
1 

 

ウェビナー傍聴レポート 

CMM-WG –I4C ワークショップ：パリ協定 6条の方法論アプローチの設計における機会と課題-ステーク

ホルダーの見解を聞く 

(CMM-WG –I4C Workshop: Opportunities and challenges in designing Article 6 

methodological approaches – eliciting stakeholder perspectives) 

 

（一社）海外環境協力センター（OECC） 

 

 タイトル: CMM-WG –I4C Workshop: Opportunities and challenges in designing Article 6 

methodological approaches – eliciting stakeholder perspectives 

 日時: 2021 年 5月 26 日（水）12:00–12:50 JST 

 主催 : Perspectives Climate Research gGmbH (Carbon Market Mechanisms Working 

Group: CMM-WG) 

 スピーカー: Axel Michaelowa, Perspectives Climate Research/ University of Zurich; Thomas 

Forth, BMU; Nils Westling, Swedish Energy Agency; Kazuhisa Koakutsu, Ministry of the 

Environment, Japan; Hanna-Mari Ahonen, Perspectives Climate Group 

 参加者数: 数十名程度 

 概要:  

本ウェビナーは、Perspectives が中心となり運営する Carbon Market Mechanisms Working 

Group (CMM-WG)が主催し、市場メカニズムの専門家及び政府関係者によりパリ協定の原則に

適合したパリ協定 6条における方法論の運用化について議論が行われた。本ウェビナー開催の背景

として、パリ協定の目標を達成するために必要な野心レベルを保つと同時に「共通だが差異ある責

任」の考慮と民間セクターの関与を促進しながら、どのようにベースラインの設定及び追加性の実証

を行うかが重要課題となっている。 

まずドイツ環境省より、京都議定書からパリ協定への移行により、6 条取組におけるホスト国の役割

の重要性が増し、ホスト国がより戦略的に 6 条取組を活用する必要性やそのための課題が紹介さ

れた。次にパリ協定 6条取組の具体事例として、スウェーデンエネルギー機関（SEA）によるパイロッ

ト事業のコンセプト及び日本政府による二国間クレジット制度（JCM）の具体的な実施状況が共

有された。特に JCM については、方法論において BAU より保守的にベースライン（リファレンス排出）

を設定する具体的な方法が紹介された。また、CMM-WG におけるベースライン設定に関する研究

の紹介と、その内容に関する議論が行われ、特に NDC 及びパリ協定の長期的なカーボンニュートラ

ル目標にベースラインを適合していくことの必要性や課題について言及された。 

 

 開会挨拶 [Axel Michaelowa, Perspectives Climate Research/ University of Zurich] 

[CMM-WGの概要] 

 Carbon Market Mechanisms Working Group (CMM-WG)は、CDM に関する PoA Working 

Group が元になっており、パリ協定の採択に伴って発足（2019 年 6 月）した。これまで会合及び
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ワークショップを行いながら、ウェブサイトを設置し、複数の報告書を発行・掲載している。 

[方法論に関わる論点] 

 方法論は追加性テストとベースライン設定の 2 点に関わるものであり、炭素市場の十全性にとって

重要である。この 2 点により、対象となる取組が決定され、削減に対するクレジット発行量とクレジッ

トとして発行されずにホスト国で保有される削減量に影響する。 

 過去 15 年間の京都メカニズムにおける経験を活かしながら、パリ協定の文脈に適合することが必要

である。最も重要なのは、方法論をまず各国の NDC 削減目標に対応させること、更には長期的な

1.5℃目標への対応も課題となる。また、緩和施策のスケールアップ及び近年活発な炭素除去に対

して新たな方法論の開発が必要である。 

 様々な 6 条パイロット事業（SEA、JCM、KLIK、TCAF）が実施される中で、パリ協定下での方法

論の開発についての教訓が得られており、本ウェビナーで共有・議論したい。 

 

