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本書は、日本メンバーの便宜のために英語から日本語に翻訳したものです。グローバル CCS インス
ティテュートは、本書の日本語版に翻訳された内容の正確性、信憑性、または完全性を保証するもの
ではありません。
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発展途上国における CO2 回収貯留の資金調達の実現に向
けて
重要なメッセージ

年 4 月のロンドン CEM 3 で、発展途上国 の CO 回収貯留（CCS）の投資前調査と実現化
活動には 1.5～2 億ドル の資金が必要とされた。これに呼応し、英国およびノルウェーの政府が
約 1 億ドルを拠出した。
2. 発展途上国における CCS の投資前調査と実現化活動の資金として必要な額を集めるには、さら
に 5,000 万から 1 億ドルを調達しなくてはならない。
3. とは言うものの、投資前調査と実現化活動に CCS 専用の信託基金と能力開発プログラム（これら
は化石燃料の排出量の多い発展途上国に特に関わりが深い）から 1 億 1,200 万ドル以上を調達
できる。
4. 中期的には、発展途上国における初期の実証プロジェクトの建設と運用で CCS のための追加コ
ストとして、50 億ドルが必要になる。この 50 億ドルの資金拠出は、援助する政府の開発援助予
算が充てられる可能性が高く、つまり CCS 資金調達が開発に及ぼす影響を特定する必要性があ
ることを浮かび上がらせている。
5. CCS の広域的な配備を推し進めることで大幅な排出削減を達成し、気候変動が世界の貧困地域に及
ぼす壊滅的な影響を回避することに貢献するため、今後は CCS 実証プロジェクトへの投資が必要。
本レポートでは、2012 年 4 月にロンドンで開催されたクリーンエネルギー大臣会合（CEM）に提出されたレ
ポート「発展途上国における CO 回収貯留の資金調達」における提言事項の進捗状況に関して、CEM 担
当大臣に最新情報を提供するものである。CCS の資金調達とそれが開発に及ぼす影響を特定した「テンプ
レートビジネスケース」も扱っており、これは援助国が参照するのに適した文書である。
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背景

年 月のアブダビ・クリーンエネルギー大臣会合（CEM）で、CO 回収・利用・貯留活動グループ
（
）は、8 つの提言を含むレポートを提出した。そのうち提言 2 は「発展途上国における大規模な
プロジェクトの実証を支援できる適切な資金調達メカニズムを特定し、推進すること」である。
2011 CEM 会議の後、グローバル CCS インスティテュート（インスティテュート）は、世界銀行、アジア開発
銀行（ADB）および世界資源研究所（WRI）と協力して、CCUS AG の提言 2 について調査することに同意し
た。この作業は、クリントン気候イニシアティブ、国際エネルギー機関（IEA）、英国および豪州政府との協議
の下で実施された。
2012 CEM 会議で、この作業部会はレポート「発展途上国における CO 回収貯留の資金調達」を提出した。
同レポート内で以下の提言がなされた。
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短期的な提言
短期的な提言

援助国は
援助国は、主に発展途上国における CCS 実現と事前投資活動を目的に、既存の CCS 専門の資金調
達プログラムを補完するこ
達プログラムを補完すること
補完することで 1.5～2 億ドルの規模の資金を拠出する
億ドルの規模の資金を拠出する。
を拠出する。
このような資金調達に対応できる体制にある既存の専門の基金およびプログラムとして以下のものがある：
本レポートでは、「発展途上国」は気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）の非附属書 I 国を包
括的に指す場合に使用される。
別段明記される場合を除き、ドル表示はすべて米ドルを意味する。
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アジア開発銀行の CO 回収貯留信託基金
 炭素隔離リーダーシップフォーラムのキャパシティビルディング基金
 グローバル CCS インスティテュートの人材開発プログラム
 世界銀行の CCS キャパシティビルディング信託基金
2. 援助国は、クリーンテクノロジー
援助国は、クリーンテクノロジー基金
は、クリーンテクノロジー基金から
基金からの
からの CCS 除外条項
除外条項の
条項の撤回を目指す
撤回を目指す。
目指す。
3. 援助国と発展途上国は、二国間および
援助国と発展途上国は、二国間および/または多国間プロジェクト支援に参加する。
4. 発展途上国は、地球環境ファシリティの下
発展途上国は、地球環境ファシリティの下で
キャパシティビルディング活動のための補助
の下で、キャパシティビルディング活動のための
活動のための補助資金
補助資金の
資金の調達を
目指す。
目指す。
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中期的な提言
中期的な提言

発展途上国における CCS 実証プロジェクトの建設
実証プロジェクトの建設および
建設および運用の「
