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研究の背景、目的、手法
研究の背景

• 測定・報告・検証(MRV)制度→次期枠組みに関する気候変動交渉における主要
議題としての位置付け、制度運用化に向けた議論・ガイドライン策定の動き

• 測定・報告・検証(MRV)の2面性(バリ行動計画1(b)ii)：• 測定・報告・検証(MRV)の2面性(バリ行動計画1(b)ii)：
1) 条約締約国の緩和行動に対するMRV、2) 途上国への支援に対するMRV

• 交渉では、緩和行動に対するMRVを主軸とした議論が展開される一方で、途上
国への支援に対するMRVの議論の進展は遅い

目的

• 途上国に供与される資金支援に着目し MRVによって確保される透明性の対象• 途上国に供与される資金支援に着目し、MRVによって確保される透明性の対象
範囲(明らかにしたい支援の内容・側面)に応じて想定しうる異なるMRV制度オプ
ションを体系的に整理し、実務的見地からオプション毎の評価を行い、望ましい
制度設計の検討に資する制度設計の検討に資する

制度オプション分析の手法

• 既存文献調査(先行研究の論点整理、類似する既存の制度の整理）(
• 透明性の範囲に応じたMRV制度オプションの設定

• 評価軸の設定および評価の実施（オプション毎のメリデメ整理、報告主体の特
定 MRVに活用・応用可能な既存の制度の特定）定、MRVに活用・応用可能な既存の制度の特定）

• 専門家ヒアリングに基づく課題の整理、実施可能性、受入可能性の特定
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先行研究、MRVに活用可能な既存の制度
先行研究の傾向と論点究 傾

• 欧米を中心とする主要研究機関・シンクタンクによる分析研究

• Climate financeに関する現行のMRVの仕組みの整理・課題抽出

• 長期資金目標（2020年までに先進国締約国全体で1000億米ドル/年動員）に

絡めた透明性の議論

• 如何に既存のツールを活用・強化し 堅固かつ透明なMRV体制を確立する• 如何に既存のツールを活用・強化し、堅固かつ透明なMRV体制を確立する

かが焦点(Buckner et al., 2011; Ellis et al., 2011; Corfee‐Morlot et al., 2011;Tirpak et 
al., 2010; Fransen 2009)

• いずれも気候資金や新規性・追加性の定義の欠如、資金フローのモニタリン

グ・算定方法論の未整備、データギャップや共通報告様式の欠如を指摘

• 先行研究は透明性の対象を先進国から途上国への資金供与部分に限定• 先行研究は透明性の対象を先進国から途上国への資金供与部分に限定

→支援のＭＲＶが、先進国締約国の条約義務の履行やその達成状況に対す

る透明性という限定的な側面を超えた、気候資金フローの全体像や資金の

費用対効果の把握といった広い視点は欠如

ＭＲＶに活用可能な既存の制度

OECD DAC債権国報告システム(CRS)• OECD‐DAC債権国報告システム(CRS)

• 条約下の国別報告書および付随するレビュープロセス 3



支援のＭＲＶ：制度オプションと透明性の対象範囲

制度オプション1
透明性の対象範囲: プレッジ額と

実際の拠出・動員額との整合を
比較

制度オプション2
透明性の対象範囲:拠出・動員
額と対象案件内容の把握

支援された計画・
行動

附属書Ｉ国

案件/要素 A

非附属書Ｉ 国 案件/要素 B

資金拠出
プレッジ

資金のディス
バース・動員

国内予算
配賦・分配

効果附属書Ｉ国
(ドナー)

非附属書Ｉ 国
(受益国)

案件/要素 B

案件/要素C

効果

制度オプション3
透明性の対象範囲: 拠出・動員額と対象案件へ

内 賦額と 整合 把握の国内配賦額との整合の把握

制度オプション4
透明性の対象範囲 拠出 動員と対象案件の実施透明性の対象範囲:拠出・動員と対象案件の実施

によって生じた緩和効果を把握
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MRV制度オプションに対する評価の視点(評価軸)

・評価軸選定の視点：これらMRV制度オプションは、制度として運用が現実的に可能か否か

・政治的受入可能性を含む政治的要素は検討に含めず（実務的観点からの分析に特化）

視点(評価軸) 記述

支援に関する透明性の範囲
(scope)