 発表：The impact of the Paris Agreement paradigm shift on strategic engagement 

of host countries in Article 6 [Thomas Forth, BMU] 

[炭素市場のパラダイムシフト] 

 パリ協定 6 条は、京都議定書の京都メカニズム（柔軟性メカニズム）における排出削減コストを節

約するための「柔軟性」とは異なる目的を備えている。 

 パリ協定を厳格に解釈すれば、6条 1項では、柔軟性の前に野心の向上が求められ、クレジッ

ト購入国の NDC目標に対して追加的な取組が対象となる。 

 （パリ協定 4 条に規定されている）今世紀後半に GHG の排出と除去とのバランスを取るとい

う長期目標（LTG）について、多くの国及び企業がカーボンニュートラル目標を掲げ、議論が

進展している。 

 カーボンニュートラル達成に向け、時間経過に伴いオフセットする排出量が減少していく中、何が古

典的なオフセットの対象として残るのか、炭素市場がカーボンニュートラル達成にどのように活用され

るか、について考える必要がある。 

[ホスト国の 6条取組への関与と課題] 

 京都メカニズムにおいては、多くの事業はホスト国の政策との関連性は低く、CDM を戦略的に位置

付けて活用したホスト国は一部のみだった。 

 パリ協定においてはホスト国の役割はより大きくなるが、様々な課題がある：6 条ルールの決定の遅

延、クレジット購入国からの需要の不透明さ、6 条パイロット事業の少なさ、定量化可能な政策の

欠如と NDC達成の不確実性、これら問題に対処するためのキャパシティとリソースの不足。 

 ホスト国が課題を乗り越えるために必要な取組 

 NDC に根差した 6 条取組の戦略を検討し、容易に実施できる活動（low hanging fruit）

については国内施策により対応しながら、ニーズに即した 6条の協力活動の提示 

 標準化ベースラインや利用可能な最良の技術（BAT）アプローチの活用 

 資金及び経済面において公平で根拠のある ITMO価格の構築 

 また、金融機関及び国際社会が削減成果ベースの投資取組に 6 条を活用すること、国際交渉に

https://www.perspectives.cc/wg/carbon-market-mechanisms-working-group/#:~:text=The%20CMM%2DWG%20focuses%20on,among%20key%20carbon%20market%20stakeholders.
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おいて既存の CDM事業をNDCの国内施策に貢献するものではなく新たに 6条の取組として再認

証すること、ホスト国の 6 条取組への能力向上を図ること、が必要である。 

 

 発表：Priorities in and lessons from Swedish pilot activities -methodological gaps 

and operationalization challenges [Nils Westling, Swedish Energy Agency] 

[SEAのパリ協定 6条への取組] 

 スウェーデンエネルギー機関（SEA）は、政府機関としてパリ協定 6 条における二国間協定による

協力活動の検討を行っている。複数のホスト国において可能性のあるパイプラインプロジェクトに取り

組んでおり、その一環として、現在 6 つの企業／コンソーシアムが緩和活動の開発を行っている。 

 環境十全性と持続可能な開発が最優先であり、それらが確保される限り、方法論を含む事業者の

取組やアイディアに対してはオープンかつ柔軟な姿勢である。 

 新たな枠組みを開発するのではなく、既存の手法・ツールを活用しながら、パリ協定に合わせて修正

を加え、課題に対処していく方針であり、昨年はコンサルタントに依頼し、CDM における手法をパリ

協定下に移行させることをテーマとした報告書を作成した。 

 SEA の緩和活動計画書（MADD）の要件 

 方法論フレームワーク：ベースラインシナリオ、追加性の実証（NDC と投資の観点）、削減

量の定量化、MRV、持続可能な開発への貢献（コベネフィット）、クレジット帰属先の分析 

 実現可能性調査：ステークホルダー参加の戦略、リスク分析・ネガティブインパクト評価、コスト

ベースの価格分析、ビジネスモデル、現地の規制要件、技術的実現可能性、など。 

[方法論に関する課題] 

