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ウェビナー傍聴レポート 

自主的炭素市場グローバルダイアログ：ビジョン及びアクション・アジェンダ（発表イベント） 

Voluntary Carbon Markets Global Dialogue: Vision and Action Agenda (Launch event) 

 

（一社）海外環境協力センター（OECC） 

 

 タイトル: Voluntary Carbon Markets Global Dialogue: Vision and Action Agenda (Launch 

event) 

 日時: 2021年 10月 27日（水）22:00–22:45 JST 

 主催: Voluntary Carbon Markets Global Dialogue 

 スピーカー: Annie Groth, sustainability consultant at Biofílica; Adriaan Korthuis, director 

and founding partner at consultancy Climate Focus; Sandeep Roy Choudhury, co-

founder of Indian firm VNV Advisory Services; Steve Zwick (moderator) 

 参加者数: 不明 

概要: 本ウェビナーでは、自主的炭素市場グローバルダイアログ（Voluntary Carbon Markets 

Global Dialogue: VCMGD）が作成した VCMの気候変動対策としての活用のあり方に関する共

通のビジョンを定めた「ビジョン及びアクション・アジェンダ」について、VCMGD に参加する専門家から

概要が紹介された。「ビジョン及びアクション・アジェンダ」は VCMの気候ベネフィットを最大化するため

の以下の 6 つの推奨事項から構成される。 

１．政府は戦略的な VCMへの参加を促進すべきである 

２．政府、企業、クレジット制度は明確かつ透明性のあるアカウンティングを促進すべきである 

３．クレジット購入者及び投資家は幅広いベネフィットを持った社会変革をもたらす VCM への投資

を優先すべきである 

４．VCMは先住民及び地域コミュニティの権利をエンパワーメントし、強化することができる 

５．政府と民間パートナーはセクターレベル及び準国家レベルの VCM 取引の構築のために協力す

べきである 

６．政府、企業、炭素市場の調整者は地域・国レベルの VCM ダイアログを開始すべきである 

 

※本ウェビナーで公表された報告書は VCMGD のウェブサイトから閲覧可能。 

 

 発表：Vision and Action Agendaの概要（Adriaan Korthuis, director and founding 

partner at consultancy Climate Focus） 

[VCMGDの概要] 

 VCMGDは、2021年 6月～10月にかけて 350以上のステークホルダーとコンサルテーションを実施

してきた。本日、VCMGD は VCM の気候変動対策としての活用のあり方に関する共通のビジョンを

定めた「ビジョン及びアクション・アジェンダ」を公表した。 

 VCMGD では、特に先進国から途上国へのファイナンスを促進してプロジェクトを実施することに重点

https://vcm-gd.org/wp-content/uploads/2021/10/VCM_Consolidated_final.pdf
https://vcm-gd.org/
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を置きながら、VCM の役割について検討した。VCMは、 

 GHG削減・除去を推計・算定するためのツールを提供する。 

 取引可能なクレジットを創出する。 

 民間事業者が自社の活動・サプライチェーンを超えて気候ベネフィットを創出する。 

 更に、近年のクレジット需要の増加により途上国の緩和に追加的なファイナンスが提供されうる。

VCMは、 

 政府が緩和戦略・政策を設計するのに合わせて、VCMは GHG削減を加速する。 

 政府が緩和の野心を向上し SDG を達成するためのファイナンスへのアクセスを提供する。 

 以上２つの機能により、政府の施策を補完する。 

 [6 つの推奨事項] 

 「ビジョン及びアクション・アジェンダ」は VCM の気候ベネフィットを最大化するための 6 つの推奨事項

から構成される。 

１．政府は戦略的な VCMへの参加を促進すべきである 

 これまでは、多くの政府は VCM から距離を置いており、同時に民間事業者もプロジェクトの迅速な

実施のために政府から距離を置いていた。しかしこれからは、政府は NDC 実施のために VCM のベ

ネフィットを活用すべきである。政府は、 

 国内の VCM関連のプロジェクト実施状況を把握すべきである。 

 海外からの直接投資を積極的に促進すべきである。 

 優先するプロジェクトタイプへのファイナンスを呼び込むべきである。 

２．政府、企業、クレジット制度は明確かつ透明性のあるアカウンティングを促進すべきである 

 現時点ではパリ協定・NDC と VCM のアカウンティングの関係のあり方について誰も答えを持っていな

いが、これを明確にしていくことが必要である。政府、企業、クレジット制度は、 

 クレジットのアカウンティング方法に関する定義と共通の理解の構築をすべきである。 

 相当調整の是非と適用方法を明確化すべきである。 

 明確かつ透明性のある気候変動対策に係る主張方法を構築すべきである。 

３．クレジット購入者及び投資家は幅広いベネフィットを持った社会変革をもたらす VCM への投資

を優先すべできある 

 しばしばプロジェクト開発事業者はより大規模な削減量を求めるが、実際のプロジェクトの背後には

それ以外の多くの要素が存在する。 

 クレジット購入者及び投資家は、GHG削減の波及効果を生むプロジェクトを優先すべきである

（例えば、革新的なプロジェクトの実施は、その後同様のプロジェクトが水平展開することで大

規模な削減を生む可能性がある） 

 SDGへの貢献が認証されたプロジェクトは GHG削減を超えたポジティブな社会的・環境的イン

パクトを持つ可能性が高い。 

 持続可能な開発への高いベネフィットを有するプロジェクトへの先行投資を促進すべきである。

（政府は優先する SDGs及びプロジェクトタイプを特定し共有することができる。） 

４．VCMは先住民及び地域コミュニティの権利をエンパワーメントし、強化することができる 
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 特に自然を基盤とした解決策（NBS）のプロジェクトにおいては、先住民及び地域コミュニティ