各制度オプションが確保する透明性の範囲

予測可能性
(predictability)

各制度オプションが着目する資金支援の予測可能性

報告の時間軸との整合性 条約下で合意・導入された報告(国別報告書、BR)の時期・
(consistency) 時間軸との整合

情報収集の容易性
(collectability)

透明性の確保のために必要となる情報収集の容易度、捕捉
可能性、定量化可能性、クロスチェックの容易性(collectability) 可能性、定量化可能性、クロスチェックの容易性

情報の精緻度
(accuracy)

MRVのために収集された情報の正確さ

情報の網羅性 各オプションが確保したい透明性に資する情報の範囲情報の網羅性
(completeness)

各オプションが確保したい透明性に資する情報の範囲

情報の比較可能性
（comparability）

様々な資金形態に関する情報(データ)の異なる質を調整し、

合算を行うことの可能性（二重計上等のリスクを回避等の観（comparability） 合算を行うことの可能性（二重計上等のリスクを回避等の観
点から重要）
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専門家ヒアリングによる主要なコメント（評価軸にかかる点）

＜支援の透明性の範囲＞

• 出来るだけ広範囲の透明性を確保することが望ましい一方で、既存の仕組で捕捉できる範囲には
限界があり、また新規の仕組については形成と運用までに時間がかかることが予想される。

＜報告の時間軸との整合性＞

• 実務上、報告を行う枠組と報告の内容となる情報の収集・整理の時間軸を合わせるのは不可欠。
より広範囲の事項を透明性の対象とするならば、工夫が必要。

＜予測可能性＞

• 資金の予測可能性は重要な問題ではあるが、MRVにより強化されうるか否かは不明。

＜情報収集の容易性＞

• 先進国のみならず途上国に報告の負担を求める場合においては、出来るだけ情報収集が容易で
あるものが特に望ましい。

＜情報の精緻度＞

• 既存の仕組においては、いくつか一定程度精緻な情報を収集する制度があることからそれらに依
拠することが現実的。既存又は新規の取組で精緻度の低いものは段階的に質の向上を図っていく
ことが重要である。

＜情報の網羅性＞＜情報の網羅性＞

• 気候資金の捉え方により対象とする資金の種類が異なる。緩和（及び適応）に関して途上国の取
組に使用される資金の全体像を把握するためには、出来るだけ多くの資金の種類を含めることが
重要である一方、物理的および政治的受け入れ可能性の観点では課題が多く存在する。重要である 方、物理的および政治的受け入れ可能性の観点では課題が多く存在する。

＜情報の比較可能性＞

• 優先順位が高く、比較をする整理が出来ていない異なるデータについては、整理の方法論などを
確立すべき。
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制度オプションの概括評価
オプション メリット デメリット

オプション1 透明性の対象範囲が比較的限定的であ
るため、報告の時間枠との整合性、情報
収集の容易性、情報の精緻さ、情報の
比較可能性は担保されやすい

先進国の資金拠出コミットメントに対するMRV
に限定されるため、支援の効果に関する情報
が対象外

ODA以外の公的資金・既存の報告制度で捕捉比較可能性は担保されやすい ODA以外の公的資金・既存の報告制度で捕捉
しえない資金フローは新たな仕組みを要する

オプション2 既存の報告制度の活用により、報告の
時間枠との整合性、情報収集の容易性、

個別の既存の報告制度間でのデータの比較可
能性が欠如時間枠 整合性、情報収集 容易性、

情報の精緻さを一定程度担保

情報の網羅性：公的資金以外のチャネ
ル（GCF、多国間、民間資金等）の捕捉を

可能とするため オプション１より広範囲

民間資金は、関連情報の提供自体が自主的で
あるため、既存の報告システムでは十分な捕
捉が困難

可能とするため、オプション１より広範囲
の資金フローの把握が可能

オプション3  (ドナー側)既存の報告制度により、支援

情報の報告の時間枠との整合性、情報

受益国側の支援情報の収集体制・能力の有無
受益国側の国内配賦に関する情報の精緻度

収集の容易性、情報の精緻さが確保

受益国側の支援・国内配賦情報の開示
によるガバナンスの向上

情報の妥当性を検証する手法・主体の必要性
支援のファンジビリティ(流用可能性)