 ホスト国のコンテクスト：NDC に適合したベースライン設定を行うには様々な課題がある。例え

ば、NDC 更新の有無、不明確な条件付き及び条件なし目標の扱いについて議論をしている。

また、ホスト国の NDC以外の政策や取組への考慮も必要である。 

 持続可能な開発：一つの方法論の中で持続可能な開発に関するコベネフィットを扱うか、分

離独立した方法論を策定するか、について検討が必要である。 

 ブレンドファイナンス：異なる資金源を用いたブレンドファイナンスにおけるクレジット帰属先につ

いて整理する必要がある。 

 

 発表：Tailoring activities and methodologies through bilateral cooperation -

lessons from the JCM [Kazuhisa Koakutsu, Ministry of the Environment, Japan] 

 パリ協定 6 条及びその設計は、野心強化において重要であり、方法論の設計は野心強化を実現

するための一つの重要な手段だと考えている。具体的には、BAUよりも保守的なベースラインの設定

を原則とすることであり、その仕組みと事例を共有したい。 

[JCMの実施状況] 

 JCMは 6条パイロット取組として紹介されているが、二国間協定に基づく実際の投資を通じたプロジ

ェクトが多く実施されており、既に実際の 6 条 2 項の取組として運用している。現在までに、90 の方

法論、66 のプロジェクトが承認されている。 
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[JCMのベースラインアプローチ] 

 ベースラインとして BAU よりも保守的な「リファレンス排出」を設定している。プロジェクト事業者や方

法論提案者は BAU、リファレンス排出量、排出削減の実証が求められる。 

 リファレンス排出に対してクレジットを創出することで、クレジット化されないネット排出削減が生まれ、

この削減量はホスト国のベネフィットとなる。 

 ベースライン設定方法には 3 つのタイプがある。3 つは類似しているが、設備やプロジェクトの性能に

基づき評価を行うことを目指している。 

 利用可能な最良の技術（BAT）アプローチ：タイの高効率冷凍機の方法論では、BAU及び

リファレンス排出量の特定のためにタイ市場におけるターボ冷凍機の成績係数（COP）につい

て市場調査が実施された。同一カテゴリーの中で最も低い COP5.5を BAU として設定し、最も

高い COP5.69をリファレンス排出として設定した。これにより、COP5.69よりも高効率な冷凍機

のみがプロジェクトに適用可能となっている。 

 性能アプローチ：モンゴルの太陽光発電（系統電力の代替）の方法論では、通常の系統

電力排出係数 1.154tCO2/MWh を BAU として設定し、最も高効率な石炭火力発電所の

排出係数 0.797tCO2/MWh をリファレンス排出として設定した。 

 ベンチマークアプローチ：モンゴルの太陽光発電の方法論（自家発電電力の代替）では、現

時点で技術的に実現していないディーゼル発電機の発電効率 49%をリファレンス排出として設

定した。 

 方法論において BAU より低いリファレンス排出を設定するという原則を設けることで、より野心

的な設備導入の促進が可能である。このコンセプトは、現在の 6条実施指針のドラフト文書に

も記載されており、将来的には 6 条 4 項メカニズムにおいても活用可能と考える。 

 

 発 表 ： Setting crediting baselines under Article 6 -summarizing CMM-WG 

discussions [Hanna-Mari Ahonen, Perspectives Climate Group] 

[6条ベースライン設定の主要素] 

 保守性：先に紹介された JCM のアプローチは保守性を増大する手法としての好事例である。 

 パリ協定の長期目標及び NDC への適合性：NDC に加えて、既存施策及び計画されている施策

の考慮が重要との意見もある。 

 頻繁なもしくは定期的なベースラインの更新／動的（ダイナミック）ベースライン1：：主要なパラメー

タをロバストな事前推定と事後検証によって算定する。 

 ベースライン及びクレジット発行の有効期間：NDC実施のタイムフレームとの一貫性が必要である。 

                                                      
1動的（ダイナミック）ベースラインのコンセプトは「JIKO： Policy： Paper：No.01/2020:：Reconciling： Pretensions： and：Reality：

