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2021年6⽉30⽇号：EUの炭素国境調整メカニズム（CBAM）その１（概論）
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。

EUの炭素国境調整メカニズム（CBAM）その１（概論）
EUは、2050年までに気候中⽴を達成する⽬標を掲げ、「欧州グリーンディール」と呼ばれる包括的な政策を
打ち出した（Vol. 1参照）。また、温室効果ガス排出量を2030年までに1990年⽐で40％削減するというパリ
協定でのコミットメントを⼤きく引き上げ、55％削減⽬標を表明（2020年12⽉）。これを受けて欧州委員会
は、「Fit for 55」packageというグリーンディール関連12法案を提案することになっている。
このうち⽇本でも注⽬されている政策のひとつが炭素国境調整メカニズム（Carbon Border Adjustment
Mechanism（CBAM）。欧州では「シーバム」と呼ぶことが多い）。欧州委員会のWork Programme 2021に
よればFit for 55 packageのうちCBAMを含む10法案は2021年第2四半期に公表予定であったが、2021年7⽉
に延期されている（※）。2023年の制度導⼊に向けて、欧州委員会を中⼼に慎重な制度設計が検討されており、
EU内外で様々な議論がなされる中、⼀部メディアに草案と称する出所不明の⽂書がリークされたが、公式には、
詳細は明らかにされていない。
弊センターでは欧州委員会より提案が正式に発表された後、EU当局の責任者を招いてセミナー等を企画する予
定である。それに先だち今号ではまずCBAMを理解するうえで重要な３つのポイントについて解説する。
※ https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-noKey/package-fit-for-55

１．カーボン・リーケージ（Carbon leakage）
想定されているCBAMの基本的な考え⽅は、EU域外
からの輸⼊製品に対し、炭素価格負担の内外差につ
いて国境調整を⾏い、EUの域内製品との競争条件を
均等にする（「level-playing field」）（CBAMの議
論では頻出フレーズで、公正な競争環境を意味す
る）とともに、徴収した炭素調整分の収⼊を欧州グ
リーンディールその他気候変動対策のために活⽤す
るという仕組みである。
前号で振り返ったとおり、欧州には環境対策に⼒を
⼊れてきた⻑い歴史があり、多くの産業セクターで
厳しい環境基準に適応してきた。そのため環境対策
コストが上昇し、エネルギー負荷の⾼い製品のメー
カーやエネルギー産業においては価格競争⼒を低下
させる要因となった。今後、欧州グリーンディール
が掲げるさらに野⼼的な気候中⽴⽬標に向かってい
く中で、産業界から強く求められているのが「カー
ボン・リーケージ」問題への対策強化である。

カーボン・リーケージとは、
■環境規制の緩いEU域外の貿易相⼿国で⽣産された
（EU製品に⽐べて環境対策コストが少ない分、安価
な）輸⼊製品がEU内に流⼊することで、地球規模でみ
れば炭素削減につながらない
■ それどころか、不公正な競争環境がEU企業の国際競
争⼒を害し、EU企業の炭素削減努⼒をも挫折させる
■ さらに、EU企業が域内の製造拠点を域外の規制が緩
い国に移転する動きにつながり、資本と雇⽤の域外流出
が引き起こされる、という現象。
つまり、⾃分たちだけが野⼼的な⽬標をかかげて頑張っ
ても結局⾃分の⾸を締めるだけで、EUの競争⼒が低下
するのみならず、世界全体の炭素削減にもつながらない。
ならば、EU域外からの輸⼊製品に対して国境調整を⾏
い、EU製品との競争条件を均等にするとともに、そこ
からの収⼊を気候変動対策の財源に充てるメカニズムが
必要。その効果を狙っているのがCBAMだ。
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２．EU排出権取引システム
（EU Emission Trading System (EU-ETS)）
カーボン・リーケージのリスクはすでに顕在化してお
り、EUは積極的に対策を講じている。その既存の制度
のひとつがEU-ETSと呼ばれる排出量取引制度。EUETSはもともと、環境対策に向けた企業の投資を促し
脱炭素と経済成⻑の両⽴を後押しする⽬的で、2005 年
にEU域内で導⼊されたキャップ&トレード型の排出量
取引制度。カーボン・リーケージ対策として、EU産業
界は⼀定量の排出枠の無償割当を享受している。
EU-ETSは、世界で最も古いETS制度であり世界最⼤の
企業間排出量取引制度となっている。2005年の導⼊以
来、フェーズ 1（試⾏期間）、京都議定書の第⼀約束
期間と同期間であるフェーズ 2 、さらにフェーズ
3（2013〜2020 年）を経て、制度設計の強化がなさ
れてきた。
たとえば、2009年以降、リーマンショックの影響と排
出枠の供給過多で排出枠の価格が下落した際には