および運用の「追加
運用の「追加」コストとして、
追加」コストとして、援助国
」コストとして、援助国は
援助国は 50 億ド
ルの規模で CCS 専用の資金を拠出する。
作業部会は、資金調達のルートとなり得る複数の手段を確認している（以下のリスト）。50 億ドルの資金
の集約を目的としていることから、どの資金調達手段を優先することが望ましいかについて援助国間でコ
ンセンサスを得ることが重要である。
1. グリーン気候基金での CCS 専用の資金提供枠（最終的な決定権はグリーン気候基金理事会
にあることに注意）。
2. CCS をポートフォリオの一要素とした、グリーン気候基金での幅広い技術への資金提供を行
うポートフォリオ型アプローチ（最終的な決定権はグリーン気候基金理事会にあることに注意）。
3. 独自の管理機構を有する CCS 専用基金の設立（ただし、国単位の気候変動基金のコミットメ
ントを考慮する）。
4. 既存の CCS 専用の信託基金またはプログラムを補完し、プロジェクト支援の資金提供に対応
できるように基準を変更し、国単位での気候変動基金のコミットメントへの参加を確実にする。
上記の提言に対応した資金拠出を正当化するためには、援助国政府は強力なビジネスケースもしくは介入
の正当性を必要とする。増加する気候変動への資金の提供は、開発援助予算が原資となることが予想され
る。このため、CCS で実現可能な排出量の大幅な削減と、その結果生じる長期的な開発への影響を、援助
国政府のビジネスケースあるいは介入の正当性とリンクさせる必要がある。
資金調達の根拠が確認されたら、その資金提供において望ましい形式や、活用すべき資金源、活用すべき
資金提供手段、また発展途上国にこのような資金をどのように認識させ、活用させるかといった問題が生じ
る。これは、「発展途上国における CO 回収貯留の資金調達（Funding Carbon Capture and Storage in
Developing Countries ）」レポート内で追加のアクションとして提起されている問題である。
このレポートを受け、CCUS AG 政府と作業部会の加盟国との協議に基づき、グローバル CCS インスティテ
ュートに対し、本フォローアップ・レポート内で以下のテーマに取り組むことが求められた。
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提言事項の進捗状況：資金の動員を含め、作業部会の報告でなされた提言事項の進捗状
況（「提言事項の進捗状況」セクションで説明）
テンプレート「ビジネスケース」：CCS が持続可能な発展にどのように影響するかを含め、
資金の動員を推し進めるための支援として（「テンプレートビジネスケース」セクションで説
明）
資金の拠出または受領に関する障壁の特定：このような障壁を克服する方法に関する、資
金提供国と受領国の両者に適用される指針を含めた提言（「資金調達の障壁」セクションで
説明）
国際的な資金調達枠組みの CCS への適用性の改善に関する進捗：（クリーンテクノロジ
ー基金と地球環境ファシリティに関する「提言事項の進捗状況」セクションで説明）

提言事項
提言事項の進捗
事項の進捗状況
の進捗状況

短期的な提言
1. 援助国は、主に発展途上国における CCS 投資前調査と実現化活動を目的に、既存の CCS 専門の資
金調達プログラムを補完することで 1.5～2 億ドルの規模の資金を拠出する。
この提言に対して、英国はロンドンの CEM 会議で、発展途上国の CCS に対する 6,000 万ポンド（～9,700
万ドル ）の資金拠出を発表した。ノルウェー政府も、世界銀行 CCS 信託基金への過去の 2 回の拠出に加
えて、2012 年 12 月に 1,500 万ノルウェークローネ（～266 万ドル）の追加拠出を行った。英国はまた ADB
（3,500 万ポンド、～5,700 万ドル）と世界銀行（2,500 万ポンド、～4,000 万ドル）を通じた拠出ルートを確保
している。
上記以外に、2009 年以降、発展途上国での CCS の知識共有、人材開発、プロジェクト開発を何らかの形
で支援するための現在および将来の活動に対して、複数の政府と組織が合わせて数億ドルに上る資金拠
出または資金割り当てを行っていることも認識すべきである。この領域に莫大な資金を提供した組織と国と
して、欧州連合（EU）、豪州政府、グローバル CCS インスティテュート、ノルウェー政府、英国政府、米国政
府など挙げられる。このような資金拠出は、以下のようなルートを通じて行われている。
 グローバル CCS インスティテュート。すべての活動は直接または間接的に、知識共有、能力開発、プロ
ジェクト開発、または特に国際的な論議の場での CCS の認知活動と CCS 支援を目的としている。
 二国間および多国間プロジェクト。または
 CCS アウトリーチ活動を行う組織への拠出。アジア太平洋経済協力会議（APEC）、ベローナ（Bellona）、
クリントン気候イニシアティブ（CCI）、温室効果ガス技術共同研究センター（CO2CRC）、オランダエネル
ギー研究センター（ECN）、国際エネルギー機関（IEA）、国際連合工業開発機関（UNIDO）などが含まれ
る。
この 1 億 3,800 万ドルの資金は、投資前調査と実現化活動を支援する CCS 信託基金または能力開発プロ
グラムに割り当てられた。詳細を表 1 にまとめる。