-The：Situation-Ambition：Approach： for：Dynamic： Baselines： under： Article： 6.4」で提案され、同ポリシーペーパーを紹介

したウェビナー「Reflecting： the：Dynamics： -Baseline： setting： under： a： future：Art.： 6.4：mechanism-： (2020 年 5月 1

9 日)」の傍聴メモ（日本語）は炭素市場エクスプレスにて閲覧可能。また、本ウェビナーのモデレータである Axel：Michaelowa 氏執

筆の同コンセプトに関するワーキングペーパー「CIS：Working： Paper：No.107:： Towards： net： zero:：Dynamic： baselines： for：

international：market：mechanisms： (March：2021)」が発行されている。 

https://www.carbon-mechanisms.de/fileadmin/media/dokumente/Publikationen/Policy_Paper/PP_2020_01_Reconciling_bf.pdf
https://www.carbon-mechanisms.de/fileadmin/media/dokumente/Publikationen/Policy_Paper/PP_2020_01_Reconciling_bf.pdf
https://www.carbon-markets.go.jp/wp-content/uploads/2020/05/0519_PA6.4Baseline_webinar_report_0526.pdf
https://www.carbon-markets.go.jp/wp-content/uploads/2020/05/0519_PA6.4Baseline_webinar_report_0526.pdf
https://www.perspectives.cc/fileadmin/user_upload/Michaelowa_et_al.__2021__Dynamic_baselines_CIS_WP_107.pdf
https://www.perspectives.cc/fileadmin/user_upload/Michaelowa_et_al.__2021__Dynamic_baselines_CIS_WP_107.pdf
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 高品質データ及び透明性：ベースライン設定において常に重要である。 

[CMM-WGでの議論からの洞察] 

 実施中の 6条パイロット取組における課題から多くの教訓を学ぶことが可能である。 

 ベースラインの正確性（動的アプローチ、事後的なパラメータの定量化及び頻繁な更新により

担保される）と投資保証（予測可能性、安定性により保障される）の間にトレードオフが存

在する。 

 ホスト国のNDCに詳細情報が不足しており、NDCに基づくベースライン設定が困難である。な

お、NDC 実施計画などの他の政策文書も活用できる可能性がある。 

 NDCがパリ協定の長期目標に適合しているかどうかは大きな問題である。 

 専門家らは、ベースライン設定には「交渉帯域（Negotiation bandwidth）」があることを特定し

た。（メモ作成者注：ベースライン設定はある程度において交渉ごとであるということ）このことは、

先の JCMの事例からも良く見て取れる。 

 ホットエアを回避しながら緩和の促進を可能にするようなベースラインの厳格性の帯域があると

考えられ、この幅は「BAU 以下」が最低要件であり、利用可能な最良の技術（BAT）が最も

厳格な要件である。 

 また、ベースラインの厳格性レベルとは、コスト効率と長期的な（脱炭素社会への）変革に対

するインセンティブのバランスを見ながら行われる政策の選択と同義であると考えられる。 

 方法論の開発にはリーダーシップ、投資及び国際的な監視が必要である。 

 公的機関は、ベースライン設定の「交渉」、NDC とベースライン設定の関連性の検討及び方法

論の開発・承認のための専門家グループの設置、において主要な役割を担う。 

 ホスト国では必要なキャパシティの不足または情報の非対称性が存在しており、6 条取組の総

合的な影響に対する国際的な監視が役立つ。 

 民間セクターの役割とボトムアップによるベースライン設定のあり方は不明瞭だが、トップダウンか

ボトムダウンかの二元論ではなく、両方を組み合わせた方法も想定される。 

 ホスト国がNDCにおいてリアルな削減を求めているとすれば、確実なNDC達成を目的として、厳格

なベースライン設定に関心を持っている。一方、厳格なベースライン設定によりクレジット発行量が減

少すれば、ITMO価格を引き上げることによる経済的インセンティブが求められる場合も想定される。 

 今後 10 年間で大規模な緩和取組を実現することが必須であり、ベースライン設定におけるイノベー

ションは必要な規模とスピードによる変革を促進するために必要である。このイノベーションは、試行

錯誤と既存アプローチを並行して実施することで実現する。 

 

