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2022年3⽉1⽇号︓
EUタクソノミー︓天然ガスと原⼦⼒に関する補完的委任法令採択
⽇EUの産業協⼒促進の⼀環として、⽇本の視点でEUの政策情報を皆様に発信する「欧
州グリーンディール・EU Policy Insights」。気候変動対策である欧州グリーンディール
に焦点を当て、毎⽉最新情報をお伝えしています。
※緑太字下線の⽤語は、後半の⽤語解説に詳細を記載しています。
2021年6⽉に採択された第⼀弾のEUタクソノミー分
類基準（欧州委員会委任法令（Delegated Act）。
以下「第⼀弾DA」という。）は2022年1⽉より施
⾏となり、対象となる９セクターへの適⽤が開始さ
れた。この第⼀弾DAで判断が先送りされていた天然
ガスと原⼦⼒について、欧州委員会は今⽉２⽉２⽇、
原⼦⼒および天然ガスによる発電等の経済活動をEU
タクソノミーに含める内容の補完的委任法令

（CDA︓Complementary Delegated Act）を採択
した。今後、欧州議会と理事会の審議で否決されな
い限り（後述のとおり否決には厳しい要件が必要）、
2023年1⽉から適⽤開始されることになるが、原⼦
⼒とガスを「タクソノミー適合」と認定することに
ついては各⽅⾯に波紋が広がっている。
本号では、CDA（補完的委任法令）採択の経緯と概
要、今後の展開について解説する。

（EUタクソノミーに関する基本的な理解を前提として議論を進めますので、概論については前号「EUタクソ
ノミー概説」（2022年1⽉31⽇号）をご参照ください。）https://www.eu-japan.eu/ja/eu-policy-insights

CDA（補完的委任法令）採択に⾄るまでの道程
原⼦⼒とガスに関するタクソノミー適合・⾮適合の
議論は、実質的には2020年頃から本格化し、それか
ら約２年間、欧州委員会が中⼼となり多くの科学者、
業界団体その他ステークホルダーを巻き込みながら
膨⼤な調査と濃密な議論が⾏われてきた。ひとつひ
とつの調査レポートは相当のボリュームなのでご関
⼼ある⽅は脚注の出典をご参照頂くことにして、こ
こでは、今回のCDA（補完的委任法令）発表に⾄っ
た紆余曲折の道程を簡潔に振り返る。
前号でも触れたとおり、第⼀弾DAの検討において、
原⼦⼒発電は炭素排出が少なく気候変動の緩和とい
う環境⽬的には貢献すると認識されていたが、放射
性廃棄物などの問題から他の環境への影響ならびに
「Do No Significant Harm（DNSH）」基準の観点
から、さらなる調査が必要とされた。これを受けて
(*1) Technical assessment of nuclear energy with respect
to the ʻdo no significant harmʼ criteria of Regulation (EU)
2020/852 (ʻTaxonomy Regulationʼ)
(*2) Group of Experts on radiation protection and waste
management under Article 31 of the Euratom Treaty
(*3) Scientific Committee on Health, Environmental and
Emerging Risks
(*4) Opinion of the Group of Experts referred to in Article

