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 概要:  

本ウェビナーは、世界銀行の報告書「State and Trends of Carbon Pricing 2021」の公開に合わ

せて開催された。同報告書は、世界銀行が毎年発行しており、地域・セクター・企業レベルのカーボ

ンプライシングの最新動向を提供している。2020 年の状況として、COVID-19 による不況において

も、多くのカーボンプライシング施策が順調に運用されたこと、新たに排出量取引制度及び炭素税

が導入され、拡大傾向が見られること、一方で大半の炭素価格設定が求められるレベルより低いこ

と、が紹介された。加えて、企業のネットゼロ目標設定が活発化することに伴いクレジットの需要が増

加したこと、クレジットに関する共通基準設定の動きが見られること、インターナルカーボンプライシング

を導入する企業が増加していること、についても言及された。 

また、欧州排出量取引制度（EU-ETS）の動向、2021 年から導入された中国排出量取引制度

（C-ETS）の動向、スイスの大手再保険会社である Swiss RE のインターナルカーボンプライシングを

含むサステナビリティの取組、について各登壇者から発表が行われた。 

 

 開会挨拶 [Wendy Hughes, World Bank] 

 「State and Trends of Carbon Pricing 2021」は、世界銀行が毎年発行しており、地域・セクター・

企業レベルのカーボンプライシングの最新動向を提供している。 

 カーボンプライシングは、市場シグナルの設定、ネットゼロ経済移行に向けた投資において重要な役

割を果たす。また、コスト配分効果を考慮した公正な移行の確保が求められる。 

 本レポートのハイライト：2020 年はパンデミックによる不況に関わらず、カーボンプライシング施策にポ

ジティブな傾向が見られた。中国排出量取引制度の導入、欧州グリーンディール復興施策の一環と

しての欧州排出量取引制度の更新が行われた。また、実施中の 64 のカーボンプライシング施策は

世界の GHG排出の 20%をカバーし、これによる歳入は昨年より 17%増の 530億ドルであった。 

 しかし、多くの地域での炭素価格は、炭素価格ハイレベル委員会が 2℃目標達成に沿った価格帯

として推奨している 40～80 ドル／tCO2 よりはるかに低く設定されている。40 ドル/tCO2 以上に設

定されている炭素価格がカバーしている世界の排出量は 5％以下に過ぎない。 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35620
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35620
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 各国がパンデミックからの復興プロセスを開始しており、カーボンプライシング施策は歳入増加を可能

にし、包摂的でレジリエント、かつ低炭素な復興機会を創出する。 

 

 発表：2021年レポートの概要 [Marissa Santikarn, World Bank] 

[2021年レポートのテーマ] 

 2021年レポートのテーマは以下の３つ。 

 COVID-19 による経済社会の変化はカーボンプライシング施策にどう影響したか？ 

 ネットゼロ目標を掲げる政府及び企業にとってカーボンプライシングはどのように活用されるか？ 

 ネットゼロ達成の枠組みにおいてカーボンプライシングはどのように位置付けられるか？ 

[2020年の炭素税と排出量取引の動向] 

 多くの国がネットゼロ目標を設定し、より野心的なカーボンプライシング施策を導入した。それらには、

EU、カナダ、ドイツ、アイルランド、ニュージーランドが含まれる。特に EUETS では、先週に排出枠価

格が過去最高である 55 ユーロを超えるなど、ポジティブな動きが見られる。 

 各国が野心的な気候政策と自国産業の競争力の両方に取り組むこと意識し、炭素国境調整措

置（CBAM）の可能性を検討し始めた。特に EUでの検討が最も進んでいる。 

 また、世界中でいくつもの炭素税や排出量取引制度が新たに導入された。 

 2021 年現在、世界で 64 の炭素税もしくは排出量取引制度が運用されており、世界の GHG 排

出の 21.5%をカバーしている。 

 特に 2021 年から中国で排出量取引制度が導入されたのはビッグニュースであり、世界最大の排出

量取引制度となる。初期段階では発電セクターを対象とし、同国排出の 30%をカバーする。 

 欧州では、ドイツと英国で新たに国内炭素市場が導入された。ドイツの（燃料由来の CO2 排出を

対象とした）「国家燃料排出量取引制度（National fuel emissions trading system）」では、

25 ユーロの固定価格から開始され、2025 年までに段階的に 55 ユーロまで引き上げる予定。英国

の排出量取引制度では、先日最初の排出枠オークションが実施され、その後の取引価格は 70 ド

ルに達した。排出キャップは、同国の 2050年ネットゼロ達成のシナリオに沿って調整されている。 

 欧州では、ルクセンブルグとオランダで炭素税が導入され、30 ユーロの課税がされており、EU-ETS の

取組を補完するものである。 

 メキシコでは、地方自治体により炭素税が導入された。 

 また今後想定される動向としては、ウクライナが 2025年に国家排出量取引制度を開始予定である

こと、米国東海岸地域の交通由来の CO2 排出を規制する「交通と気候イニシアティブ

（Transportation and Climate Initiative: TCI）」の検討が進展していること、インドネシアで発電

セクターを対象とした排出量取引制度が検討されていること、などが挙げられる。 

[経済不況によるカーボンプライシングへの影響] 

