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石炭火力発電が懸念されている理由（1）

出典：End Coal Factsheets 2

→石炭火力発電は世界のCO2排出の約3割を占める最大の排出
源である。 2



石炭火力発電が懸念されている理由（2）

• 石炭火力発電は最もCO2排出の低い化石燃料発電
であるガス火力発電の約2倍のCO2を排出。

• 国際エネルギー機関（IEA）は、地球の気温上昇を2
度に抑える確率を50％にするためには、2017年以
降、温室効果ガス排出量ゼロの発電設備を建設し
続けなければならないと指摘。

出典：資源エネルギー庁「火力発電における論点」
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公的金融機関の投融資が注目される理由

• GHG排出量削減の国際的な枠組みづくりは、

気候変動枠組み条約の下で議論中（パリで
COP21開催）。

• 一方、2007年～2014年に公的金融機関は、
石炭関連（採掘・発電）に対して730億ドル（約
8兆円）の投融資を供与。

• →GHG削減の目標設定の方向性と公的支援
の実態に大きな乖離がある。
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海外石炭関連（採掘・発電等）に対する公的支援
（2007年～2014年、単位：10億米ドル）

→支援の約8割は国際金融機関とOECD諸国の公的機関。OECDの
輸出信用機関（ECA）が最大（47％）の支援機関。

出典：隠された石炭支援(NRDC, Oil Change International and WWF)
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＜国別＞石炭関連（採掘・発電等）投融資額（2007-2014）

出典：隠された石炭支援(NRDC, Oil Change International and WWF) 6



＜金融機関別＞石炭関連（採掘・発電等）
投融資額（2007-2014）

出典：隠された石炭支援(NRDC, Oil Change International and WWF) 7



ECAが支援した石炭火力発電20案件の
環境コスト（単位：百万ドル）

大気汚染コスト CO2排出コスト 合計

最小ケース 3,603 4,104 7,707

最大ケース 20,165 11,970 32,135
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出典：Hidden Costs（Oil Change International、WWF）

• ECAが支援した運転中の石炭火力発電20案件（8か国）の環
境コストは、年間77億ドル～321億ドル（1兆円～4兆円）と
なった。

• 20案件に対するECAの支援額は86億ドルだが、運転期間中
の環境コスト（40年運転の場合）は、3080億ドル～1兆2840億
ドルになる。



JBICによる海外石炭火力発電事業への支援

• JBICは海外の資源獲得や日本企業の国際競争
力の強化等を目的として設立された政府出資
100％の公的金融機関で、2015年3月時点の出
融資残高は14兆6930億円、保証残高は2兆
5723億円。

• 2003年～2015年に23件の石炭火力発電へ投融
資を行い、総発電容量は約24GW。内訳は、イン
ド5件、ベトナム5件、インドネシア4件、モロッコ2
件など。JBICの投融資額は約85億ドル（約1兆
円）。

• 推定年間CO2排出量は約1.4億トンで、日本国
内の年間CO2排出量の約1割に相当。
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石炭への投融資規制を巡る国際的な動き

• 2013年にオバマ大統領が規制強化を表明して

以降、英、仏、独、蘭、北欧諸国が規制強化を支
持。2015年9月末に非OECDの中国も国内外石
炭火力発電への公的支援の規制強化を表明。

• すでに世界銀行、欧州復興開発銀行（EBRD）、
欧州投資銀行（EIB）、米国輸出入銀行は石炭規
制を導入。

• 民間銀行では、バンクオブアメリカ（米）、シティ
バンク（米）、クレディアグリコル（仏）などが石炭
への投融資削減の方針を表明。
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OECD輸出信用・信用保証部会（ECG）の概要

• 経済協力開発機構（OECD）は、経済成長、貿易
自由化、途上国支援に貢献することを目的とす
る先進国34か国が加盟する国際機関。

• 輸出信用・信用保証部会は、公平な競争環境条
件の維持を目的としてOECD貿易委員会の下に
設置。

• 参加国間で公的輸出信用に関する共通ルール
であるOECD輸出信用アレンジメント（紳士協定）
を設定。貸出金利や償還期間を設定。

• 輸出信用機関（ECA）の環境社会配慮政策に関
する共通ルールとしてOECD環境コモンアプロー
チが策定。

• 日本では、国際協力銀行（JBIC）と日本貿易保険
（NEXI）が輸出信用を供与。
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OECD輸出信用・信用保証部会（ECG）交渉の経緯