キャップの強化や市場安定化リザーブを導⼊。また、
ベンチマーク⽅式の導⼊やオークション割合を⾼め
るなど公平性を向上させる取組を実施。価格変動リ
スクについては、フロア（下限価格）等の予防措置
や、市場操作に対する乱⽤防⽌措置等の対応を実施。
フェーズ4（2021〜2030年）移⾏前には、欧州委員
会が2015年7⽉に発表した制度改善への修正案をEU
理事会がほぼ2年にわたって検討、ようやく基本合意
に⾄った。修正案には、炭素市場での排出枠の過剰
供給を抑える市場安定化リザーブの⼀層の強化策な
どとともに、2021年以降のカーボン・リーケージ対
策も盛り込まれている。
このように様々な対策を打ってきたが、カーボン・
リーケージへの効果を疑問視する声も多く、EU-ETS
の抜本的な改正に加え、EU内の⾃助努⼒にとどまら
ずEU域外との国境調整で解決するメカニズムを求め
る声が⾼まっている。

３．段階的政策導⼊
CBAMという新制度の導⼊に当たって、対象となるセクターを段階的に設定することが想定されている。欧州議
会のCommittee on the Environment, Public Health and Food Safetyによる報告書では、セメント、鉄鋼、
アルミ製品、電⼒、化学、肥料等が対象候補の例として挙げられている。
【産業セクターごとのカーボン・リーケージ・リスク】

図表中のそれぞれの円の⼤きさは
相対的な排出量の多さを表す。
欧州委員会では、EU-ETSに拠り
セクターごとに定量評価⼿法
（Carbon Leakage Exposure
Factor）を設計、リスク量を公開
している。
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３．段階的政策導⼊（前ページより続き）
これらはエネルギー多消費型産業であるとともに、
環境規制がEUに⽐べ相対的に緩い第三国からの輸⼊
品との競争においてEUメーカーらが不利な⽴場に置
かれている代表セクター。EUは、貿易における公正
な競争環境（Level-playing field）を確保するため
国境調整が正当化されると主張。当該セクターで限
定的にその実効性等を検証した後、次の段階では、
より広範にサプライチェーン全体を巻き込むかたち
で導⼊が検討されている模様であるが、詳細は明ら
かにされていない。
このようにパイロットフェーズや試⾏期間を設ける
段階的アプローチは、EUの政策導⼊においてよく⾒
られるスタイルである。EU-ETSでも当初、課題を
内包しながらもとにかくスタートを切り、その後、

産業界や市場との意⾒交換を重ねてトライアル・ア
ンド・エラーと制度⾒直しを繰り返しながらも、⻑
期的にみれば制度の本質・ゴールはぶれていない。
その結果、企業の環境投資を促し、脱炭素の流れを
後押ししたと評価される。（⼀⽅で、制度変遷と試
⾏錯誤を繰り返した結果極めて複雑な制度となって
いるという点も指摘される。）
CBAMにおいても同様のアプローチが予想される。
欧州委員会の担当DGが繰り返し主張するのは、⻑
期的にぶれない制度設計（「forward looking
design stable over time」）。⻑期的に⽬指す
ゴールは変わらないという安定性・予⾒可能性がEU
企業の脱炭素投資を促進したという⾯で学ぶべき点
が多いのではないだろうか。