欧州委員会は、第⼀弾DAでの提案を⾒送り、詳細な
調査プロセスを⽴ち上げた。
まず、欧州委員会の科学的専⾨チームである共同研
究センター（JRC︓Joint Research Centre）が上記
の観点で詳細な技術的調査を⾏い、2021年3⽉に
Technical Reportを提出した(*1)。このJRCレポー
トはさらに専⾨家グループ（Group of Experts）
(*2) およびSCHEER(*3) により再調査され、2021
年7⽉に両機関の意⾒書が出揃った。その中で専⾨家
グループは、EU加盟国の既存の安全基準・廃棄物処
理規制への遵守は⾼いレベルの環境保護を確保して
いるとしてJCRの調査内容を概ね⽀持(*4)。⼀⽅、
SCHEERは、放射能物質の環境への影響等について
JCR意⾒よりも保守的な⾒⽅を⽰した(*5)。
31 of the Euratom Treaty on the Joint Research Centreʼs
Report Technical assessment of nuclear energy with
respect to the ʻdo no significant harmʼ criteria of Regulation
(EU) 2020/852 (ʻTaxonomy Regulationʼ)
(*5) SCHEER review of the JRC report on Technical
assessment of nuclear energy with respect to the ʻdo no
significant harmʼ criteria of Regulation (EU) 2020/852
(ʻTaxonomy Regulationʼ)
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CDA（補完的委任法令）採択に⾄るまでの道程（前ページより続き）
それぞれの調査結果を踏まえて、欧州委員会はCDA
（補完的委任法令）案を作成し、昨年12⽉31⽇、諮
問機関であるサステナブル・ファイナンスに関する
プラットフォーム（Platform on Sustainable
Finance）および加盟国専⾨家グループ（Member
States Expert Group on Sustainable Finance）に
提⽰した。
これに対しプラットフォームは1⽉21⽇付けで⾒解
を公表。欧州委員会が⽰したTSCのうち、ガス⽕⼒
については施⾏済の再エネ等における排出上限に⽐
べて基準が緩く、タクソノミー規則の環境⽬的の1
つである気候変動の緩和との整合性を疑問視した。
原⼦⼒発電については、排出量が少なく「６つの環
境⽬標」の気候変動の緩和には貢献するが、そもそ
もDNSH原則に合致しない、すなわち、循環型経済
への移⾏や汚染の予防と管理といった原則を満たし
ているとは⾔えないと評価した。また、⼗分な検討
やアセスメントを実施していないとしてプロセス⾯
の問題も強く批判した。

プラットフォームからの否定的な⾒解を受けてもな
お、欧州委員会は、今⽉２⽉２⽇、⼤筋は変えず
CDA（補完的委任法令）の採択に踏み切った(*6)
（情報公開等の規定を⼀部改定）。さらなる検証や
パブコメを実施すべきという声や、欧州議会の公式
な諮問を経ていないことへの批判、超党派の議員ら
の反発も取沙汰されているが、これについて欧州委
員会は、原⼦⼒とガスに係るタクソノミーの議論は
この数ヶ⽉で⾏われたものではなく、⻑年にわたる
検討の過程で、専⾨家や議会その他ステークホル
ダーと協議は尽くしたと説明。また、タクソノミー
はあくまでサステナブル・ファイナンスのための分
類基準であり、各国のエネルギー政策や電源構成を
決めるものではない点を強調している。

(*6) 全加盟国の公⽤語に翻訳され次第、正式採択と
なる。

主な技術スクリーニング基準（TSC）
天然ガスと原⼦⼒関連の各経済⾏動に関するタクソノミー適合となるための要件は、ANNEX to the
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) amending Delegated Regulation (EU) 2021/2139 as
regards economic activities in certain energy sectors and Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as
regards specific public disclosures for those economic activitiesに定められている。以下に主な項⽬を挙
げる。
【天然ガス（fossil gaseous fuels）】
対象は、天然ガスを⽤いた発電、コジェネ、熱製造（地域冷暖房）。
要件は、ライフサイクル全体での温室効果ガス（GHG）排出量100g/kWh未満（CO2換算）。
ただし、2030年末までに建設認可を受ける施設については、
・GHG直接排出量270g/kWh（CO2換算量）未満、または、施設の年間GHG直接排出量が
20年間平均で550kg/kW（C02換算量）以下
・当該ガス⽕⼒発電の発電量と同等の発電量を再エネでは効率的に発電できないこと
・既存の多排出な発電設備を代替するものであること、等の要件の全てを満たすもの。
現段階でまだ実⽤化に⾄っていない技術開発中の次世代⽕⼒発電技術、GTFC（ガスタービン燃料電池複合発
電）でも280g/kWh程度といわれ、CCS（⼆酸化炭素回収・貯留）がないと達成できないレベルの厳しい閾
値である。尚、炭素回収や低炭素ガスの使⽤など排出削減対策がとられている場合には、別途設定されてい
る基準に適合する必要がある。
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主な技術スクリーニング基準（TSC）（前ページより続き）
【原⼦⼒】
対象は、原⼦⼒発電所の新設については「利⽤可能な最良の技術」（BAT）を⽤い、2045年までに建設許
可を取得済の施設、また、既存の発電所の改修については、2040年までに運転延⻑の許可を取得済の施設。
要件は、（１）ライフサイクル全体でのGHG排出量100g/kWh未満（CO2換算）、（２）欧州原⼦⼒共同
体（EURATOM）条約や関連する法令、国際原⼦⼒機関（IAEA）等の規制、EU環境法、加盟国の規制の遵
守、（３）放射性廃棄物の管理および廃炉のための基⾦・計画、（４）極低レベル、低レベル、中レベル放
射性廃棄物処理のための、稼働中の最終処分施設、（５）⾼レベル放射性廃棄物最終処分施設の稼働計画
（2050年まで）、（６）事故耐性燃料（ATF︓accident-tolerant fuel）の利⽤（2025年以降）など、全
てを満たす必要がある。