（IPLCs）の参加が必要不可欠である。 

 IPLCs が自ら望む条件に沿って VCM へ参加することを承認すべきである。 

 公正なベネフィットの共有を保証すべきである。 

 IPLCs の土地及び GHG削減の権利を促進すべきである。 

５．政府と民間パートナーはセクターレベル及び準国家レベルの VCM取引の構築のために協力すべ

きである 

 プロジェクトや制度が大規模であるほどインパクトも大規模になることを踏まえ、政府と民間パートナ

ーはスケールアップのために協力すべきである。 

 プログラムレベル及びセクターレベルのイニシアティブを構築するべきである。 

 REDD+における戦略であるネスティングを交通や廃棄物など他セクターに適用するべきである。

（※ネスティングとは複数の小規模なプロジェクトを束ねて地域レベルでの活動とする取組） 

 セクターレベルのクレジット発行のアプローチ・方法論を構築すべきである。 

６．政府、企業、炭素市場の調整者は地域・国レベルの VCMダイアログを開始すべきである 

 これまで政府と企業は別々に活動してきたが、これからは VCM に係る取組を協力して進めるべきで

ある。 

 エンゲージメントのためのプラットフォームを構築すべきである。 

 能力向上のためのイベントを開催し技術的・方法論的ニーズを特定すべきである。 

 NDC 実施に関する知識ギャップを埋め合わせるべきである。（NDC 実施のシナリオと VCM の

ベースライン及び追加性の関連性を明確化することができる） 

 

 コメント＆質疑応答 

Sandeep Roy Choudhury, co-founder of Indian firm VNV Advisory Services 

 最も重要なのは、VCMGD はおそらく世界初・唯一のグローバル・サウスが参加する VCM のダイアロ

グである。なぜなら、グローバル・サウスの関係者が不在のまま多くの決定がなされているからである。 

 自分自身はこれまで政府の VCM への関与を回避するスタンスを取っており、その信念は変わらない

が、他方では市場を妨害しない「教育されたエンゲージメント」は歓迎できる。政府は、VCM に対し

て規制的役割ではなく、ファシリテーター的役割を担うべきである。 

 NDC はハイレベルな声明であって具体的な施策は未検討であるところ、政府には VCM による資金

の呼び込みをファシリテートすることが求められている。現状、多くの国では NDC が未達成になる可

能性があり、まずは NDC 達成を優先すべきであり、VCM は NDC 達成を補完する役割を担うべき

である。NDC の範囲を超えた削減については、NDC達成の後に来るものだと考える。 

 官民連携パートナーシップにおいて、NDC と VCM のアカウンティングの明確化及び企業の GHG 削

減主張は重要な検討要素である。企業の GHG 削減主張について、なんらかのルール構築が必要

である。 

Annie Groth, sustainability consultant at Biofílica 

 VCM において IPLCs が特別な立場にある理由は、最も直接的にプロジェクトによるインパクトを受け
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ること及び IPLCs のエンゲージメントがプロジェクトの成否を左右することの 2点である。 

 本当に IPLCs をプロジェクトに巻き込むためには、現場を最もよく知る IPLCs が、彼らの「ため」ではな

く彼らに「よる」関与が必要であり、トップダウン過ぎるアプローチは間違いを引き起こす。VCMDGのコ

ンサルテーションの結果、例えばナレッジハブを構築して過去の経験を共有することを今後の推奨取

組として挙げている。 

Adriaan Korthuis, director and founding partner at consultancy Climate Focus 

 ネスティングアプローチは、各国の状況によってうまくいく場合とそうでない場合があるが、一般的にネ

スティングによるスケールアップは GHG削減を大規模化するポテンシャルがあり、検討の価値がある。 

 ネスティングを REDD+以外のセクターに適用することについて、交通セクターに可能性がある。交通

セクターでは GHG 排出源が分散しており、車両の所有者が多いることから、様々なアクターが共通

のプログラムの下で取り組む仕組みを検討する価値があるだろう。 

 COP26 におけるパリ協定 6 条の交渉結果は、VCM に直ちに影響を及ぼすと考えられるが、それは

規制的な影響ではなく、相当調整などに関する VCM のあり方に関する意見を収束していくことにつ

ながり、VCM の信頼性に影響するだろう。長期的には、より規制的な形で 6 条と VCM が近づいて

いく可能性があるが、それには 5年か 10年の時間を要するだろう。 

 

（※質疑応答の一部は省略しています。） 

作成：渡辺 潤 


