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アジア太平洋地域気候ウィーク（APCW）ウェビナー傍聴レポート 

NDCs とその実施計画の戦略的設計による 6条への対応の促進 

～国際協力における十全性とマルチベネフィットを確保する方法～ 

(Promoting Article 6 readiness through strategic design of NDCs and their 

implementation plans -How to secure integrity and multiple benefits of engagement in 

international cooperation-) 

 

（一社）海外環境協力センター（OECC） 

 

◼ タイトル : APCW Side event concept: Promoting Article 6 readiness through strategic 

design of NDCs and their implementation plans -How to secure integrity and multiple 

benefits of engagement in international cooperation- 

◼ 日時: 2021年 7月 7日（水）17:00–18:30 JST 

◼ 主催: Perspectives Climate Group GmbH 

◼ ス ピ ー カー : Lieke ‘t Gilde (Senior Consultant of Climate Focus), Aglaja Espelage 

(Perspectives), Milan Dhungana (Nepal), Fenella Aouane (GGGI), Virender Kumar Duggal 

(ADB) 

◼ モデレーター: Axel Michaelowa (Perspectives) 

◼ 参加者数: 約 60名 

◼ 参 考 資 料 ： https://www.perspectives.cc/fileadmin/Publications/PCG-

CF_Article_6_in_NDCs.pdf 

◼ 概要: スウェーデンエネルギー庁（SEA）の委託を受け、Perspectives Climate Group と Climate 

Focus は、6 条への対応を促進するために、NDC とその実施計画をどのように設計できるかを分析

している。このイベントで発表された研究報告書「Promoting Article 6 readiness in NDCs and 

NDC implementation plans」は、6 条の準備態勢について定義し、NDC の達成に貢献する、よ

り計画的な 6 条に関するアプローチを行うための戦略を示した。また、NDC 作成プロセスや NDC で

提示される情報をどのように活用できるかを体系的に検討した。本報告書は、NDC の改訂と実施

計画のプロセスに携わる政府に対し、6 条協力のためにこれらの文書をどのように構成するのが最善

であるかについて、ガイダンスを提供することを目的としている。プレゼンテーションの後に、パネルディス

カッションが行われ、ネパール政府代表、アジア開発銀行や GGGIの専門家が本研究のキーメッセー

ジについて議論した。このイベントでの議論は、報告書の著者らへのフィードバックとなり、今後、更新

された各国の NDCが 6条協力のための良い基盤となるかについての実証分析を行う予定である。 

 

※本イベントの詳細は、次ページ以降を参照の事。 
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イベント概要 

◼ 開会挨拶：Nils Westling [Swedish Energy Agency: SEA] 

✓ 私たちは以前から CDM市場に積極的に参加しており、過去 20年ほどの間に 3,500万トン相当の

二酸化炭素を削減するための資金を提供してきた。 

✓ 私たちはまた、6 条の準備ができている兆候を見つけるため、多くの NDC を読み、報告書

（https://www.perspectives.cc/fileadmin/Publications/PCG-CF_Article_6_in_NDCs.pdf）

を作成した。この報告書は 6 条に関して各国が何を行うべきかを明確にするのに役立ち、6 条の準

備をする上での良い指針にもなり得るだろう。 

✓ SEA はさまざまな第 6 条の試験的な取組を行っており、これらについて来週、報告する予定である。

詳細はスウェーデンエネルギー庁のウェブサイト(https://www.energimyndigheten.se/en/）を参

照いただきたい。 

 

◼ 議事説明：Axel Michaelowa [Perspectives] 

✓ 6 条は、①「国際的に移転される緩和成果（ITMO）」の買い手である国の NDC達成を支援し、

②ITMO の売り手である国は野心的な緩和行動を可能にし、③適応への資金導入を促進する。 

✓ 6 条の議論は政府や機関だけで行われことが多いが、政府と民間セクターがどのようにして効果的な

協力関係を築くことができるのかを理解したい。CDM の経験からも、緩和のためには民間セクターの

参加が不可欠だと考えるのがその理由である。 

 

◼ 発表：「6条の準備」の定義 [Lieke ‘t Gilde, Senior Consultant of Climate Focus] 

✓ 本報告書は、最新の交渉文書と、6条の下での取引を管理・指導するためのガイダンスや規則の草

案に基づいている。 

✓ 6 条の協力を実現するには 3 つの側面がある：①透明性の枠組、②各国が戦略的に 6 条に関

与するために必要なこと、③協力関係を維持しながら、協力分野で何が起きているのかを追跡し、

報告する。 

✓ 6条への対応の準備を整えることはダイナミックなプロセスであり、各国は標準化された一連の行動で

はなく、国内の状況と、自国がこの協力から何を得たいか次第である。 

✓ すべての国が、どのようにして協力関係を構築するかという戦略を持つ必要がある。例えば、ある国は

純粋な売り手となり、クレジット販売からの収益を最大化するための戦略を練るかもしれないが、別

の国は混合型の戦略をとり、コストを最小化して目標を達成しようとするかもしれない。 

✓ 次いで、政府のシステムを整備する、すなわち制度的な枠組みをつくり、国内外の交渉を含め、6条

を担当する省庁を決定する必要がある。国家機関をどのように組織するのがベストなのかは、状況に

もよるが、その国がどの程度の規模で関与しようとしているかによって異なる。 

✓ 6 条 2 項の文脈では、「中央集権的な監督は存在しない」とされているため、透明性が取引やシス

テム全体の整合性の鍵となる。透明性を維持するために、各国は NDC のイベントリー報告を準備

し、管理する能力やインフラを整備する必要がある。 

 

https://www.perspectives.cc/fileadmin/Publications/PCG-CF_Article_6_in_NDCs.pdf
https://www.energimyndigheten.se/en/
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◼ 発表：NDC とNDC実施計画へのリンク [Aglaja Espelage, Perspectives] 