 COVID-19 による経済不況にも関わらず、ほとんどのカーボンプライシング施策は安定的に運用され、

計画の重大な遅れは発生しなかった。 

 また、価格への大きな影響もなく、安定性と強靭性はポジティブなサインとして捉えられる。多くの排

出量取引制度で一時的な排出枠の価格の落ち込みは見られたが、価格や供給調整メカニズムに
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より安定化に成功した。これにより、15 年前の経済不況による長期的悪影響を踏まえると、今回は

市場の信頼を獲得したと言える。 

[炭素価格の現状] 

 現状、炭素価格は 1 ドル以下から 140 ドルまで大きな幅がある。これは、各地域でカーボンプライシ

ングの種類や対象が異なり、施策の役割が異なることに起因する。世界銀行の炭素価格ハイレベ

ル委員会が 2℃目標達成に沿った価格帯として推奨している 40～80ドル／tCO2によりカバーされ

ているのは、世界の排出量の 3.76％に過ぎない。 

[カーボンクレジット制度の動向] 

 経済不況にも関わらず、より多くの関心が寄せられ、2020 年のクレジット発行量とプロジェクト登録

数は前年比で 10%増加した。特に、Verraや Gold Standardなどの独立系クレジット制度でのシェ

ア拡大が目立った。また、オーストラリア及びカリフォルニア州を中心に国内クレジット制度でも発行量

が増加した。 

 2019 年のクレジット需要は 2018 年比で 6%増加しており、自主的な気候変動目標の増加が主

要因である。これと比較すると、国内カーボンプライシング制度による需要は小さく、量的及びクレジッ

ト種別による制約が設けられていることが要因である。今後は、カナダ及び中国の排出量取引制度

でクレジット使用が認められ、需要増加が見込まれる。 

 近年、企業のネットゼロ戦略におけるクレジットの役割について活発な議論がされているが、企業は

自らの排出削減を優先し、オフセットは補完的及び暫定的な役割を担うという点についてはコンセン

サスが形成されつつある。クレジットの環境十全性は重要視されており、検討課題として残っている。

クレジットに関する最小限の共通基準を適用する動きはあるが、今後数年間は自主的炭素市場の

多様性は維持され、共通基準を満たさないクレジット制度も継続すると思われる。 

[インターナルカーボンプライシングの動向] 

 時価総額ベースでの世界上位 500 社の内、半分近くがインターナルカーボンプライシングを導入もし

くは 2 年以内に導入予定であり、2019 年比で 20%増加した。導入企業の多くはエネルギーセクタ

ーだが、近年金融セクターでの導入の増加が著しい。また、企業によるインターナルカーボンプライシン

グの導入と SBT目標の設定には強い相関が見られる。 

 

 発表：2020年の欧州炭素市場の動向 [Polona Gregorin, European Commission] 

[EU-ETSの現状] 

 2020 年の欧州炭素市場は、COVID-19 によるロックダウンの影響にも関わらず、全体として非常に

良いパフォーマンスであり、市場関係者を驚かせた。炭素価格シグナルは堅調で、過去最高価格に

達した。これは、欧州グリーンディールへの高い関心が一つの要因であった。 

 EU-ETS による 2020 年の排出削減量は-13%で、もちろん COVID-19 の影響は一つの要因である

が、その前年も-9%削減しており、実質的な削減を実現している。特に、価格シグナルにより発電セ

クターにおける石炭から天然ガスへの転換及び再エネ増加が起きた。 

 欧州グリーンディールは EU-ETS の今後の展開を支える主要な戦略である。2019 年に欧州議会が

2030 年の削減目標（1990 年比）を 40%から最低 55%に引き上げたことを受け、EU-ETS を含
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めた施策見直しを行っている。欧州議会は 2021年 7月までに EU-ETSの修正案を作成予定であ

る。 

[EU-ETSの展開] 

 EU-ETS の修正案には 2 つの要素がある。一つ目は、発電、産業、域内航空のセクターを対象とし

た現行制度における規制強化である。二つ目は、現行制度で対象としていないセクターへの対象拡

大であり、建築物及び道路交通セクターが想定される。現時点では、対象を拡大する場合、現行

制度とは区別された制度として開始することを想定している。これは、まず信頼性の高いモニタリン

グ・報告・検証の仕組みを確立すべきという過去の経験に基づいている。 

 また、EU のパリ協定におけるコミットメントに沿って、域内海運セクターも EU-ETS の対象とする予定

である。 

 また、域外へのカーボンリーケージへの対処を目的として、炭素国境調整措置を導入する可能性が

ある。 

 

 発表：中国排出量取引制度の現状 [Duan Maosheng, Tsinghua University] 

[C-ETSの現状] 