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2012 年 12 月 17 日時点の為替レートが使用されているが、実際の額は、資金移動が行われる日付に基
づく。資金移動は複数回に分けて行われる場合もある。
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表 1: 発展途上国の CCS の資金割り当て
基金/プログラム
拠出元
割当拠出金
資金残
資金提供の対象
（US$）
（US$）
7,400 万
アジア開発銀行  グローバル
6,700 万
中国、インド、インドネ
（ADB）CCS 信託 CCS インスティ
シア、ベトナム
基金
テュート
 英国政府
514,000
炭素隔離リーダー  グローバル
296 万
ブラジル、中国、イン
シップフォーラム
CCS インスティ
ド、メキシコ、南アフリ
（CSLF)-能力開発 テュート
カを含む CSLF に加
基金
 英国政府
盟する新興経済国
 ノルウェー政府
 カナダ政府
0
クリーンコールテク  EU 政府
最大 400 万
インド、インドネシア、
（申込募集終 カザフスタン、ロシア
ノロジー（CCT）と
了）
連邦、南アフリカ、ウク
CO 回収貯留
（CCS）のための
ライナをターゲットとす
EuropeAid 助成金
る
プログラム
グローバル CCS  グローバル
300 万
プログラム進行 中国、インド、インドネ
中
シア、マレーシア、メキ
インスティテュート CCS インスティ
能力開発プログラ テュート
シコ、南アフリカ、ブラ
 米国政府
ジル、トリニダードトバ
ム
コ
世界銀行グループ  ノルウェー政府 5,400 万ドル
4,400 万ドル
現在までにボツワナ、
 英国政府
中国、エジプト、ヨルダ
CCS 信託基金
 グローバル
ン、コソボ、マグレブ、
メキシコ、南アフリカに
CCS インスティ
支援を提供。
テュート
実際の最終的な額は為替レートの変動の影響を受けるため、概算値と見なすべきである。
2013 年 3 月時点。これらの数字は概算値と見なすべきであり、プロジェクトの中にはこれらの資金を要
求中のプロジェクトも含まれることに注意が必要である。
グローバル CCS インスティテュートの能力開発プログラムについては、表内の金額は支出済みの資金
のみ（本年度以降の予定額は含まれていない）。
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英国の 6,000 万ポンド（～9,700 万ドル ）およびノルウェーの 1,500 万ノルウェークローネ（～266 万ドル）
は、「発展途上国における CO 回収貯留の資金調達」レポートの 1.5～2 億ドル規模の資金提供の要求に
呼応した資金拠出を代表するものである。この資金は投資前調査と実現化活動を対象としたものと考えるべ
きである。投資前調査と実現化活動は、実施に数年を要する場合がある。その多くが国ごとに異なり、また
両活動は大規模実証プロジェクトの前に実施することが必須である。
追加的な資金調達の要求に呼応した英国とノルウェー政府からの拠出は、非常に気前の良いコミットメント
で現在も継続しているが、この提言の実行にはさらに 5,000 万から 1 億ドルが必要とされる。
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2012 年 12 月 17 日時点の為替レートが使用されているが、実際の額は、資金移動が行われた日付に基
づく。資金移動は複数回に分けて行われる場合もある。
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援助国は、クリーンテクノロジー基金からの CCS 除外条項の撤回を目指す。
「発展途上国における CO 回収貯留の資金調達」レポート内でも述べられているように、CCS は商業的段
階に達していないと見なされていることが理由で、現在クリーンテクノロジー基金（CTF）の協調融資先として
適格とされていない。本レポートにおいては、CCS はある程度の規模で実証されており、クリーン開発メカニ
ズム（CDM）で適格な低排出技術として認められ、また IEA と気候変動に関する政府間パネル（IPCC）によ
って必須の低排出技術と認められているといった事実は、CTF 基金が CCS を融資先として適格であると認
める論拠となるものであると指摘する。
CCS は CTF 資金の調達から明示的に除外されていないが、現時点で CTF に承認されているのは再生可
能エネルギーとエネルギー効率改善への投資提案およびプロジェクトのみである。CTF での CCS の資金
調達を可能にすれば、グリーン気候基金による同様のレベルの融資よりも早く、一部の先駆者のパイロット
プロジェクトや実証プロジェクトを刺激する可能性がある。またこの修正で CCS を CTF に組み入れることで、
他の低排出技術に与えられたのと同じ資金調達の機会を CCS に保証するという点で重大な前例となる可
能性がある。
援助国に代わり CTF を管理する世界銀行は、加盟国から CTF における CCS の現在の状況を再評価する
よう求める声あがらなければ再検討はできないとしている。
したがって、CCUS 活動グループと CTF の両方に加盟している 1 か国または複数国の政府が、CTF での
CCS の再検討を他の CTF 国の代表に働きかけることを提案する。
3. 援助国と発展途上国は、二国間および/または多国間プロジェクト支援に参加する。
