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「決定議案 - /CMP 7: クリーン開発メカニズムプロジェクト活動としての CO2 の回収及び地層への貯
留のための様式及び手続(第 4～6 項)；越境 CCS プロジェクトの適格性についての更なる検討及び CCS
プロジェクトのための認証排出削減単位の世界的積立制度の確立について」は、利用者の便宜のため
に“Draft decision -/CMP.7: Modalities and procedures for carbon dioxide capture and storage in geological
formations as clean development mechanism project activities (paragraphs 4 to 6) concerning further
consideration on the eligibility of transboundary CCS projects; and the establishment of a global reserve of
certified emission reduction units for CCS projects.”
CCS

のエグゼクティブサマリーを英語から日本語に翻訳
したものです。グローバル インスティテュートは日本語版のいかなる内容についてもその正確性、
信頼性又は完全性について保証しません。
本文書に含まれる見解は当インスティテュート独自のものであり、必ずしも当インスティテュート加盟
団体の統一見解を表明するものではない。また、関連のいかなる問題に対する加盟団体の決定に取って
代わるものでもない。
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序文

年 9 月の豪州政府の発表のとおり、グローバル CCS インスティテュートは 2009 年 4 月に
正式に発足した。2009 年 6 月に、豪州の 2001 年会社法(Corporations Act 2001)に基づく法人組織と
して設立され、2009 年 7 月より非営利組織として独立して業務を開始した。当インスティテュー
トは、CO 回収貯留(CCS)が世界的な温室効果ガスの排出削減に対して大きな効果を発揮すること
ができるよう、必要な専門技術を確立し、共有するために協同的な活動を行っている。当インス
ティテュートに関する詳細については、以下のウェブサイト
(http://www.globalccsInstitute.com/Institute)を参照いただきたい。
当インスティテュートは、公認オブザーバーとして、越境 CCS プロジェクトの適格性及びクリ
ーン開発メカニズム(CDM)における CCS プロジェクトのための認証排出削減(CER)単位の世界的積
立制度(global reserve)の確立に関する見解につき、科学及び技術の助言に関する補助機関(Subsidiary
Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA))に対して提供する機会を、ダーバン・プラットフ
ォーム(Durban Platform)に関する決議(決議案 -/CMP 7 [第 4～6 項])により得られたことを歓迎する。
当インスティテュートは、SBSTA の第 36 回会議(2012 年)における当該問題についての審議や京
都議定書締約国会議(CMP)の第 8 回会議(CMP8)への勧告作成に際して、本見解が建設的な助けにな
ることを期待している。
SBSTA は CDM における越境 CCS プロジェクト等の CCS に関する一部の未解決問題を特定し、当
インスティテュートは、2011 年 2 月、これに関する見解を提出した。本意見書はその補完文書と
なるべきものである。
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概略

年 月、当インスティテュートは UAE のアブダビで行われた国連気候変動枠組条約
の における CCS に関する技術ワークショップ(technical workshop on CCS in the CDM)
に出席した。このワークショップは、UNFCCC 事務局の CDM における CCS のための様式及び手続
(M&P)案の作成を円滑に進めるのに貢献した。この M&P 案は、2011 年 12 月の CMP において最終
的に検討され、採択された。
この会議では越境問題について包括的に取り上げられたが、非恒久性の問題に対処するための
世界的積立制度に関する規定については実質的な議論は行われず、また、具体的な要望は確認さ
れなかった。同様に、2011 年 2 月に CMP 6 の意見提出要請に対して示された、締約国及び公認オ
ブザーバーの総合的意見(FCCC/SBSTA/2011/MISC.10)にも、サイト選定の適正手続が遵守されている
場合において、発生リスクが比較的小さい非恒久的事象に対応するための世界的積立制度が必要
であるとの言及はされていない。