 ディスカッション 

Q1 (Axel Michaelowa)：我々は「CIS Working Paper No.107: Towards net zero: Dynamic 

baselines for international market mechanisms (March 2021)」において、「野心係数（Ambition 

coefficient）」というコンセプトを用い、方法論をパリ協定の長期目標に適合させることを検討した。もし、

このペーパーを読んだ上でのコメントがあれば伺いたい。 

A1：パリ協定において、京都メカニズムの共同実施（JI）で経験した問題と非常に類似した問題に再

https://www.perspectives.cc/fileadmin/user_upload/Michaelowa_et_al.__2021__Dynamic_baselines_CIS_WP_107.pdf
https://www.perspectives.cc/fileadmin/user_upload/Michaelowa_et_al.__2021__Dynamic_baselines_CIS_WP_107.pdf
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び直面しており、この問題をどのように回避し、同協定の野心を損ねないようにすることが可能か、強い関

心を持っている。（メモ作成者注：JI においてはホスト国がベースライン設定方法を選択することが可能

で環境十全性が問題になるケースがあったことを意図した発言と思われる。）6 条の取組によってホスト

国が NDC の条件なし目標に関する活動を引き下げる余地が生まれることを懸念しており、野心係数や

その他のセーフガード措置により適切なベースライン設定を行い、NDCの劣化を防ぐこと期待している。 

 

Q2 (Axel Michaelowa)：Q1 について、本ウェビナーに参加しているアジアのプロジェクト開発事業者から

意見があれば伺いたい。具体例を挙げると、再エネ事業に野心係数を適用する場合、LDC における再エ

ネ事業であれば、この先 40 年程度はクレジット発行が可能と思われ、一方で新興国ではこの先 10 年

程度がクレジット発行期間となることが想定される。この状況にどのように対処できると考えるか。また、昨

今、炭素除去について良く耳にするが、炭素除去が主流となり、排出削減は小さなニッチとなるだろうか。 

A2-1 (Thomas Forth)：パリ協定では長期のカーボンニュートラル目標達成に向け、6条ルールにおいて

取組の透明性、相当調整の適用、NDC の更新との関連性を明確にする必要があり、国際交渉を行っ

ている。炭素除去について、現状では活用できるソリューションは少ないが、技術ベースの炭素除去も検

討されており、NDC や施策の関連において大きな問題である。また、我々が長年検討してきたベースライ

ン設定は主に排出削減に対するものであるため、これからの検討が必要である。 

A2-2 (Kazuhisa Koakutsu)：JCM を設計する際に多くを CDMの経験から学んだ。その際に留意したの

は、方法論をより実用的かつ使いやすいものにすることである。これは、必ずしも方法論が単純である訳で

はなく、BAU の設定においては常に難しい検討を要する。CDM の方法論は非常にページ数も多く複雑

だが、JCM においては排出削減量を自動的に算出できるエクセルシートを導入し、モニタリングポイントの

数をより少なく設定することでモニタリングの負荷を削減している。更に、その上で保守的な削減量算定が

されている。このような実用性は実際にクレジット制度が機能するために重要である。一方で、NDC や長

期目標への適合は新たな課題であり、検討が必要である。一部の JCM パートナー国／ホスト国では、こ

の機会を活用し、特に一部のセクターの開発を含む NDCの強化を検討していると聞いている。 

 

作成：渡辺 潤 

 