この提言は、既存の CCS 専用の資金調達プログラムを短期間で補完することで実現可能な資金調達の代
替案を知るためのものである。この方式を既に採用している国も一部にある。以下に例を挙げる。
 中国・豪州 CO 地層貯留（CAGS）プロジェクトは、2012 年に終了した複数の能力開発プ
ログラムと研究プログラムを通じて、豪州と中国の CCS 技術スキルを育成した（オーストラ
リア地球科学局、2012）。
 中国・欧州 CCS 協力行動（COACH）プロジェクトは、「石炭ベースの発電と水素および合
成燃料の生産を選択できる、大規模ポリジェネレーションエネルギー[CCS]施設」の実施準
備を目的としている（COACH、2007）。
 EU はインドのクリーンコール技術と CCS の TREC-STEP 能力活用プログラムに財政的
な支援を行ってきた。このプロジェクトは、インドの火力発電関係者、政策決定者、起業家と
イノベーター、および学術関係者を対象とした一連の知識共有活動を組織化することを目
的としている（TREC-STEP、2011）。
 中国の Huaneng（華能）グループは、華能北京火力発電所で年間 3000 トンの CO を回
収する初の実験的な CO 回収パイロットプラントを建設した。これは 2007 年に調印された
中国と豪州政府間の気候変動とエネルギーに関する共同宣言で規定されている中豪クリ
ーンコール作業部会のプロジェクトであった。オーストラリア連邦科学産業研究機構
（CSIRO）は、このプロジェクトに技術的な支援を行った。この成功を基に、”クリーンコール
技術に関する豪中共同調整グループ”は近年、資金調達の割り当てを追加し、中国内での
貯留を含む商業規模の燃焼後回収プロジェクトのフィージビリティスタディを実施した。
 英中ニアゼロエミッション石炭利用プロジェクト（NZEC）。その目的は 1) 選択肢と能力開発
の調査、2) 貯留と回収の選択肢の調査、3) 実証プラントの建設、の 3 段階のアプローチを
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通じて、先進のニアゼロエミッション CCS 石炭技術を実証することである（AEA グループ、
2007）。
 2009 年、米国と中国は米中クリーンエネルギー研究センターと呼ばれる二国間共同研究
開発プログラムに調印した。ここでは、他の研究プロジェクトと共に、CCS 技術の開発も行
われる（Energetics Incorporated、2013）。
 ノルウェー研究評議会は 2011 年、Large-scale Programme Clean Energy for the
Future（RENERGI: 将来の大規模クリーンエネルギープログラム）の下で、ノルウェーとイ
ンドのパートナー間のクリーンエネルギーおよび CCS プロジェクトに、1,800 万ノルウェー
クローネを拠出した（Olsen C.R. & Lie, E、2012）。
 カナダ天然資源省（NRCan）、メキシコエネルギー省（SENER）、米エネルギー省（US
DOE）は共同で北米炭素貯留地図（NACSA）を制作した。この制作を主導したのは北米炭
素地図パートナーシップ（NACAP）である（NRCan 他、2012）。
 南アフリカ炭素回収貯留センター（SACCCS）は、南アフリカの CCS 活動の推進のために
設立された。「CCS の研究開発とキャパシティビルディング（人材と技術両面）を行い、南ア
フリカにおける CCS の実施に対応できる状況を整える」とされている。SACCCS は南アフ
リカ政府と他の企業スポンサー以外に、英国とノルウェー政府から資金援助を受けている
（SACCCS、2013）。
最近の二国間共同事業の一部を以下に示す。
 日本とインドネシア政府は、インドネシアの温室効果ガス排出の削減に貢献するために、
石油増進回収（EOR）-CCS の分野で協力する意向を表明している（RITE、2011）。
 また「三菱重工業（MHI）と三菱商事（MC）は、インドネシアの豊富な低品位炭（LRC）を利
用した大規模な合成天然ガス（SNG）製造プロジェクトに関する協力について、インドネシア
政府と合意している。このプロジェクトは、2010 年 11 月に開催された日尼エネルギーラウ
ンドテーブルの補足事業として、MHI/MC とインドネシア側パートナー（政府期間と民間企
業）により実施される。インドネシアと日本政府の支援の下で、すでにフィージビリティスタデ
ィ（F/S）が実施されている」とのことである。（三菱商事、2011）
 米・インド低炭素成長作業部会に関する発表が行われている。ここでは「CCS を商業的に
実現可能にするための、肥料の製造、EOR、その他の方法など、CO 回収隔離プロセス
から得られる二酸化炭素の代替利用分野における今後の協力」も報告されている（Kumar,
A、2012）。
これらの二国間および多国間の取り決めに関する事例は、これら 2 つのアプローチが発展途上国の CCS
の支援における実現可能な選択肢として存在していることを示している。援助国は、CCS 専用の信託基金
やプログラムを通じた資金提供の集約などの資金調達アプローチの便益よりも、このようなアプローチの便
益を重視しなければならない。
4. 発展途上国は、地球環境ファシリティで、能力開発活動のための補助資金の調達を目指す。
「発展途上国における CO 回収貯留の資金調達」レポート内で伝えられているように、地球環境ファシリティ