当インスティテュートの意見を要約すると以下のとおりとなる。
・ 越境 CCS プロジェクトは CDM において適格とすべきであり、当該プロジェクトのための
M&P を可及的速やかに策定すべきである。
・ 既存の M&P に含まれる財政規定(financial provision)で十分であり、世界的積立制度は不要で
ある。
2011
9
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非恒久性に関する規定
恒久性に関する規定

のような炭素市場の環境面及び経済面での出来不出来を決めるのは、それによってもたら
される恒久的な成果を伴う緩和活動であることを、産業界、政策立案者及び規制当局者はよく理
解している。
環境及び気候変動への影響の観点から、恒久性の担保が必要であることは明らかだが、緩和措
置に対しての報酬がベースラインクレジット算定の枠組みを提供する市場の取り決め(例えば、
CDM など。) によって確保されることも必要である。この報酬額は一般的に取引可能な資産の創出
を通じて事前に評価され、長期間に亘り大気に与える恩恵と同等になるものである(現在大気中に
放出されている CO 換算分子による気候変動の影響は約 100 年間続く。)。
京都議定書では、例えば、森林に関連した炭素隔離をその恒久性に基づいて認めている。管理
上の判断では、排出権が付与された炭素貯留が 100 年間にわたり完全に維持される場合に、この
ような森林による炭素貯留が通常、恒久的であるとみなされる。100 年を超えた後に炭素貯留が途
切れた場合でも、補償規定が必要となる可能性は低い(すなわち、バイオマス隔離のための事実上
の義務期間。)。
CCS に適用される恒久性の定義は、上述のバイオ隔離の例で示されている時間枠を間違いなく超
える。これは、地層貯留サイトの環境面の能力(すなわち、時間の経過による漏出がゼロであるこ
と。)を正しく判断できるからである。一方で、当インスティテュートは、CCS を含めた市場ルー
ルにおいては、ほとんど起こり得ない事象(すなわち、地層からの大規模な漏出など。) に備える
ためだけに、不要な割増費用をプロジェクトコストに課す(すなわち、世界的積立制度。)のは避け
ることが重要だと考える。
これによって、CDM における CCS の非恒久性の問題が極めて規範的に管理されるようになる。
CCS プロジェクトは、漏洩(leakage)/漏出(seepage)事象（以下、併せて「非恒久的事象」という。）
の修復に関わるコストに対して資金を供給するために、プロジェクトの全 CER の 5%を一種の「保
険」として新規の CDM 積立口座に積み立てなければならない。ダーバンで開催された気候変動会
議では、CCS プロジェクト提案者の偶発的事象に対する責任期間を「CDM プロジェクト活動の最
終クレジット付与期間終了後又は CER 発行停止後少なくとも 20 年とする。さらに、過去 10 年間
のいずれの時期にも漏出が確認されず、入手可能なすべての証拠により貯留 CO 挙動が予測どお
りであることが示されている場合のみである」と定義している。この期間終了後の CCS プロジェ
クトの長期的責任は、それまでの両者間の合意によりホスト国か附属書 I 国あるいはその両者が負
うことになる。
当インスティテュートは、このような問題を扱ううえで、市場メカニズムをうまく設計するこ
とで有効性は同様でもそれほど規範的ではない多くの方法を提供可能であると認識している。保
険商品及びサービスの確保などの市場主導型の選択肢の多くは、法的承認プロセスをうまく補完
することで、投資家に CCS プロジェクトを支援するさらなるインセンティブを提供しており、そ
れにより時宜にかなった形で大規模な削減成果をもたらす。
当インスティテュートは、潜在的なホスト国が持つ以下の懸念を払拭することが世界的積立制
度を確立する目的であろうと考えている：(i)プロジェクト期間を通じて既に規定されている積立
額では非恒久性のリスクをカバーするのに不十分と考えられるため追加が必要との懸念及び/又は
(ii)非恒久的事象発生の可能性は、偶発的事象に責任を負うべき期間の後に増加するとの懸念。当
インスティテュートは、これらいずれの想定も現在の科学的根拠により支持されないと考えてい
る。
CDM
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また、このような世界的積立制度を提供するための CER 源は以下のようなものに限られている
と考えられる：(i)CMP によって既に要求されている 5%の CER への追加及び/又は(ii)CER の 5%積立
ての正味残高から永久分への繰越。当インスティテュートは、これら二つの選択肢は共に CCS プ
ロジェクトの経済性に実質的に悪影響を及ぼすため、合理的な選択肢ではないと考える。
CER の世界的積立制度は必要か

過去 6 年間にわたる交渉で得られた知識に加えて、前述の二つの手順(UNFCCC 専門家ワークシ
ョップ及び SBSTA への提案)を経て、第 35 回 SBSTA 会議(2011 年)において検討されるべき一組の