 既に C-ETS は導入されているが、最初の排出枠取引は 2021 年 6 月に行われる予定である。現

在、登録簿と取引システムのテスト運用最終段階にあり、また発電セクターは 2021 年 4 月末まで

に、その他セクターは 2021年 9月末までに排出量を報告することが政府から要求されている。省政

府が排出報告検証の責任を負っており、発電セクターは 2021 年 6 月末までに、その他セクターは

2021年末までに、検証を完了することが政府から要求されている。 

 発電事業者への無償割当の配分は 2021 年 9 月末までに調整され、2019 年から 2020 年の期

間の排出に対する排出枠の償却は2021年末までに行う必要がある。また、省政府は政府に2021

年 6月末までに発電事業者のリストの提出が求められている。 

 義務の不履行に対する罰金は 1500～3000 ドル程度と非常に限定的だが、規制遵守を促進する

ために罰金制度以外にも様々な措置を実施予定である。現在の C-ETS の法的根拠は省令という

低いレベルにあることから、（最高国家行政機関である）国務院による法制化を進めている。 

 排出枠に関するオークションは今年実施されない可能性が高いと思われるが、事業者が規制遵守

する際の市場流動性に問題が見られる場合には実施される可能性がある。 

 これまで地域排出量取引制度でカバーされていた発電セクターについては、C-ETS 導入後は、C-

ETSからのみ規制対象となる（規制対象として複数制度で重複しない）。 

[C-ETSの展開] 

 対象セクター拡大が想定される。 

 排出ピーク目標に沿った制度の見直しが必要になる。一つは、現在の原単位ベースから絶対値ベ

ースのキャップへの移行であり、既にエネルギー多消費産業ではピークアウト目標に沿った削減計画

を策定しており、絶対値キャップの設定は論理的と考える。もう一つは、オークションへの段階的移行

であり、またオークション収入使途の検討が必要である。 

 市場安定化措置を実務的に機能する施策として検討することも必要である。 
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 発表：Swiss REのカーボンプライシング及びサステナビリティへの取組 [Patrick Saner, Swiss RE] 

 Swiss Re の排出削減コンセプトは「自分達のベストを尽くし、残り（レスト）を除去する」であり、可

能な限り自社排出削減を行い、残り排出についてはオフセットを購入し、最終的には炭素除去へと

移行する。 

 過去 20 年間に渡って排出削減に取り組み、従業員当たり排出量を 2003 年比で 80%削減する

と共に、金融資産の ESG評価を行い、ポートフォリオの排出原単位を 5年間で 50%削減した。 

 2021 年からは、より高い内部炭素価格を設定し、Swiss Re は世界で初めて排出に 100 ドル超の

炭素税（Carbon Steering Levy）を導入した多国籍企業となった。2021 年時点の価格は 100

ドルであり、2030 年までに段階的に 200 ドルまで引き上げていく。100 ドルは国連グローバルコンパ

クトの推奨値に基づいており、200 ドルは高品質な炭素除去クレジットの想定価格に基づいている。 

 炭素税の適用方法は、まず全レベルの意思決定において炭素税額を考慮し排出削減を促し、次

に税収により設立される基金を活用して高品質な炭素除去クレジットを購入する。 

 Swiss Re では、2030 年までの削減計画、オフセット調達予算計画を策定済みであり、2030 年ま

でに自社の直接排出について、100%高品質な除去クレジットを活用しつつネットゼロを達成する計

画である。また、金融資産を含む間接排出については 2050年までにネットゼロを達成する。 

 Swiss Re では、サステナビリティの取組を透明化しており、外部にも積極的に共有している。 

 

 質疑応答 

Q1：EUはNDC目標達成のためにどのようにパリ協定 6条を活用するか？また、自主的炭素市場の役

割についてどう考えるか？ 

A1（Polona Gregorin）：EU の削減目標は国内施策を対象としており、海外クレジットの使用は想

定されていない。長期的には 2050 年カーボンニュートラル達成のために、残余排出を排出除去によって

オフセットする必要性が生じると想定されるが、現時点では目標達成のためにオフセットを施策に組み込

むことには慎重である。オフセットは必要な排出削減を代替できるものではないこと、クレジットの品質や供

給安定性に懸念があること、が理由である。 

 

Q2：C-ETS ではボランタリークレジットの使用が認められるか？また、CORSIA の適格性ユニットとして認

められているクレジット制度と C-ETSの関係性はどうなるか？ 

A2（Duan Maosheng）：C-ETS では国内のクレジット制度（CCER）の使用のみ認めており、CCER

は CORSIAの適格性ユニットでもある。 

 

Q3：短中期的な気候戦略において、どのように炭素除去クレジットについて検討しているか？ 

A2（Patrick Saner）：2021 年においては、排出の 90%をオフセット（削減・吸収）、10%を除去す

る。しかし、炭素除去技術はいまだ揺籃期にあり、長期的かつ段階的に取り組んでいく必要がある。 

 

作成：渡辺 潤 