✓ NDCは様々なフォーマットがあるため、NDC とNDC実施計画をリンクさせることは容易ではない。本

報告書では、NDC実施計画の中で当該国が何をするのか調べ、それらを 6条の準備とリンクさせて

マッピングを行った。 

✓ 6条に関与することで MRVや資金を動員するための能力が構築される。 

✓ 6 条のモニタリングは GHG のモニタリングや報告、特にインベントリのプロセスと密接にリンクしている。

これは相当調整を確実に行い、二重計上を回避するために非常に役立つ。 

✓ NDC と関連する政策文書は、政府だけでなく、民間企業にも理解されなければならない。 

✓ 基本的には同じステークホルダーと対話を行い、NDC の実施や 6 条に関与してもらうということが重

要。これによって負担が軽減され、相乗効果を得ることができる。 

 

◼ パネルディスカッション 

✓ Nils Westling氏（スウェーデンエネルギー庁：SEA）：6条の協力や活動を構築する際に、NDC

や NDC ターゲットを、6 条の具体的なベースラインや追加性の正当性などに結びつけることが大きな

課題。NDC から具体的な活動へと点を結びつける方法を理解するために、ツールやガイダンスが必

要。 

 

✓ Milan Dhungana 氏（ネパール）: 6 条の下で活動することは、ネパールや多くの国にとってまだ早

く、6 条に関連する国内法令を整備しなければならない。6 条に関連する役割と責任を確認し、そ

れを定義し、6 条のプロセスでどのように行われるかは、何らかの適切な機関とそれらの手続きを確立

する必要がある。 

 

✓ Fenella Aouane (GGGI)：私たちは今まさに、ネパールで 6 条に関連する法制度を検討する事業

を支援している。私たちの経験では、ある戦略を実行すると、それ以外にも賛同を得られることが多

い。誰が始めるか、誰が規制について検討するかは、本当に国によって異なる。また各国の優先事

項も異なっていることも理解する必要がある。 

 

✓ Deo Gabinete (NDC Partnership)：実際に 6条について言及している国はほんの一握り（65 カ

国）で、それ以外の国は、MRVの強化と実施計画に取り組んでいる。各国の NDC実施計画は、

よりエビデンスに基づいたものになってきていて、指標に使用されるデータの質が高くなり、方法論のプ

ロセスもより強固なものになってきている。 

 

✓ Virender Kumar Duggal (ADB)：報告書の中で特に私が非常に有益だと感じたのは、各国が 6

条を運用して NDC目標を達成し、野心を高めるためには、自国の状況に合わせて NDC を正確な

ロードマップに変換する戦略が必要だという点だ。 

 

✓ Matt Spannagle：私はモンゴルのMRV システムや 6条について、Gold Standard と一緒に仕事
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した経験がある。モンゴル自然環境・観光省内には多くの優秀な人材がいるが、省外では気候変

動に関する意識が低く、MRV の能力も低い。したがって、現在の課題は、透明性向上の枠組みに

沿ってMRV を確立し、その中で 6条がどこに適合するのか、また緩和の機会は特定することだ。モン

ゴル政府は 6条を、彼らの NDC を達成するために重要なツールと見なしている。 

 

✓ Deo Gabinete (NDC Partnership)：インドネシアで、我々は財務省、国家開発企画庁、環境林

業省などの省庁間での水平間でのアプローチを支援しているが、ジャカルタなどの地方都市では、垂

直方向の取組も行っている。ベトナムやインドネシア等での取組は、6 条に関する優良事例として取

り入れることができるだろう。 

 

◼ Q&A セッション 

[Q1：6条について、地方自治体の理解を得るにはどうすれば良いのか] 

✓ Axel Michaelowa 氏 (Perspectives)：地方自治体に 6条のインセンティブを確実に与えること。

重要なのは、地方自治体の特定の課題や限界を考慮に入れた形で、6 条の協力関係をどのよう

に設計できるかということだ。インドネシアの JCM 事務局と、地方自治体レベルのさまざまなプレーヤ

ーとの間でメカニズムを構築しようという、興味深い取組が行われている。 

 

[Q2：東南アジアで 6条への準備がもっともすすんでいるのはどの国か？] 

✓ Virender Kumar Duggal 氏 (ADB)：ベトナムとインドネシアが先駆者と言える。彼らは国全体

の緩和策において、6 条を運用するためにどうような政策の枠組みが必要なのかを考え、行動を起

こしている。 

 

◼ 閉会挨拶：Nils Westling [Swedish Energy Agency: SEA] 

✓ 各国政府の関心を喚起するものは、相乗効果である。多様なアクターが参加するためには、何か

しらのインセンティブが必要であり、私たちが 6条の案件を形成する際にも、この点を考慮している。 

 

 

作成：OECC 久世濃子 