M&P 案(FCCC/SBSTA/2011/4)が作成された。M&P 案はダーバンで更なる交渉が行われ、最終的に第
7 回京都議定書締約国会議(CMP 7)で正式に採択された。
第 35 回 SBSTA 会議で検討された M&P 案では、単に CER の一部(例えば、複数の割当量の候補の
一つとして 5%が挙げられた。) を非恒久性に対処するために積み立て、残りの CER は CCS プロジ
ェクトに関わる締約国及びプロジェクト参加者に返還するということを提案している。このこと
は、CMP 7 の交渉前においても、CDM における CCS プロジェクトを制度化するために世界的積立
制度が必要かどうかの検討が、CDM の専門家、CCS の専門家及び締約国によって一切されなかっ
たこと示すものである。
当インスティテュートは、CER の世界的積立制度が第 35 回 SBSTA 会議において M&P 案のより
多方面での交渉中に初めて提案され、CCS プロジェクトで「漏出」事象(すなわち、CO プルームが
指定のプロジェクトの境界から大気又は海洋中に移動すること。) が発生した場合にホスト国が被
るコストを相殺する助けとして、現行の規定を補完する意味で提案されたと理解している。
当インスティテュートは、このような規定を提案している国が、CCS の開発を公式には支持して
いるが、漏洩、長期的責任、恒久性などの問題の持つ特殊性により、CCS プロジェクトが CDM の
本質及び特性に不適合であり適切でないという考えを明言していると理解している。しかし、当
インスティテュートは、CCS コミュニティが過去 6 年間にこれらの問題を追究し、これらが特殊な
ものではなく(森林関連のオフセットに当てはまり、実際にはほとんどの削減努力に適用できる。)、
全面的に管理可能であることを実証することに成功したと考えている。
例えば、5%の積立てを決定した CMP 7 の決議は、第 35 回 SBSTA 会議において締約国が検討し
た 2%から 20%までの積立てという幅広い交渉の立場を考慮すると、比較的合理的な妥協点であっ
たと思われる。
5%の積立てに関する規定は、CCS プロジェクトにとっての経済的寿命(中期間)を言外に強く示唆
しているが、世界的積立制度は責任が非常に長期に亘ることを意味している。世界的積立制度に
ついては、囲み 1 に示した 5％の積立てに関する非常に多額の機会費用のほかに、以下に示すいく
つかの明らかな疑問がある：(i)認識されているリスクの規模に対応するためにはどの程度の備え
が必要か(リスクは地域特有であり、一様ではなく、優占する地質学的特性に依存する)、(ii)誰が
CER 資産/資金の管理に責任を持つか、(iii)誰が CER 資産/資金の支払いに責任を持つか、(iv)積立制
度の管理コストはどの程度か、(v)そのコストは誰が負担するか、(vi)どのような基準で CER/資金を
分配するか。
ブラジルが第 32 回 SBSTA 会議において提出した意見書は、世界的積立制度の適切な額がどの程
度か決定することの複雑さを強調していた。例として、CCS プロジェクトにおける非恒久性を長期
間にわたって明らかにすることは不可能であり、「(貯留されていた CO が漏洩などにより)元の状
態に戻ったことが確認された後に認証排出削減単位を取り消すシステムの実行は、その逆戻りが
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年後又は 500 年後に発生した場合は不可能であろう」と記載している。ブラジルはさらに、漏
出を予測する「統計的手法」は、漏出の発生確率と関連づけて考えることが困難であるため不確
実性が高いと主張した。
このような財政的な備えを提案している国が抱いているリスクの本質は、CCS プロジェクトが非
常に長期に亘るという点に端を発しており、その長期的な期間がすなわち「永久」であることに
鑑みれば、そのような期間に亘る世界的積立制度の現在価値(PV)は無に等しいということを示して
いる。つまり、世界的積立制度の目的によっては、このような財政規定の直接的な意義はないよ
うに思われる。
当インスティテュートとしては、非恒久性に関する問題の解決策として、より市場に適した改
善策(すなわち、保険商品など。)及び/又は国が定める救済策(すなわち、法的要件など。)を強く望
む。当インスティテュートは、貯留サイトの特性把握及び選定において、現在における(そして時
間の経過とともに改善され続ける)最良の手順及び科学的基準に基づいて規制承認が付与されるこ
とにより、非恒久性のリスクがその他の大規模クリーンエネルギーのリスク以上ではないと合理
的に判断することができると考える。
また、当インスティテュートは、その土地に適した規制取決めを整備するために、ホスト国に
よる政策決定をさらに重要視すべきであると認識している。これにより、プロジェクト参加者が
事前に明確かつ確かな法令順守のインセンティブを持つことで、不足分が生じた際にその場で穴
埋めすることを確実にすることにつながる。実際に、当インスティテュートは、特に CCS プロジ
ェクトを承認するための合理的かつ十分な規制枠組みの策定支援において、現在多くの途上国と