WTOとの整合性や国際社会の受けとめ
CBAMが指向する国境調整メカニズムはこの種の⼿法
としては世界初。これまでいくつかの国で国境炭素
税の議論が⾏われたが、理論から実践に⾄った前例
はない。実務的にどのように機能するのか、課題は
尽きない。製品ごとの炭素含有量算出の難しさ（EUETSは施設ごと算出）、⾼度にグローバル化・複雑化
したサプライチェーンにおける排出量算出⽅法と
いった実務レベルの問題から、WTOルールとの整合
性、前述のEU-ETS下で特定業種が享受している無償
割当との併存の問題など、EU内外で様々な問題提起
が⾏われている。EUは、「CBAMはWTOルール及び
その他の国際的義務を遵守するかたちで設計され
る」と繰り返し説明している。これらの点は正式提
案公表後に改めて議論することにしたい。
⽇欧産業協⼒センターでは、6⽉24⽇に『カーボン・
ニュートラルに向けて － ⽇・EU産業界・制度論の
挑戦』をテーマにウェビナーを開催（経済産業研究
所共催）し、⽇欧の産業界リーダーと政策研究者を
招いて議論を⾏った。
BusinessEuropeのDeputy Director General、
Alexandre Affre⽒は、産業界の意⾒として、CBAM
はうまく設計されればカーボン・リーケージ対策と

して効果があると評価する⼀⽅、もし現⾏のEU-ETS
下での無償割当が⼤幅に削減されることになれば
カーボン・リーケージのリスクを増⼤することにな
りかねないと指摘。加えて、EU-ETS市場における排
出権価格の上昇が続けば、コスト負担を強いられる
EU産業界の競争⼒はさらに低下し、ひいては雇⽤喪
失にもつながりかねないと懸念を⽰した。
また、これまで数多くのCBAM政策提⾔をまとめてき
た欧州の気候変動政策研究の第⼀⼈者、Andrei
Marcu⽒（European Roundtable on Climate
Change and Sustainable Transition代表）は、
「Asymmetrical climate policy（気候変動対策の⾮
対称性）」、つまり気候変動対策への取り組みにつ
いて国ごとに⼤きなばらつきや温度差がある中で、
CBAM構想には、消極的な国々を動機づける効果が期
待されると語った。⼀⽅、このようなEU⽬線での国
境調整に対する批判も当然多く、特にCBAMの候補に
挙がる品⽬の対EU輸出が多い貿易相⼿国（ロシア、
中国、インド、トルコ等）では、警戒感が強まって
いる。気候変動対策と⾃由貿易はともに国際社会の
重要な⽬標であるが、どのように調和させるか。EU
の動向に注⽬が集まる。

⽂責：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。
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WTOとの整合性や国際社会の受けとめ（前ページより続き）
【気候変動対策の⾮対称性】
パリ協定及び2015年のCOP21決定において、各国は2020年までにNDC（⾃国が決定する貢献）という温室効果
ガス削減⽬標を報告⼜は更新することが義務付けられた。下図はその履⾏状況を⽰しているが、53か国が新たな
NDC⽬標値を提出済で、7か国が新たなNDC⽬標値を提案した⼀⽅、104か国は⽬標を更新していない。また、
提出・提案済の53か国の中でも⽬標を引き上げた国は13にとどまる。

Source: Climate Action Tracker, 2021
【産業セクターごとの貿易相⼿国別カーボン・リーケージ推移予測（2025~2015年）】

Source: General Equilibrium Model (GEM-E3), Trade & Climate Change Final Report, AFEP

■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。

Fit for 55 package
欧州グリーンディールのもと、2030年までに55%の温室効果ガス排出削減を達成するための諸施策が盛り込ま
れた政策パッケージ。以下の12項⽬で構成されており、このうち１から10項⽬については2021年7⽉に、11と
12項⽬は2021年末までの公表を欧州委員会では予定している（Commission Work Programme 2021）。
1

排出権取引システム
（EU ETS）

Revision of the EU Emissions Trading System (ETS), including maritime,
aviation and CORSIA as well as a proposal for ETS as own resource

2

炭素国境調整メカニズム
（CBAM）

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and a proposal for CBAM as
own resource

3

排出削減目標を加盟国間に
割り当てる制度

Effort Sharing Regulation (ESR)

4

エネルギー税指令

Revision of the Energy Tax Directive

5

再生可能エネルギー指令

Amendment to the Renewable Energy Directive to implement the ambition
of the new 2030 climate target (RED)

6

エネルギー効率化指令

Amendment of the Energy Efficiency Directive to implement the ambition of
the new 2030 climate target (EED)

7

エネルギー部門の
メタン排出の削減

Reducing methane emissions in the energy sector

8

土地利用、土地利用変化、
林業分野における温室効果ガス
排出削減等に関する規則

Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and
removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)

9

代替燃料供給インフラの
展開に関する指令

Revision of the Directive on deployment of alternative fuels infrastructure

10

自動車の二酸化炭素排出規則

Revision of the Regulation setting CO₂ emission performance standards for
new passenger cars and for new light commercial vehicles

11

建物のエネルギー性能指令

Revision of the energy performance of Buildings Directive (EPBD)

12

第3次エネルギ−パッケージ

Revision of the Third Energy Package for gas (Directive 2009/73/EU and
Regulation 715/2009/EU) to regulate competitive decarbonised gas markets

Copyright © 2021 EU-Japan Centre for Industrial Cooperation All Rights Reserved.