仏・英における最近の原⼦⼒関連の動き
気候変動対策を強化するため、フランスやイギリスを中⼼に原⼦⼒発電を積極活⽤する動きが
活発になっている。
フランスでは、オランド政権（社会党/中道左派）時代に原発⽐率を5割まで縮⼩する⽬標を掲
げたが、気候変動対策やエネルギーの⾃⽴確保の観点から⽅針転換。最近では全発電量におけ
る原⼦⼒発電の割合が約７割を占めている（2019年時点）。マクロン⼤統領（共和国前進/中
道・親EU）は昨年１１⽉の演説で、数⼗年ぶりに新規の原発建設を再開する計画を⽰し、欧州
加圧⽔型炉（EPR）を改良したEPR2の建設計画に⾔及。⾜許、マクロン⼤統領の動きは⼀層活
発化しており、2⽉10⽇には、フランス東部で原⼦⼒発電所向け低速蒸気タービンを製造する
ゼネラル・エレクトリック（GE）の⼯場を訪問し、エネルギー政策を発表。2050年までに
ERP2を6基新規建設する計画を明らかにした（さらに追加８基の検討も始める）。同⽇付、フ
ランス電⼒（EDF）はGEの低速蒸気タービン製造事業の⼀部買収合意を発表。同演説の中で、
マクロン⼤統領は稼働中の原発の運転期間を50年以上に延⻑することも検討すると発⾔した。
（https://www.gouvernement.fr/actualite/la-nouvelle-strategie-energetique-de-lafrance）
イギリスでも、ジョンソン英⾸相がCOP前の演説で、原発をベースロード電源にすると発⾔し
2035年までの電⼒脱炭素化に向けて原発を活⽤する⽅針。ロールス・ロイス社などが開発を急
いでいるSMR（⼩型モジュール炉）などの⾰新的な原⼦炉開発や技術の維持のために多額の基
⾦を創設している。また、昨年11⽉、イギリス政府は規制資産ベース（RAB）モデルの導⼊を
⽬指した「原⼦⼒資⾦調達法案」※を⽴案。RABはすでに⼤型インフラプロジェクトで採⽤さ
れている⼿法だが、原⼦⼒発電所建設を⽀援するための新たな資⾦調達アプローチとして注⽬
されている。イギリスでEDFが⼿掛けるSizewell Cプロジェクトへの適⽤が検討されている。
（※ https://www.gov.uk/government/news/new-finance-model-to-cut-cost-of-newnuclear-power-stations）
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CDA（補完的委任法令）のインパクト
繰り返しになるが、EUタクソノミーはエネルギー政
策ではない。エネルギー政策は依然として各国マ
ターであるから、原発やガス⽕⼒を含む電源構成は
各加盟国の裁量で決められる。EUタクソノミーは、
世界に数あるサステナブル・ファイナンス規制の基
準のひとつにすぎず、投資意思決定において参考と
なる分類情報を提供するものである。タクソノミー
適合であればEU taxonomy-alignedまたは
taxonomy-eligibleというお墨付きのようなものに
なり、投資家がより安⼼してサステナブルと銘打っ
た⾦融商品に資⾦を投じる効果を狙っているわけだ
が、⼀⽅で、タクソノミー適合でなくともグリーン
ボンドの発⾏は可能である。欧州委員会が説明する
ように、タクソノミーは絶対的な基準ではない。
ではなぜここまで世界的に重要視されるかといえば、
第⼀に、EUが定める（相対的に厳しく、細かい）基
準が国際ルール化され、サステナブル・ファイナン
スの分野でのグローバルスタンダードになっていく
可能性が⾼いことである。前号でも触れたが中国は
EUと共同で「コモン・グラウンド・タクソノミー」
を策定した。アジアでも、⾦融ハブのシンガポール
が同国独⾃のタクソノミー案を公表し、国内の⾦融
制度にとどまらずASEAN市場でのグリーンファイナ
ンスの基準化を⽬指している。また、タクソノミー
はEUの⾮財務情報開⽰ルール（2022年1⽉31⽇号
コラム参照）を通じてTCFD（気候関連財務情報開
⽰タスクフォース）にも繋がっており、⽇本では
2020年のスチュワードシップ・コード改訂を受け