（GEF）が資金提供を行うのに適格な技術として、当初は CCS も記載されていたが、現在では記載されてい
ない。ただし、CCS を除外したというわけではない。しかしながら、ブラジル、サンパウロの糖発酵産業の再
生可能 CO 回収貯留（RCCS）プロジェクトは、GEF からの資金調達を目指したが実現していない。
2
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フィードバックによると、GEF はその構造上、発展途上国政府が支援するプロジェクトの対応には適している
が、民間部門が支援するプロジェクトの対応は苦手としていることが示唆されており、また政府が進める小
規模な能力開発プロジェクトについては、GEF の資金提供先に適格とされている。しかし能力開発のための
CCS 専用の基金またはプログラムが他にも存在し（ADB CCS 信託基金、CSLF 能力開発基金、グローバ
ル CCS インスティテュートの能力開発プログラム、世界銀行 CCS 信託基金など）、責任者が CCS を十分
に熟知していることを考慮すると、発展途上国はこのような CCS 専用の基金からの資金調達を目指すのが
得策と考えるかもしれない。
中期的な提言
5. 発展途上国における CCS 実証プロジェクトの建設および運用の「追加」コストとして、援助国は 50 億ド
ルの規模で CCS 専用の資金を拠出する。
これは中期的な提言であり、CCS の建設と運用に関する「追加の」（または漸増的）コストの資金提供は、投
資前調査と実現化活動の資金提供の例に倣うべきである。しかし、資前調査と実現化活動に短期的に割り
当てられる資金は、プロジェクトの実証の一部に利用される場合も想定される。例えば、ADB と世界銀行
CCS 信託基金の資金は、パイロット段階のプロジェクトに利用される可能性がある。
テンプレートビジネスケース（以下で解説）は、CCS コストの資金提供に対する一般的な理由付けに的を絞
っており、援助国が発展途上国の CCS 向けの 50 億ドルの拠出に際して、活用できるかもしれない。
テンプレートビジネスケース
上記の提言に呼応して発展途上国における CCS の資金拠出先を見出そうとする援助国は、支出を正当化
するための「ビジネスケース」を確立する必要がある。英国とノルウェーはいずれもすでに、ADB と世界銀行
CCS 信託基金に拠出する CCS 能力開発と事前投資活動の資金を確保するビジネスケースを策定してい
る。英国のエネルギー及び気候変動省は、2013 年 3 月、「Business Case and Intervention Summary:
Carbon Capture and Storage Accelerating Developing Country Deployment（ビジネスケースと介入の
まとめ: 発展途上国での配備が推進される炭素回収貯留）」を発行した（DECC、2013）。
したがって付表 1 のテンプレートビジネスケースは、発展途上国における CCS 実証プロジェクトの建設およ
び運用の追加コストの資金提供を一般的に正当化するためのものとなる（上記の中期的提言と連動）。しか
し、CCS 資前調査と実現化活動への資金提供の正当化に対して反論も予想される。
援助国は、各国のビジネスケースおよび資金提供の正当化の要件に対応する上で、必要とされる様式と資
金提供の基準を独自に策定すると予想される。例えば、援助国の財務省は、利益（CCS の広域的な配備に
及ぼす実証の影響、気候変動の回避による貧困の解消、CO 排出の回避、エネルギー安全保障、スキル
開発、雇用創出あるいは雇用維持など）を「貨幣的価値に変換」し、提案されるコストと比較することを目的と
した「費用便益」分析を要求する場合がある。この費用便益分析は、CCS 実証プロジェクトの事例に対して
も実行でき、詳細なモデル化が必要になる。環境的、政治的および社会的影響を貨幣価値に換算する作業
は困難である。特に、CCS 実証プロジェクトの定量的利益がサイトの状況に大きく左右され、一般化するの
が困難な場合には尚更である。この分析は用いられる割引率の影響を受けやすいことが経験からも示され
ている。しかしながらこのアプローチは、有用な意思決定ツールとされている。
付表 1 のテンプレートビジネスケースには、援助国が独自のビジネスケースを開発する上で参照になるよう
な議論あるいは考慮事項が示されている。このテンプレートビジネスケースでは、他の援助提供諸国に関連
する多くの側面あるいは問題に対応できる可能性が高いとして、英国の国際気候変動基金の様式が用いら
れている。
2
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国際的な開発支援
気候変動緩和活動（CCS など）への莫大な資金提供には、次第に援助国政府の開発援助予算が充当され
るようになるだろう。例えば、気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）の短期資金支援（グリーン
気候基金の先駆け）への複数の海外からの資金提供は、開発援助予算に拠るものである。拠出元が開発
援助予算である場合、援助国政府はほとんどの場合、政府開発援助負担としてこの資金を「カウント」するこ
とを希望するであろう。経済協力開発機構（OECD）は、この政府開発援助負担を「海外開発援助」（ODA）と