関わりを持っている。
囲み 1 は CER による積立の要件が CCS プロジェクトに及ぼす潜在的影響を表している。ただし、
これには(工学的、科学的及び規制的に)ベストプラクティスの手法が適用されれば発生しない可能
性が高い事象に対するコストについても、実質的に計上されている。例えば、豪州政府は漏洩が
ゼロである場合についてのみ、貯留活動に規制上の承認を与えると明言しており、CER の一部を
切り離す必要性自体について疑問視している。
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囲み 1―大規模 CCS プロジェクトにおける 5％の CER 積立て
CCS プロジェクト‐想定
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囲み 1 は、年間 100 万トンの CO を貯留する仮想的な大規模 CCS プロジェクトの 5％積立てに関
する機会費用を表している。BAU（business as usual）(プロジェクトが開始されなかった場合の排
出量及び投資額)への追加分として充当される削減量を、純粋に任意値として年間 50 万トンの CO
と想定した。また、この任意の削減量が、結果としてプロジェクトに対して発行された CER 数と
なることに留意したうえで、CER 当たり 10 米ドルという平均的な炭素価格に対して 5%の積立て
義務を適用すると、40 年間というプロジェクト期間で約 4,500 万米ドルの機会費用に相当するこ
とになる。この推計における CER 数及び炭素価格の仮定は明らかに保守的である(ますます厳しい
排出量削減目標が締約国により合意されるに伴い、炭素価格は時間の経過とともに大幅に上昇す
ると予測される)。
当インスティテュートは、世界的積立制度に関する議論で最も重要な点は、公正とモラルハザ
ードの問題だと考える。慎重かつ着実に、適切な貯留サイトを選定することで、漏洩による正味
効果の逆転(すなわち、サイトからの漏出がプロジェクトによって達成された排出削減残高を上回
ること。) のリスクが緩和され、これによって世界的積立制度のような規定の必要性が低下する。
また、世界的積立制度は、既に存在する一連の財政規定の遵守要件に対して更なる管理上の複雑
さを与えるだけであり、最終的に発生しないような事象のために CCS プロジェクトにペナルティ
ーを課すことによって、その他の低減方法と比較して CCS プロジェクトをさらに、かつ、過度に
不利にする。その上、ホスト国に対してその承認プロセスに実質的な「無罪放免カード(get out of
jail free card)」を与えることになり、このような積立てによってモラルハザードが発生する可能性
が高くなる(すなわち、何らかの方法でリスクから保護されている締約国は、保護されていない場
合とは異なる行動をとる。)。このような規定はホスト国に対して「保険」のような役割を果たす
ため、保険商品及びその他の革新的な金融サービスを提供する民間部門によるソリューションの
参入を更に妨げる可能性がある。
当インスティテュートは、5%規定に設計上優れている点が 1 つあることを認めている。それは、
CCS プロジェクトによって発生する CDM の CER 資産の質が守られることである。これにより、
CCS による緩和のために「暫定 CER」などの新規資産を設ける必要がなくなる。また、非恒久性の
ために債務不履行(default)のリスクがあるという誤った認識に基づいて、買取り業者が CER の市場
価格を割り引かなければならないと考える衝動を軽減できる。
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越境 CCS プロジェクトの問題

当インスティテュートは、越境プロジェクトは CDM において許可されるべきであり、全ての関
連する問題は、効果的な管理手法によって適切に管理及び解決できると確信している。しかし、
当インスティテュートは、いくつかの救済措置が UNFCCC の管理範囲外にあることも認識してい
る。このため、越境プロジェクトは、国内法及びそれらの管轄地域内で適用される関連国際法の
両方と整合が取れている必要がある。
CDM おける CCS の既存の M&P に記載されるように、CDM は越境による影響について既に検討
している。例えば、決議 -/CMP 7 の附属書 G(審査及び登録)、10(D)項では、「予測される越境影響
を含む環境及び社会環境上の影響評価」について言及しており、附属書 I(検証及び認定)の 16 (g)項
では、「意図的でない越境影響があるかどうかを判断する」ことに言及している。
越境プロジェクトの問題は主に次の二種類に分けられる：(i)CO の越境移動の法的扱い及び(ii)一
つの管轄地域から別の管轄地域及び/又は複数の管轄地域への CO の移動に対応するための CDM
に関する遵守条件。
2
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越境プロジェクトを検討する場合、以下を含むいくつかの重要な法的問題が挙げられる：CO の