て、機関投資家のみならず企業にとっても⾮財務情
報開⽰におけるサステナビリティの重要性はますま
す⾼まっている。
第⼆に、現在、タクソノミーの判定に必要となるレ
ベルのデータが整っておらず、特にグローバルで資
⾦調達を⾏う企業や機関投資家にとっては、サステ
ナブルファイナンス活⽤のためにはデータ作成・分
析体制を整えることが喫緊の課題となっていること。
第三に、EUの公的⾦融の投融資基準にタクソノミー
が準⽤される可能性が⾼いこと。欧州委員会ではそ
の⽅針を以前から⽰唆しており、すでに⼀部で実践
されている。たとえば、コロナ禍からの復興に充て
る巨額の補助⾦制度「復興レジリエンス・ファシリ
ティー」（RRF︓Recovery and Resilience
Facility）(*7) では、基⾦を利⽤する加盟国は計画
（RRP︓Recovery and Resilience Plan）を提出す
る際にDNSH基準適合の査定が義務付けられ、その
⼿順がCommission Notice (*8) において事細かに
定められている。EUは多種多様な補助⾦制度を設け
ているが、タクソノミー適合であれば、原⼦⼒や天
然ガスに関わる事業活動も公的な資⾦⽀援を受けら
れる道筋ができたという点で、今回のCDA（補完的
委任法令）は⼤きな意味をもつ。そしてその恩恵は、
直接投融資を受ける加盟国や事業体にとどまらず、
サプライチェーンを通じて広く産業全体に波及する
可能性があることもまた重要であろう。

(*7) REGULATION (EU) 2021/241 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 12 February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility
(*8) Commission Notice Technical guidance on the application of ʻdo no significant harmʼ under the
Recovery and Resilience Facility Regulation (2021/C 58/01)

今後の展開
CDA（補完的委任法令）は全加盟国の公⽤語に翻訳され次第、正式採択となり、欧州理事会と欧州議会での
審議が始まる。審議期間は４ヶ⽉で（必要があれば６ヶ⽉まで延⻑可能）、その間に否決しない限り、２３年
１⽉から適⽤開始となる。否決するためには、理事会では加盟国の少なくとも72%（すなわち27加盟国中20
カ国。EU⼈⼝の65%に相当。）の反対、欧州議会では過半数の反対が必要。
天然ガスと原⼦⼒をタクソノミー適合とする是⾮の議論は、EUのエネルギー安全保障と深く関わっている。
EUは天然ガスの調達においてロシアへの依存が⾼い。ロシアからの直接的な輸⼊は約23％だが、ウクライナ
やベラルーシからの輸⼊量のうち⼤半がロシア産ということを考えれば4割程度をロシアが供給していること
になる（次⾴ 図１）。
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今後の展開（前ページからの続き）
⾜許のウクライナ情勢、天然ガスパイプライン計画（ノルドストリーム２）凍結の発表、さらに⽶国政府に
よるノルドストリーム２関係役員への制裁など⽇々緊張が⾼まる。ロシア依存という地政学リスクが改めて
顕在化したこのタイミングで、第⼆弾タクソノミーを巡る議論はどう展開するか。また、原発をエネルギー
戦略の中⼼に位置づけるフランスと、20年以上も前から脱原発を掲げるドイツ（折しも緑の党が連⽴政権に
参加）の間で政治決着の⾏⽅はどうなるか。また、原発反対国のオーストリアが欧州司法裁判所に提訴する
といった報道や、脱原発NGOの反発、それに⼀部の機関投資家からの懸念表明など波紋が広がっている。
（図１）天然ガスの域外産出国別EU輸⼊割合（2019-2020年）

