「プログラム」とは、企業又は

公的主体が自主的かつ調整して実施する、政

策・措置又は目標設定による活動を指し、こ

うした活動の下で実施されるCDMプログラ

ム活動の数には制限はない。また、国や自治体

による政策の枠に限定されることもなく、温

室効果ガス削減が見込める事業の普及プログ

ラムにも適用可能となっているため、政府機

関に加えて、自発的に温室効果ガス削減の普

及プログラムを実施する民間団体や企業も、

独自の事業をCDM化することが可能である。

プログラムCDM導入により排出権取得と

いう新しい金銭的なインセンティブを付与し

たり、法令順守を促進することや排出削減規

模の小さい個々のプロジェクトをプログラム

により統合することで、これまでCDM化が

進んでいなかった省エネプロジェクトが活性

化されることが期待されている。

また、企業にとっては、資金の関係で一度

に実施することが困難な海外工場や営業所の

エネルギー効率推進事業をプログラム化し、

多年度にわたって事業を実施し、積上式に排

出権を取得していけるメリットがある。

当社が携わった具体的な案件の例として、

ベトナムにおける太陽熱温水器設置事業が挙

げられる。

ベトナムにおけるプロジェクトは、ホーチ

ミン省エネセンターが太陽熱温水器の購入者

に対して補助金を給付することにより、太陽

熱温水器の普及を促進するものである。

ベトナムでは、経済の発展とともに電力需

要が急増しているため、家庭での電力消費量

の削減を目指しており、本プロジェクトでは、

１年を通じて十分な日照時間が期待できるベ

トナム南部地域を対象とし、導入される太陽

熱温水器は自然循環型で、太陽熱以外のエネ

ルギーを必要としない100％再生可能エネル

ギー利用の温水器を用いている。既に、パイ

ロットプロジェクトとして補助金の給付は開

始されており、2008年には合計500台の太陽

熱温水器を導入した。本パイロットプロジェ

クトの効果と便益を評価した上で、2012年ま

での５年間で合計22,000台の太陽熱温水器を

導入していく計画であり、現時点での本プロ

グラムCDMでの温室効果ガス削減予定量は
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年間約2,500tCO2と小さいものの、日本企業

が高い優位性を持つヒートポンプなどの高効

率機器の海外マーケットへの普及を促進する

スキームの一つの事例として注目される。

なお、このように多くの参加者を巻き込む

という効果が期待されるものの、2010年６月

現在、登録済みのCDM案件が2,200件以上あ

る中で、プログラムCDMの登録済みプロジ

ェクトはわずか３件のみという状況である。

従来型のCDMと異なり、農家や都市の住

民、交通機関など、従来とは全く異なるタイ

プのプロジェクト参加者を多く巻き込むこと

ができるという高い期待に反してあまり活用

されていない主な要因として、手続きは整備

されているものの、実際の政策に基づいたプ

ログラムや事業への適用が難しいからという

指摘がある。これは、プログラムCDMの手

続きがあくまでも個々の案件に対するルール

を基盤としていることに起因している。例え

ば、プログラムCDMは一つのプログラム活

動（PoA）にCDM活動（CPA）を追加しな

がら最大で28年間排出権の発行申請を行うこ

とができるが、管理者はその期間、方法論の

改定を把握し、それに伴う継続的な対応を余

儀なくされるなど、運用管理が容易ではない

（PoA概念図参照）。

従来型のCDM以上に多くの課題を有して

いるプログラムCDMではあるが、都市全体

や国全体といった幅広い参加者が参加し、巨

額な投資を必要とせず、活動が拡大すれば削

減効果の大きいスキームでもあるため、事例

の積上げにより手続きの平準化・実用化が進

んでいくことが期待される。

ベトナムの幼稚園の屋根に設置された太陽熱温水器
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� 交通CDM