• 2013年11月：ECG交渉開催。米・デンマークが工程表提案。

• 2014年3月： ECG交渉開催。米・英が規制案を提案。

• 2014年6月： ECG交渉開催。米・英・蘭が工程表改訂。日本が
意見書を発表。

• 2014年11月：ECG交渉開催。

• 2015年3月：ECG交渉開催。議長提案発表（1次） 。日本が意
見書を発表。

• 2015年4月：議長提案発表（2次） 。

• 2015年6月： ECG交渉開催。

• 2015年7月：議長提案発表（3次） 。

• 2015年9月：ECG交渉開催。日本が意見書を発表。

• 2015年11月16日～20日：ECG交渉開催（交渉妥結か？）。

※交渉は完全非公開。環境・社会問題を議論する場としては透明性が低すぎる。 12



パリのOECD本部前でのダイレクトアクション（2014年11月） 13



償還期間に関するOECD議長提案（2015年7月）

高所得国 高中所得国 低中所得国 低所得国

超々臨界圧 支援対象か
ら除外又は
CCS設置可

能であれば
8年～10年

CCS設置可

能であれば
10年

CCS設置可

能であれば
10年

10年～12年

超臨界圧 支援対象か
ら除外

支援対象か
ら除外

200～
400MWであ
れば8～10
年

8～10年

亜臨界圧 支援対象か
ら除外

支援対象か
ら除外

支援対象か
ら除外

200～
400MWであ
れば8～10
年

※現状はすべて12年 14



高所得
国

高中所
得国

低中所得国 低所
得国

超々臨界圧 サフィ（モロッコ）

超臨界圧 パシフィ
コ（メキ
シコ）

パイトンIII、チレボン
（インドネシア）

タイビン、ビントゥアン、
ズエンハイ（ベトナム）

ニグリ、ラジプーラ、
クドゥキ、メジャ（イン
ド）

亜臨界圧 コクラン
（チリ）

ブンアン（ベトナム）
ジョルフラスファール
（モロッコ）

JBICが支援した石炭火力発電事業（2010-2015）

→低中所得国への超臨界圧が圧倒的なボリュームゾーン
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OECD交渉の状況と日本政府の主な主張

• 交渉ポジション：米、EU等は議長提案に前向き、日、
韓、豪が後ろ向きとの情報が入っている。

• 日本の主な主張：

– OECDが支援をやめても新興国が低効率な設備
を支援するので、OECD支援の継続が必要。

–世銀の所得別国分類で利用可能な最適技術
（BAT）を設定することに反対。BATは各国状況に
応じて設定すべき。

–各国の運転技術レベル等を考慮して、亜臨界圧
も支援対象にするべき。
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日・米・韓・豪・加・EUの動向

• 日米提案：

– 超々臨界圧は対象国を限定せずに支援可（償還期間12
年）。

– 超臨界圧は500MW以下であればIDA国向けに支援可（償
還期間10年）。

– 亜臨界圧は300MW以下であればIDA国向けに支援可。

• 豪州・韓国の提案：

– 豪州：超臨界圧は低所得国・中所得国向けに支援可にす
るべき。

– 韓国：超臨界圧も途上国向けに支援可能にするべき。

• EU交渉担当は「日米提案・カナダ提案はEU提案とのすり合
わせが可能」と発言。

17
※11月10日付ClimateWire及びロイター記事等を元に作成。



論点1：OECDが支援をやめると
新興国が低効率な設備を支援するのか？

• 石炭への公的支援の約8割は国際機関及びOECD政

府機関によるもので、すべての支援が新興国の機関
に置き換わるのか疑問。

• 中国が海外石炭火力の公的支援について「厳格な管
理」を表明している中、中国の支援が急拡大すること
は想定できない。

• 公的支援がなければ事業の経済的条件が異なり、事
業者の電源選択が変化する可能性がある（補助金の
効果と同様）。

• 中国から輸出される設備の効率は、日本とほぼ互角
（次ページ参照）。新興国の支援は必ずしも低効率と
は言えない。
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東南アジア・南アジアで
運転中／建設中／計画中の