最後に
2050年の気候中⽴の⽬標に向けて、最終的には再⽣可能エネルギーへの転換を⽬指すEUの⽅針は変わらない。
あくまでもそこへ向かう移⾏⼿段として、厳格な条件を設けた上で原⼦⼒と天然ガスを活⽤するもので、第⼀
弾のタクソノミー分類が「⽩か⿊か」という判断であったのに⽐べると、今回のCDA（補完的委任法令）はト
ランジションの活動（タクソノミー規則10条2項）に位置づけられる。現状⽯炭に依存する加盟国が⼀⾜⾶び
に100％再エネ達成することは⾮現実的で、移⾏期のエネルギー源として現実的な判断がなされたものと⾒ら
れる。この欧州委員会委任法令案をもとに、前述の理事会、議会の判断のプロセスがどのように展開するか注
⽬される。
タクソノミーによる基準の制定は、詳細な定義や要件に踏み込む取組みであり、加盟国間でエネルギー事情が
⼤きくことなるEUでは意⾒対⽴や政治的リスクを招きかねない。それでも軋轢を恐れずダイナミックな議論を
主導する欧州委員会の姿勢は、先送りを続ければ気候中⽴への取組みが間に合わないという強い危機感の表れ
であろう。
⼀般財団法⼈ ⽇欧産業協⼒センター 主席研究員 新開 裕⼦
※本稿に記載の⾒解は執筆者の個⼈的⾒解であり、弊センターの公式⾒解ではありません。

■本レポートへのご意⾒、取り上げて欲しいトピックなどお知らせください。
■本レポートの定期配信をご希望の⽅はお申し込みください。
■⽇欧産業協⼒センターによるEUとの産業交流機会やセミナー情報等
各種ご案内もお送りする場合があります。
■配信希望およびお問い合わせ先 E-MAIL︓eujp-info@eu-japan.or.jp
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ここでは、本文中に登場した用語を解説します。
グリーンディールや欧州委員会について、
わかりやすく紐解きます。

「復興レジリエンス・ファシリティー」（RRF︓Recovery and Resilience
Facility）
RRFとは、新型コロナ禍からの復興対策として、コロナ禍の打撃が特に⼤きい加盟国が実施する改⾰や投資
などに充てるためのEUの⼤型財政⽀援。RRF予算全体は約7,238億ユーロ（うち、融資（loans）約3,858億
ユーロ、返済義務のない補助⾦（grants）約3380億ユーロ）。
【査定プロセス】
1.
各加盟国︓改⾰や投資内容を明記し
た2026年までに実施可能な計画を欧州委に
提出。
2.
欧州委員会︓計画を評価。気候変動
対策やデジタルなどEUの優先政策に対する
貢献度合いも加味。
3.
EU理事会（閣僚理事会）︓欧州委員
会の評価をもとに特定多数決により計画を
承認。
4.
欧州委員会︓承認された⾦額のうち
13％を上限に前払い（pre-financing）も可
能（frontloading）。

トランジションの活動
タクソノミー規則では、サステナブルな経済活
動として認められる要件のひとつとして、「６
つの環境⽬的のうち１つ以上に実質的に貢献す
る（contributes substantially）」という基準
（以下「SC基準」という。）がある。そのSC基
準に基づき経済活動ごとの技術スクリーニング
基準（TSC）が決められる。SC基準は⼤きくわ
けて以下の3種類で、原⼦⼒とガスは
Transitionalに分類される。
①Low-carbon︓低炭素の活動（規則10条1項）
②Transitional︓トランジション（グリーンへ
の移⾏段階）の活動（規則10条2項）
③Enabling︓可能にする活動（規則16条）

〒108-0072東京都港区⽩⾦1-27-6
⽩⾦⾼輪ステーションビル4階
TEL: 03-6408-0281 FAX: 03-6408-0283
E-MAIL︓eujp-info@eu-japan.or.jp
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