分類、国際及び国内協定の下での CO 輸送の法的扱い、生じ得る又は既に存在する責任及び CO
インフラの管理体制に及ぼす影響、管轄区域と規制機関の交錯など。
上述のとおり、越境 CCS プロジェクトのための多くの遵守条件が、以下を含む様々な国際条約
で定められている。
・ 廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドン条約)（The
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter
(London Convention)）
・ ロンドン条約のロンドン議定書(London Protocol)(及び第 6 条改正)
・ 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条
約)(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their
2
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Disposal (Basel Convention))

海底下の地層に CO を貯留するための CO の越境輸送の問題は、最近ロンドン議定書第 6 条の
改正で取り上げられている。ロンドン議定書は、下記の条件に適合した場合につき、回収プロセ
スからの CO を海底下の地層へ貯留するための処分について規定している。
・ 廃棄物は極めて高い割合(overwhelmingly)の CO であること。
・ 原材料並びに回収及び貯留プロセスで発生した付随的物質が廃棄物に含まれている場合が
あること。
・ 処分の目的でいかなる廃棄物その他の物も加えられていないこと。
しかし、第 6 条は現在のところ、「締約国は、海洋における投棄又は焼却のために廃棄物その
他の物を他の国に輸出することを許可してはならない」として、沖合の地層貯留のための CO の
越境輸送を禁止している。
改正は、「関係国間における合意又は協定があることを条件に、附属書 1 に基づく処分目的で
CO の輸出をすることができる」としている。またこの改正は、受入国が事前に承諾したうえで、
両国が「ロンドン議定書の CO 隔離ガイドライン(London Protocol’s CO Sequestration Guidelines)」
(すなわち、規制機関のための許可に際するリスク評価及び管理についての詳細なガイドライン。)
を適用することを提案している。CDM における越境 CCS プロジェクトのために策定された M&P
がこれらの外部要件を遵守し、満たすことが必要となる。
この改正を発効するために必要とされる 3 分の 2 の締約国による批准は未だされていないが、
審議では締約国間でのいくつかの無視できない対立と問題が明らかになっている。現在この改正
を批准している締約国は 1 ヶ国のみである。
その他いくつかの国際的な規制制度も、越境 CCS 活動に影響を及ぼす可能性がある。特に、特
定の環境保護又は廃棄物の国際的移動を管轄している制度がそれである。
バーゼル条約、有害廃棄物のアフリカへの輸入禁止及びアフリカ内における有害廃棄物の越境
移動の規制に関するバマコ条約(Bamako Convention on Ban on Import to Africa and Control of
Transboundary Movement within Africa of Hazardous Wastes) (1991 年)などの危険廃棄物の越境輸送に
ついて管理する国際的及び地域的な協定は、これらの条約が管理する物質として CO を含めるこ
ととなった場合には、CCS 活動に対して新たな制約又は遅延をもたらす可能性がある。しかし現在
のところ、CO はいずれの条約においても規制対象物質として掲載されていない。
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しかし、バーゼル条約によって管理される物質のリストに CO が含まれた場合、その越境輸送
を管理する多くの管理規定が適用されると考えられる。特に、個々の国が領土内の CO 通過を事
実上禁止する可能性が高くなる。
国又は地域レベルでは、安全衛生、責任、計画及び環境保護を管轄する規制体制の相違も、CO
の越境輸送に係る活動を難しくする可能性がある。統一的な規定がない場合には、輸送活動は必
然的に国内法規の解釈次第とならざるを得ない。
CO の地層貯留に関する欧州連合(EU)指令(指令 2009/31/EC)第 24 条では、CCS の輸送に関する規
定はごくわずかであり、輸送についての規制の大部分を各政府に委ねている。例えば、「CO の越
境輸送、越境貯留サイト又は越境貯留コンビナートの場合、関係加盟国の所轄官庁が共同で本指
令及びその他関連する共同体における法令の要件を満たすこと」と記載されている。
CDM に越境 CCS プロジェクトを含めるうえでの制度的な手順については、CMP 7 において第 2
約束期間のために正式に採択された 2006 年温室効果ガスインベントリのための IPCC ガイドライ