呼ぶ。OECD の一委員会である開発援助委員会（DAC）は、報告が国際的な基準に適合していることを確
認するため、（他の職務よりも優先して）ODA の報告をモニタリングしている。
OECD DAC は、「環境分野における能力開発への援助に対する支援」に関する開発協力ガイドラインを発
行している。ここでは、援助国の気候変動対策に対する支援、すなわち CCS への支援も扱われている。（気
候変動軽減技術としての）CCS 能力開発への援助国の支援は、明らかに OECD のガイドラインで ODA の
対象になると見られている。ノルウェーと英国はいずれも、CCS 能力開発への資金提供はこれらのガイドラ
インに準拠すると考えている。
しかし CCS 実証プロジェクトの建設および運用コストとしての 50 億ドル規模の資金提供という中期的提言
は、単なる能力開発の領域を明らかに越えている。このため一部の援助国に、CCS プロジェクトの資本支出
と運営支出の資金は ODA 予算に適格なものと見なされるのか、といった疑問が起こっている。これは最終
的に OECD DAC に判断が委ねられる。しかしながら、実際の CCS プロジェクトへの援助国の拠出を ODA
と見なすに相応しいとされる明らかなケースも見受けられる。
DAC は ODA を「DA 対象リスト（DAC List of ODA Recipients ）に含まれる国と地域、および以下の多国
籍機関への支援の流れ」と定義している。
i. 州政府と地方政府を含む政府機関、またはその執行機関が設置したもの、および
ii. その取引が
a) 発展途上国の経済発展と福祉の推進を主たる目的として管理される
b) 譲許的な性格を持ち、少なくとも 25 パーセントの補助金的な要素を含む（割引率を 10
パーセントとして計算した場合）（OECD、2013）
上記に基づき、下記の条件で CCS プロジェクトの資金を ODA と見なすことができる。
 援助国の政府機関が資金を拠出している（これは実現する可能性が高い）
 発展途上国の経済発展と福祉を主たる目的として資金が管理されている（強い反論が起こる
可能性がある）
 資金が適格な発展途上国に割り当てられる（CCS に関心を示している大半の発展途上国は、
トリニダードトバゴを明白な例外として、リストに記載されている）
 少なくとも 25 パーセントの補助金要素が含まれている（管理上の取り決めで指定される必要
がある）
ここで意見が分かれるのは、実証プロジェクトの CCS 資金の主たる目的が「発展途上国の経済発展と福
祉」であるかどうかである。CCS の実証への資金提供が発展途上国の最大の利益となるという揺るぎない
主張はできる。実際に、大規模な点排出源からの排出量が莫大な（さらに化石燃料の使用による排出量の
増加が予測されている）国を対象にすることは、個々の発展途上国の利益になる以外に、気候変動の性質
を想定した場合、地球全体に利益をもたらす。このような論証は、発展途上国に及ぼされる気候変動による
破壊的な影響を回避するのに有益な大幅な排出削減への CCS の貢献を通じて可能になる。軽減策が採ら
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れずに放置された場合の、気候変動が経済発展や発展途上国の福祉に及ぼす影響を解説した報告は多い。
世界銀行のレポート、「Turn Down the Heat: Why a 4° World Must be Avoided（暖房を下げよう: 世界の
気温が 4 度上がるのを回避する理由）」も、そのようなレポートの一つである。
OECD DAC はこれまで、クリーン開発メカニズムの関連テーマに関して提言を行ってきた。この提言（下記
参照）では、いくつかの重要な原則が強調されている。
我々 [OECD DAC] は、我々の意見の根拠としてマラケシュ協定へのコミットメントを確認している。
我々は、CDM プロジェクトが持続的な開発の達成に有利に作用するか否か、また受領国が各プ
ロジェクトの、資金源を含めた承認を行うことが必要とするかどうかを確認するのは、ホスト側の
特権であると言及している。ODA を資金源とする CDM プロジェクトに関連して [認定排出量削
減] CER がもたらされる場合、援助国により CER が販売または留保されるか否かとは無関係に、
ODA の拠出から CER と同額が減らされることにも我々は同意している。また ODA 資金が CER
の購入に充てられるものと見なされる可能性を排除している（DAC、2004）。
したがって援助国は CER を ODA と見なすことはできず、上記の提言から示唆されるのは、プロジェクトが
持続可能な開発の達成に貢献するかどうかのホスト国の見解が重要な原則になるということである。
当インスティテュートは、CCS 資本支出への資金を ODA と見なすことが適切かどうかについて、OECD
DAC に意見を求めるように提案している。また援助国は、ODA 予算の気候変動戦略、特に CCS プロジェ
クトへの利用について、受領国に意見を求める必要がある。
援助国は発展途上国の CCS への資金拠出を ODA へのコミットメントの一部と見なす傾向にあるため、テ
ンプレートビジネスケースは CCS の資金提供の影響と開発の目的との関連を考慮に入れて作成されてい
る。
しかし雇用、インフラ、教育、地域の発展などの分野における CCS の経済的および社会的便益についての
調査はほとんど行われていない。実際には、直接このテーマを扱った唯一のレポートが刊行予定である。