5

⼀般財団法⼈ ⽇欧産業協⼒センター
レポート
⼀般財団法⼈
⽇欧産業協⼒センター

欧州グリーンディール

用語
解説

EU Policy Insights

その２

キャップ＆トレード（Cap and trade）
排出量取引制度の代表的な⼿法。対象となる施設等
からの温室効果ガス排出可能量に上限（キャップ）を
設定し、規制対象者には上限内に納める義務の履⾏⼿
段として排出枠の取引（トレード）を認める。またこ
れによる排出枠の取引市場が形成される。キャップの
設定により排出量削減の確実性が担保されるのに加え、
単純な排出量規制よりも規制対象者が削減⼿段を選択
できる点で柔軟性が⾼く、社会全体で経済効率的に排
出量の削減ができるとされる。

無償割当（Free allocation）
規制対象者に無償で割り当てられる排出枠。取引所
等で取引されるオークション（下記）と対⽐される。
無償割当の範囲は年々狭められてきているが、カーボ
ン・リーケージのリスクが⾼いセクターを中⼼にETS
のフェーズ3（2013〜2020年）においても約4割の排
出枠の獲得は無償割当によって⾏われている。

市場安定化リザーブ（MSR: Market
Stability Reserve）
排出枠取引市場を⻑期的に安定化するための制度で
あり、EUではフェーズ3の期間中（2019年1⽉）に導
⼊された。MSRは、あらかじめ定義された条件に
従ってオークション量を調整する客観的なメカニズム。
市場の余剰分が⼀定量を超えた際にオークションの延
期によって⼀定量の枠を保存（リザーブ）し、逆に余
剰不⾜の際にオークションを⾏って排出枠を市場に投
⼊することで、価格の安定化を図る。
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VOL.
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03

ベンチマーク⽅式
（Allocation based on benchmarks）
利⽤可能な最善の技術を利⽤した場合のエネルギー
効率を⽰す数値をベンチマーク値としてセクターごと
に算出し、規制対象者への排出枠の割当量を算定する
⽅法。汚染者負担原則に基づき、ベンチマーク値に到
達していない事業者ほど割り当てられる排出枠が⼩さ
くなる。そのため省エネ対策などの排出削減努⼒を怠
る事業者は負担コストが⼤きくなり、先⾏して対策を
⾏った事業者には有利に働く仕組みとなっている。EU
ETSではフェーズ 3から採⽤された。

オークション（Auctioning）
排出枠を有償販売すること。⼀般には取引所等で取
引される。また、オークションは市場安定化リザーブ
によって欧州委員会がリザーブした排出枠を市場投⼊
する際にも⽤いられる。EU ETSではオークションの
割合を増やすことで取組の強化が図られてきている
（特にフェーズ3以降、排出枠の獲得は原則的にオー
クションが⽤いられ、電⼒セクターは⼀部の例外を除
いて、無償割当がゼロとなった。）。オークション収
益は、再⽣可能エネルギーやエネルギー効率化への⽀
援などに使われる。

カーボン・リーケージ・リスクの定量評価
⼿法（Carbon Leakage Exposure
Factor）
各産業セクターがカーボン・リーケージのリスクに
どの程度さらされているかを測る⼿法。EU ETSの実施
によって各セクターにもたらされるコストの⼤きさや、
EU域外との貿易への依存度など⼀定の基準が設定され
ている。基準を満たすセクターは重⼤なカーボン・
リーケージの可能性があるとみなされ⼀定期間リスト
に載り、リスク状態に応じて無償割当などの措置を受
ける。

参考⽂献：
IGES「欧州連合域内排出量取引制度の解説 気候変動とエネルギー領域」
欧州委員会 Commission Work Programme 2021（COM(2020) 690 final）
欧州委員会 European Union - EU ETS Handbook

〒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
Copyright © 2021 EU-Japan Centre for Industrial Cooperation All Rights Reserved.

6