ン(2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories)(第 5 章、CO の輸送、圧入及び地中
貯留)に、ある国で回収され、他国で貯留するために国境を越えて輸送された排出量を報告するた
めに定められた手法の概要が記載されている(第 5 章 5.20 を参照)。
以下に示す四つの一般的な越境プロジェクトのシナリオが紹介されている。
・ ある国で回収され、貯留のため別の国に輸出された CO の移動。
・ 二ヶ国以上で回収され、貯留のため別の国に輸出された CO の移動。
・ 圧入 CO が別の国の地下又は大気中へ移動又は漏出する。
・ 二ヶ国以上にまたがって位置している貯留層を共有する。
ガイドラインでは、国境を越える貯留層からの排出を報告する際の責任に関する指針について
も記載されている。これは、CO の漏出/漏洩が発生した際の CER(又は同等のもの)の放棄に関する
責任に準用することも可能と言える。
例えば、ガイドラインでは以下を提案している。
シナリオ
CO の回収
輸送システム
CO の貯留
1
A国
輸出
B国
2
A 国、 …、n 国
輸出
B国
3
A国
漏出
B国
4
A国
輸出
B 国、…、n 国
報告義務：
回収された CO 、輸送/貯留からの脱漏；輸出される CO
輸入された CO 、輸送/貯留からの脱漏；圧入作業及び貯留サイトからの CO
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としての越境 CCS プロジェクトでは必ず途上国での CO の回収が含まれ、貯留は附属書 I
国及び 又は別の途上国で行われる。したがって、附属書 I 国で CO を回収し、途上国へ輸送及び
貯留することが CER の創出には適切ではないことは明らかであるが、そのような取引によりホス
CDM
/
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ト国である途上国への純利益を示すことができれば、他の二国間及び/又は多国間の協定を通じて
取引を可能にすべきである。
CO の輸送方法はパイプライン経由となる可能性が最も高いが、車両、鉄道又は船舶による輸送
も含まれる可能性がある。CO パイプラインの質については責任の所在を明確にする必要があると
考えられる。また、複数の締約国が CO の貯留に関与する場合(シナリオ 4)、各締約国の長期的な
責任分担について事前の合意が必要であり、可能なかぎり CO の輸入割合に基づいて責任を負担
すべきである。
しかし、これによって二ヶ国以上の指定国家機関(DNA)において、新たに法的関係及び責任につ
いて整備、実行する必要性が生じる。つまり、これは、長期的責任の取決め並びに算定方法及び
報告要件についての合意を含め、当該プロジェクトに関与及び/又はプロジェクトから影響を受け
る可能性がある全ての DNA の承認を必要となることを意味する。
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結論

当インスティテュートは上述の全ての主張により、CER の世界的積立制度の創設を支持しない。
当インスティテュートは、CDM において越境 CCS プロジェクトのための容認可能な M&P を定義
することが SBSTA の責務であると考えているが、ロンドン議定書第 6 条の改正の発効を促進する
ことにも緊急性があると考えている。この改正が法的拘束力を持つには、ロンドン議定書締約国
の 26～27 ヶ国による批准が必要であるが、偶然にもほぼ同数の UNFCCC の締約国でもある国が
CDM における CCS に対して明確な支持を表明している 。
当インスティテュートは、一連の適切な M&P によって CDM における越境 CCS プロジェクトを
早急に実施するべきであると考えている。また、当インスティテュートは、改正ロンドン議定書
の早期批准にあたり、SBSTA が、各国に対してノルウェーに続くよう働きかけるという別の役割を
担うことも検討すべきと考えている。
当インスティテュートは、これらの課題をさらに検討し、CCS などの主要な緩和技術の展開にど
のように適用できるか、またどのように影響を及ぼすかを検討するため、SBSTA の 2012 年作業計
画(ワークショップを含む)へ参加することを歓迎している。
1

ロンドン議定書締約国：デンマーク、ドイツ、英国、南アフリカ、バヌアツ、スペイン、ノルウェー、ト
リニダード・トバゴ、グルジア、カナダ、スイス、スウェーデン、オーストラリア、アイルランド、ニュー
ジーランド、アンゴラ、アイスランド、トンガ、フランス、エジプト、セントクリストファー・ネイビス、
ルクセンブルク、ブルガリア、サウジアラビア、ベルギー、メキシコ、スロベニア、バルバドス、中国、イ
タリア、スリナム、日本、ケニア、シエラレオネ、マーシャル諸島、オランダ、韓国、ガーナ（緑字=CDM
における CCS の既知の支持国）
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