（フィリピン、マレーシア）

交通分野が排出するCO2排出量は世界全体

の４分の１を占めるものの、CDMプロジェ

クトにより削減される温室効果ガス排出量の

うち、交通分野のプロジェクトによる削減量

はわずか1,100分の１である。

実際、2010年６月現在、CDM理事会にお

ける交通分野の登録済みプロジェクトは、わ

ずか３件のみ（通常規模方法論「バス短時間

乗り換えプロジェクトのための方法論」

（AM0031）を適用したコロンビア・ボゴタ

のBRT（Bus Rapid Transit）、小規模方法論

「低GHG排出車両による排出削減」を適用し

たインド・デリーの地下鉄に電力回生ブレー

キを導入した案件と「公共輸送手段としての

ケーブルカー利用」を適用したコロンビアに

おける案件）である。

登録済み案件が少ない理由としては、実際

のプロジェクトに対し、CDMの手続き・ル

ールが複雑で、CDMに適用させる条件が限

定的であることが考えられるが、その課題の

克服はいたって困難な状況にある。

例えば、当社は2007年よりフィリピン・マ

ニラ市におけるジープニーのエンジン交換を

行うプロジェクトを手掛けており、同プロジ

ェクトが交通分野に該当するものであるが、

CDMルールの一つである「プロジェクト導

入前後のサービスレベル維持」という問題に

直面した。ジープニーとは、乗り合いタクシ

ーのようなもので、規定のバス路線とは異な

CPA：CDM活動 

CPA

CPA

プログラム活動 
（PoA） 

CPA

CPA

CPA

CPA

CPA

CPA

CPA

CPA

CPA

PoA概念図



月
刊資本市場　2010．７（No. 299） 43

り、経路や運行時間が固定されていない。

このため同ルールへの適用が難しく、プロジ

ェクト前後のサービスレベルの維持を立証す

るため、プロジェクト対象車両を運行ルート

が特定できる路線に特化するなど、CDM化

に伴う枠組構成の検討を余儀なくされた。

経済発展の著しい途上国においては、その

大都市において激しい交通渋滞に苦しむケー

スが多く、地下鉄等の鉄道整備、ノンストッ

プ自動料金徴収システム（ETC）の導入等、

交通インフラ整備事業を行う上で、CDMプ

ロジェクトによる排出権から得られる金銭的

なインセンティブは、他の分野のCDM同様、

非常に有効な手段である。

上述の通り、登録済み案件は少ないものの、

同分野のプロジェクトに対し門戸が閉ざされ

ているわけではなく、約30件前後のプロジェ

クトが進行中（UNFCCC公開ベース）であ

り、多くの事業者がCDMを活用した交通分

野のプロジェクトの推進に期待している。当

社も、マレーシアにおけるトラック燃費改善

プロジェクトに係る調査をはじめ、同分野の

CDM化促進を目指している。

いずれにせよ、交通分野のCDMは温室効

果ガス削減効果が大きく、かつホスト国にお

ける大気汚染や交通渋滞の解消、輸送円滑化

などによる経済発展への寄与等、多様なベネ

フィットをもたらすものであり、その対応は

不可避である。本稿で述べた課題克服に向け

て、今後とも、事例の積上げによる手続き等

の平準化・実用化の促進、および新たな制度

的枠組みの構築に取り組み、交通CDMの発

展に寄与していきたい。

フィリピン・マニラ市におけるジープニー
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■３．CDMの将来と当社の
これからの取組み

気候変動に対する国際的枠組みを定めた京

都議定書の有効期限は2012年末である。残さ

れた時間は限られているが、2012年以降の枠

組みを巡る国際間交渉やそれに密接に関連す

る各国国内における対応についての議論の先

行きは、現状極めて不透明であると言わざる

を得ない。COP15と呼ばれた昨年12月のコ

ペンハーゲンにおける国際会議は大いに注目

を集めマスコミでも熱心に取り上げられた

が、残念ながらその不透明感は払拭できなか

った。CDMは京都議定書の一部であり全体

の枠組みが変化する中でCDMも変わってい

くのか、それともこれまでに多くの人々から

評価されたその有効性を踏まえて従来通りの

仕組みが続くのか、さらにはCDMとは別の

形の排出権の仕組みを作るべきなのか等々、

CDMについても様々な議論が本格化してき

た。当社としてはこれまでの個々のプロジェ

クトにおける現場での経験を生かし、生産的

な形で議論に参加し、意義のある提言をして

いきたいと考えている。例えば、国連におけ

る審査プロセスの効率性・透明性・整合性、

Validationと呼ばれる有効化審査プロセスに

おける第三者審査人（Validator）のあり方

などは見直すべきであると考えている。

一方、本稿の冒頭で述べたCEFの設立時

の問題意識に立ち戻り、CDMの資金調達手

段あるいは途上国の経済発展のための手段と

しての長所と短所についてより理解を深め、

今後の当社の役割と方向を考える時期に来て

いるとも思っている。途上国の温室効果ガス

削減プロジェクトの資金調達にとって、排出

権とともに他に何があればより効果的、効率

的にその目的が達成できるのだろうか。例え

ば、従来別々に手配されることの多かった

CDMプロセスと他の手段による資金調達を

有機的に関連付けて取り組むことで、資金提

供者や排出権購入者から見たリスク分散やコ

スト低減を図り、より多くの案件を実現する

可能性を追求していきたいと考えている。ま

た、多くの場で喧伝されてきた割には、実際

にはあまり実現してこなかった先進国からの

技術移転についても、そうした観点に注目し

てCDMを進めてみたい。CDMの強みはまず

第一番に、排出削減という一般的には取り扱

いにくい経済的価値を、計測（measurable）、

報告（reportable）、検証（verifiable）でき

る仕組みであるということである。この強み

をどのように生かしていくかが重要である。

気候変動問題は人類全体にとっての大きな

課題である。それに取り組むプロジェクトに

資金ニーズがある限り、当社のビジネスチャ

ンスは存在し続けると信じている。
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