オプション4 支援情報の報告の時間枠との整合性 支援対象となる対策 案件の形態 レベルに応オプション4 支援情報の報告の時間枠との整合性、
情報収集の容易性、情報の精緻さ、情
報の比較可能性は担保可能

プロジェクトベースであれば支援額と効
が

支援対象となる対策・案件の形態・レベルに応
じた効果(排出削減量)の測定方法論の確立の
有無と異なる測定の難易度

複数ドナーによる支援や、ドナー支援と受益国
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果の把握がより容易
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国のガバナンスの向上

の協調融資が絡む案件ではアクター毎の効果
の棲み分けが困難



制度オプション評価に見る共通項目、検討事項、コメント

１．共通項目：１．共通項目：

• 制度の規模はMRVを通じた透明性に求める情報の詳細さや精度に依拠

• 手続の複雑さの回避、制度の運用コスト低減の視点が制度構築に重要

２．検討事項：制度オプション３と受益国側のファンジビリティ(流用可能性）

• 気候変動対策のための国際支援が到来し、本来同じ対策への支出が予定され
ていた国内予算がこれら支援で代替され 国内予算の余剰分を他目的に転用すていた国内予算がこれら支援で代替され、国内予算の余剰分を他目的に転用す
る状況→“支援としての追加性と支援の効果が実現せず？

• 気候変動対策は持続可能な開発の達成の文脈で実施→転用された国内予算が
国家優先開発課題に支出される場合には、受益国の持続可能な開発に資する

３．専門家ヒアリングによる主要なコメント（制度設計全般にかかわる点）

＜気候資金の定義について＞＜気候資金の定義について＞

• 気候資金の定義については、様々な意見があり、気候変動関連に用いられる資
金すべてを指すとする意見や、2℃目標の達成とするもの、条約4条附属書II国
の義務達成を指すもの等あり。

＜支援のMRV制度構築の時間軸について＞

• MRV制度については 既に存在する類似の制度を活用するメリットが大きな一方• MRV制度については、既に存在する類似の制度を活用するメリットが大きな 方

で、それらで捕捉しきれないもの、情報の質等が不十分なものについては、対象
を段階的に拡大することにより取組を充実できる可能性があるとの指摘あり。8



制度オプション評価に基づく提言
MRV制度の段階的発展の可能性MRV制度の段階的発展の可能性

• MRVを狭義に捉えた場合：4条3項に基づく先進国の途上国支援に対す
る透明性の確保(制度オプション１）

• MRVを広義に捉えた場合：気候変動での途上国支援の全体像の把握→
広範囲の透明性の確保の必要性

現状では制度オプシ ンによ て情報捕捉の技術的 制度的課題が残る• 現状では制度オプションによって情報捕捉の技術的・制度的課題が残る

オプションの段階的格上げによる、透明性の対象範囲の段階的引き上げ

 より網羅的・包括的な支援の捕捉体制の構築 より網羅的・包括的な支援の捕捉体制の構築

例：先進国支援、南南協力（中国による途上国支援、インドによる域内

協力の拡大・強化など））協力の拡大 強化など））

 段階的な制度構築・強化（報告制度・様式、方法論）、情報収集・捕捉

のためのキャパシティ・ビルディング（特に途上国側）のためのキャパシティ ビルディング（特に途上国側）

 締約国間の信頼性の醸成

※現状では支援のMRVの範疇ではないものの、全体像の把握という観点

からは途上国の国内予算による対策実施の状況も重要な参考情報とな
る 9



今後の課題

• 気候資金に関する組織的アレンジメントとの関係

→緑の気候基金(GCF)を通じた支援とMRVのスコープ気 ( ) 援

→常設委員会(SC)の役割・機能との関連性(パラ112)

• 資金以外の支援のMRV資金以外の支援の

→支援＝資金供与のみではない

→技術、キャパシティビルディングに対するＭＲＶのあり方→技術、キャパシティビルディングに対するＭＲＶのあり方
（必ずしも定量的評価が可能でない側面のある分野）

• 支援のMRVを行う制度上のツールとの関係

→ 透明性確保の対象となる事項の具体的な表現の形式

• 支援のMRVの対象範囲支援 対象範囲

→緩和行動のMRVとのリンケージ：支援の結果としての緩和効

果の位置づけの整理果の位置 けの整理
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ざご静聴ありがとうございました。
fukuda@iges.or.jp
kato@oecc.or.jp