石炭発電用ボイラーの提供国（単位：MW）

日本 中国 韓国 インド ロシア

超臨界
圧

10,090 55,650 11,300 40,320 1,980

超々臨
界圧

2,000 2,680 2,680 1,320 0

出典：石炭への公的資金：日本のせいでOECDは新興国に後れ
をとることになるのか？

→日本が輸出する石炭火力は高効率なのか？
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論点2：亜臨界圧を支援対象にするべきか？

• 日本再興戦略2015と矛盾。

– 「優れた省エネ・クリーンエネルギー技術（高効率発電・・・
中略）の海外移転を推進することにより、エネルギー市場
の海外市場獲得を推進するとともに、地球規模での温室
効果ガス排出削減に貢献する」

• Platts UDI WEPPデータベースによれば、超々臨界圧の導入
／予定国は17か国、超臨界圧は25か国に急増。すでにスタ
ンダードになりつつある。

• 2003年～2013年にECAが支援した亜臨界圧10か国の内、6
か国はすでにSC・USCの発電所を運転／建設／計画中であ
り、イスラエル・チリは高所得国、ブルガリア・ルーマニアは
高中所得国で技術的な障害は高くない。

• 1基は小規模な亜臨界圧でも数を束ねれば大規模になる（次
ページ参照）。
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OECDアレンジメント対象の石炭発電事業
（ユニット規模別、2003-2013）

ユニット規模 発電容量 割合

0-300MW 4,324 MW 10%

301-500MW 3,176 MW 8%

501MW- 34,649 MW 82%

合計 42,149 MW 100%

• 小規模「0-300MW」 はOECDアレンジメント対象の石
炭火力発電案件の10%に相当。これらはすべて亜
臨界圧 （排出水準は900g-CO2/kWh）。

出典: OECD事務局及びSource Watchのデータを元にJACSESが算出。
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論点3：超々臨界圧（USC）・超臨界圧（SC）は
低炭素技術か？

出典：資源エネルギー庁「火力発電における論点」

→超々臨界圧（USC）でもCO2排出量は800g-CO2/kWhで、
LNG（コンバインド）の約2倍の排出量。
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論点4：規制はOECDアレンジメント対象のみ
で良いのか？

ボイラー形式 アレンジメント対
象

非アレンジメント
対象※

超臨界 29,729MW (71%) 6,405MW (55%)

亜臨界 12,420MW (29%) 5,307MW (45%)

Total 42,149 MW 11,712 MW

• 非OECDアレンジメント対象の設備は効率が低い。
• JBICの場合、輸出金融（外国の輸入業者への融資）は

アレンジメント対象だが、投資金融（海外で事業を行う
日本企業や現地法人への融資）は対象外になる。

出典: OECD事務局及びSource Watchのデータを元にJACSESが算出

※非アレンジメント対象はOECD事務局が把握している一部案件。
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JBICの支援スキーム別承諾額割合（2014年度）
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出典：JBIC年次報告書2015



OECDアレンジメント対象の石炭火力案件と
NGOが調査した石炭火力案件の比較（2007-2013）

出典：隠された石炭支援(NRDC, Oil Change International and WWF) 25



JBIC投資金融における石炭火力発電の支援方針

• 平成26年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム

普及等促進事業「インドネシア・アニエール石炭火力
発電所建設事業調査報告書」、平成27年2月、経済産
業省：

– JBICに確認したところ、（中略）輸出信用における石
炭火力の扱いについては、現在輸出信用ガイドラ
イン（アレンジメント）の改訂に向けた検討が行われ
ており、ここ1年程度で結論が出る見通しである。
（中略）一方、投資金融については、輸出金融とは
また別の世界であり、オバマイニシアティブの直接
的な影響は少なく、超臨界圧（SC）はもちろんのこと、
循環流動層（CFB）でも特に問題はないとのことであ
る。
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まとめ（提言）

• 超々臨界圧（USC）も含め、すべての石炭火力
発電事業をOECDの輸出信用機関の支援対
象から除外すること。

• 非OECDアレンジメント対象案件も含めて、す
べての支援案件を規制の対象とすること。

• OECDの輸出信用機関が支援した石炭火力
発電事業の想定CO2排出量を計測し、定期
的に公開すること。
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