SACCCS 向けに発行されたもので、表題は「Impacts of Carbon Capture and Storage on South African
National Priorities other than Climate Change（南アフリカの気候変動以外の国内優先政策に及ぼす炭素
回収貯留の影響）」である。本レポートは、経済的・社会的な便益およびその測定方法に関する有益な提言
となることは疑いがない。一方、新世紀の開発目標という面を気候変動に結びつけたレポートは多い（付表
2「文献レビュー」を参照）。
資金調達の障壁
資金調達の障壁
現在まで、上記の「提言事項の進捗状況」の項（提言 1）で述べたように、発展途上国の CCS に資金を拠出
した援助国は 6 か国に留まっている。援助国は豪州、カナダ、欧州連合（EU）、ノルウェー、英国、米国であ
る。
資金拠出の制度的またはその他の障壁を特定するために、豪州、カナダ、ノルウェー、英国政府の主導的
な CCS 機関および関連の援助機関の幹部に対して電話インタビューを実施した 。援助国政府の代表は、
CCS の資金調達を模索する上での障壁をいくつか特定した。以下に 2 つのカテゴリに分けて概略している 。
5
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これらの電話インタビューは半形式的に行われた。すなわち相手が主導的な CCS 機関か援助機関かに
分けて同じ質問が投げかけられた。初回の一連の質問への回答に合わせて、再質問が行われた。このプロ
セスに参加した英国については、援助機関の幹部に対してインタビューが行われていないことに注意するこ
と。
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以下は CCS 資金調達を目指す上での障壁であるが、CCS に固有のものではない。
a) 省庁間の承認に要する時間と手間: 大口の資金拠出は、一般に省庁間の承認および/または省レベル
の承認を必要とする。必要な承認を求めるプロセスは時間と労力を要し、通常は詳細なビジネスケース
または正当性の説明資料を準備する必要がある。特別レポートの提出が必要となる場合がある。大口
の資金拠出は、専用のプログラムを通じて行われることが多く、この場合は少なくとも承認プロセスと要
求される正当性は認識されている。
b) 気候変動へのコミットメント: 気候変動全般への取り組みに対する援助国政府のコミットメントは、発展途
上国の気候変動に具体的に取り組むために利用できる資金に影響する。
c) 世界金融危機: 世界的な金融危機は、海外投資の予算を減らし、国内で海外投資を正当化するのがよ
り困難になる可能性がある。
d) 気候変動が「優先的な支援ではない」: 気候変動資金は、援助機関により常に「優先的支援」と見なされ
ているわけではない。他のより喫緊の開発が優先されるため（食料確保、緊急支援、健康、教育）、気候
変動プロジェクトが霞んでしまうことが多い。要求される資金の額が増えるに従い（CCS プロジェクトは
大型の資金を必要とする）、他の支援プロジェクトとの競合に直面する機会が増える。気候変動プロジェ
クトの開発の影響は、一般にリードタイムが長く、特定のプロジェクトの便益を定量化するのが困難にな
る。特に食糧の供給やワクチン接種、緊急支援などの成果と比べた場合は歴然である。
政策的または省レベルで優先されているプロジェクトの資金提供は、恐らくは既存のプログラムの下で資金
が既に調達できることを想定し、より迅速に実施される傾向にある。「新しい」資金拠出先を追加するには、
多くの場合長い時間を要し、新たな政策提案を通じて国内予算に組み入れる必要があったり、議会レベル
の承認が要求される場合がある。
以下は CCS に固有の障壁である。
e) CCS が周知の技術ではない: 大口資金のコミットメントは、多くの場合、金融省あるいは財務省からの
承認を必要とし、資金の予算の出所によっては援助機関からの承認が必要になる場合もある。CCS は
再生可能エネルギーなどの他の低排出技術のようには、これらの省庁の役人に馴染みがない場合が
あるため、「より説得力のある」あるいは追加的なエビデンスが要求される可能性がある。これは特に、
CCS に関する誤った認識が流布していることが理由にある。例えば、貯留に関して認識されているリス
クと永続性について、これらの役人は態度を保留するかも知れず、この障壁を克服する必要がある。
f) 「後発開発途上国」の重視: 気候変動資金に関して、「後発開発途上国」への関心が増している。後発
開発途上国は、CCS に最も早く着手する可能性が高い発展途上国ではなく、CCS の大規模な配備か
ら利益を享受できる可能性が最も高い国でもない（すなわち他の発展途上国と比較して、大規模な点排
出源が少ない傾向にある）。
g) CCS が緩和戦略と認識されていない: 一部の援助国は発展途上国に対し、CCS を気候変動戦略・政
策の一貫として、または開発優先項目として位置付けることを要求する場合がある。すでにこの要件に
対応できる発展途上国も一部にあるが、他の発展途上国は、資金が入手できれば実証プロジェクトを
実施できる状況にある場合でも、依然として緩和戦略に正式に CCS を組み入れていないことがある。
障壁は少なくとも 1 名以上の政府代表により特定されている。援助国の母集団が小さいため、提起された