本研究は環境省地球環境研究総合推進費(E 0901)の成果です

11

本研究は環境省地球環境研究総合推進費(E-0901)の成果です。



参考資料：MRVにより確保したい支援の透明性の範囲に応じた制度オプション
MRVに

必要となる情報
報告
主体

活用可能な
既存の仕組み目的 階層・NAMA形態

階層1：：先進国全体  プレッジ総額

【オプション１】
プレッジ額と実際の拠出・
動員額との整合を把握
(額の比較)

の長期資金ﾌﾟﾚｯｼ ﾞ
(1000億米ドル)への

達成状況

(所与$100bil)
 先進国全体での

動員総額

先進国
公的資金(バイ)
国別報告書、BR、OECD/CRS
公的資金(マルチ)
年次報告書、ﾌｪｰｽﾞ報告書
民間資金：UNCTAD報告、他

階層2：各国プレッジ

の達成状況

 プレッジ額
 各国ディスバース

額
先進国

額

【オプション２】
拠出・動員額と対象案件
内容を把握
(支援内容の開示)

対象案件
(プロジェクトベース、

プログラム・セクター
支援、低炭素開発計
画 戦略策定支援 そ

 拠出・動員額
 対象案件の内容

支援チャンネル
毎の報告
1)緑の基金
2)先進国
3)多国間

援助機関

公的資金(バイ)
国別報告書、BR、OECD/CRS、プロジェクト文書(PD)・ｾｸﾀｰ支援

文書
公的資金(マルチ)
個別案件PD ｾｸﾀ 支援文書 年次報告書(支援内容の開示) 画・戦略策定支援、そ

の他)
援助機関
4)民間

セクター

個別案件PD・ｾｸﾀｰ支援文書、年次報告書
民間資金：UNCTAD報告、他

【オプション３】
拠出・動員額と対象案件(

対象案件
(プロジェクトベース

 拠出・動員額
(ホスト国財務省(予算

1)緑の基金
2)先進国

【先進国からの情報】
公的資金(バイ)
先進国国別報告書 OECD/CRS 個別PD・ｾｸﾀｰ支援文書拠出 動員額と対象案件(

プロジェクト・プログラム・
計画等)への国内配賦額

との整合を把握
(額の比較)

(プロジェクトベ ス、

プログラム・セクター
支援、低炭素開発計
画・戦略策定支援、そ
の他)

(ホスト国財務省(予算
)に入った額)

 ﾎｽﾄ国政府が実
際に対象案件に
配賦した額

3)多国間

援助機関
4)民間

セクター
5)途上国

先進国国別報告書、OECD/CRS、個別PD ｾｸﾀ 支援文書
公的資金(マルチ)
個別案件PD・ｾｸﾀｰ支援文書、年次報告書
民間資金：UNCTAD報告、他

【受益国側からの情報】
概算予算要求・予算配賦額

プロジェクトベース
 拠出・動員額
 緩和効果の計測

結果

先進国
途上国

公的資金(バイ)
国別報告書、BR、OECD/CRS、個別PD
公的資金(マルチ)
個別案件PD・ｾｸﾀｰ支援文書、年次報告書
民間資金：UNCTAD報告、他

【オプション４】
拠出・動員額と対象案件の
実施によって生じた緩和効
果を把握
(支援の効果の測定・検証)

プログラム・セクター
支援

 拠出・動員額
 緩和効果の計測

結果

先進国
途上国

公的資金(バイ)
国別報告書、BR、OECD/CRS、個別PD
公的資金(マルチ)
個別案件PD・ｾｸﾀｰ支援文書、年次報告書
民間資金：UNCTAD報告、他

低炭素開発計画・戦
略策定支援

 拠出・動員額
 緩和効果の計測

結果

先進国
途上国

公的資金(バイ)
国別報告書、BR、OECD/CRS、個別PD
公的資金(マルチ)
個別案件PD・ｾｸﾀｰ支援文書、年次報告書
民間資金：UNCTAD報告、他
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