すべての障壁が記録されており、すべての障壁がすべての援助国政府で発生しているわけではないことに
注意すること。

6

12

実質的な価値が累積的で長期にわたるため、特定の援助国の拠出ごとに成果を定量化することが困難: 援
助国のそれぞれの拠出の効果を評価するのは困難である。ひとつの援助国の拠出単独では、所要の長期
的な影響（大規模な配備で CCS を経済的に実現可能にするなど）を達成できる可能性は小さいことが理由
に挙げられる。望ましい影響を実現するためには、ひとつの援助国の貢献を他の援助国からの拠出および
民間部門の革新の意欲と関連付けることが必要である。また、資金がどの程度「追加的」になるかを評価す
ることも難しい。すなわち発展途上国はそれ自体では CCS 技術に投資しないと予測されるのである（特に
所得の高い発展途上国）。
このような障壁の一部は広範囲に及び、例えば、世界金融危機により追加の課題が課せられたように、
CCS の範疇を超えた対応が必要になる。しかし利害関係のある援助国がこのような障壁を認識することで、
いくつかの教訓が得られている。
障壁への対応

省庁間の承認に必要な時間と手間: 援助国は、CCS 実証プロジェクトの建設および運用コストへの資金提
供を議論または検討する際に、テンプレートビジネスケースを参照するよう勧める。本レポート以外に、CCS
の多くの側面に対するレポートが幅広く発行されており、ビジネスケースの普及に活用できる。例えば、当イ
ンティテュートのウェブサイトでは、520 を超える知識共有のレポートが閲覧でき、その数は着実に増加して
いる。
気候変動が「優先的支援」ではない: テンプレートビジネスケースで指摘したように、持続的で深刻化する貧
困にとって、中期的あるいは長期的な最大の脅威は気候変動である。この断言を裏付ける数多くのエビデン
スが存在する（有益な参考となるレポートの一部を付表 2 にリスト）。この大量のエビデンスは、気候変動資
金一般の提供を明確に正当化する場合に、また緩和技術のポートフォリオを構成する主要な緩和技術とし
て CCS をより明確に位置づける場合に利用できる情報の一部である。
CCS が周知の技術ではない: （資金提供の承認要件に応じて）要求される場合、CCS を主導する機関は金
融、財務省および/または援助機関の幹部と、CCS に関して、また排出削減で果たす重要な役割に関して知
識を共有する機会を見出す必要がある。これらの省庁の担当者を特定することが第一段階である。CCS は
現時点で、グリーン気候基金の適性が具体的に認められている唯一の技術であるため、グリーン気候基金
において CCS の支援を議論することが、そのような機関における認知度を高める触媒作用を果たす可能性
がある（グリーン気候基金の構築に関する移行委員会、2011）。
CCS が緩和戦略と認識されていない: CCS 事前投資と実現のための活動に、既存の資金（表 1 に記載）を
利用することを発展途上国に奨励する必要がある。実現のための活動の中心となるのは、CCS が一国の
低排出戦略に対してどのように貢献できるかを明確にし、また CCS の導入のための政策および法的な枠組
みを策定することである。これらにより、実証プロジェクトに向けた今後の資金提供への道が開かれる。
特定の援助国の拠出ごとに成果を定量化することが困難: 気候変動以外の幅広い問題を対象とする多くの
政府の政策と同様に、実証プロジェクトへの資金の影響は今後 10 年、20 年、あるいは 30 年を経ても明ら
かにはならない。このため現在、政府が CCS への資金提供を正当化する上で重大な問題が生じる。長期
的政策と同様に、適切な短期的「代理的」指標をこれらの長期的影響に利用することができる。推奨されるメ
トリックスはテンプレートビジネスケースにも組み込まれている。
とは言うものの、社会的、経済的指標に及ぼす CCS の短期的および長期的影響を評価し、様々な多方面
の便益を「貨幣価値に変換」しコストと比較することを目的とした「費用便益」分析を行う方法論を作成するた
めの研究を進めることも可能である。
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推奨されるアクション
推奨されるアクションのまとめ
アクションのまとめ
1. クリーンテクノロジー基金と CCUS 活動グループの両組織の会員である 1 国または複数国の政府が、
CTF での CCS の再検討を他の CTF 国の代表に働きかける。
2. 援助国は、発展途上国における CCS 実証プロジェクトの建設および運用コストへの資金提供を議論ま
たは検討する際の参照として、本レポートのテンプレートビジネスケースと文献レビューを活用すること
を奨める。
3. CCS の資本支出の資金を ODA と見なすことの適格性に関して、発展途上国への CCS の資金拠出に
積極的な援助国のいずれかが OECD DAC の意見を求める。
4. CCS を主導する機関は、金融、財務省および/または援助機関の幹部と、CCS に関して、また排出削
減において CCS が果たす重要な役割に関して知識を共有する機会を見出す。
5. 発展途上国は、入手可能な資金を活用し、低排出戦略に CCS をどのように組み入れられるかを調査
し、政策および規制の枠組を開発することが奨励される。
6. 6. さらに研究を続け、CCS の社会的および経済的便益を定量化する手法を開発する。
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