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　世界各地でカーボンニュートラルをめぐる動きが加速している。ネットゼロとも呼ばれる脱炭素社会
の実現を目指すカーボンニュートラルは、二酸化炭素（CO2）等の地球温暖化ガスの排出を「全体として
ゼロにする」ことを意味する。削減が可能な地球温暖化ガスの排出は抑え、やむを得ない排出について
はこれと同じ量を除去することにより、全体的に正味ゼロを実現することを目的とする。
　国や地域によって具体的なカーボンニュートラルの戦略や実現方法は異なるが、本稿では資源大国で
あるカナダのCO2排出削減に関する法制度と政策動向を紹介する。カナダの取り組みで興味深いのは、
カナダは資源大国として石油・天然ガス等の化石燃料を生産している一方、同時に世界でもトップクラ
スのCO2排出規制を備えていることである。特にカナダ西部アルバータ州等の石油・天然ガス業界が発
達した地域では、既存の知見やインフラを活かした新たな事業展開を模索しており、特に天然ガス等の
化石燃料を原料として水素やアンモニアを製造し、副産物であるCO2 を二酸化炭素地中貯留技術 

（Carbon Capture and Storage, CCS）により分離、回収、地中貯留するブルー水素やブルーアンモニア
は石油・天然ガス業界の関心を集めている。
　ブルー水素やブルーアンモニアの商業化には製造時のCO2 を処理するためのCCSの技術優位性と経
済性の確保が要である。このなかでもカナダ西部はCO2の恒久的な地中貯留を可能にする安定した地下
構造、パイプライン等の既存のエネルギー・インフラの存在、CCSの実現に関する地層等の技術的知見、
明確なCO2排出規制、そして新たな事業を促す炭素市場（カーボンマーケット）や炭素価格付け（カーボ
ンプライシング）等の経済的インセンティブが揃っている。
　すでにカナダ西部には国際的にも影響力のある幾つかの事業が形成されており、稼働中の事業にはサ
スカチュワン州電力公社サスク・パワー社のバウンダリー・ダム・プロジェクト（サスカチュワン州エ
ステバン近郊）＊1、 大手石油会社シェル社のクエスト・プロジェクト（アルバータ州フォート・サスカチュ
ワン近郊）＊2、そして石油企業や化学メーカー等からのコンソーシアムが立ち上げたアルバータ・カー
ボン・トランクライン・プロジェクト （Alberta Carbon Trunk Line, ACTL）＊3が含まれる。
　これらの事業は、既存のエネルギー・インフラや石油・天然ガス業界の知見を活かしたカーボンニュー
トラル事業の組成が可能であり、石油・天然ガス業界のカーボンニュートラルに関する取り組みが今後
はCO2排出規制と表裏一体となることを示唆している。
　本稿の目的は、カナダという資源大国がどの様なCO2排出規制を有し、これが石油・天然ガス業界に
も関係するカーボンニュートラルへ向けた取り組みにどの様に影響するかを考察することである。
　まず、本稿の第1章では、カナダのカーボンニュートラル政策の背景にある国際的な気候変動枠組み
について説明する。カナダは連邦国家であり、国際的な会議で排出量削減目標を設定するのは連邦政府
であるが、憲法上の連邦政府と州政府の所管事項の整理から、実際に排出量削減を実施するのは各州政
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府となる。
　続く本稿の第2章ではカナダのCO2排出規制の概要を説明する。一概にCO2排出規制といっても、カ
ナダでは炭素税等に代表される炭素価格付け（カーボンプライシング）や、大量のCO2を排出する大規模
事業所を対象とする排出枠の設定、さらには排出枠取引等に代表される炭素市場（カーボンマーケット）
等の多岐にわたる制度が並行して存在する。
　また、この章ではカナダ全国共通のCO2排出規制の最低基準となる連邦制度の概要と、この連邦政府
が定めた制度の一翼を担う連邦炭素税の導入に反対する一部の州政府との摩擦についても言及し、特に

「州を超えた国家的懸念である気候変動」と「州の独立性」という2つの概念が衝突し、オンタリオ州、ア
ルバータ州、サスカチュワン州の3州が連邦政府とカナダ最高裁判所まで争った連邦炭素税をめぐる問
題と今後のCO2排出制度への影響も考察する。
　第3章ではケーススタディーとしてカナダ国内の最大の産油地帯であり同時に国内最大の排出量を持
つアルバータ州の既存の石油・天然ガス産業の強みを活かした新たな取り組みや、同州のCO2排出規制
に関係する経済的インセンティブについて解説する。
　最後に、第4章では最近のカナダの政策動向や今後の課題について展望する。

プロジェクト
名 バウンダリー・ダム クエスト アルバータ・カーボン・トランクライン 

（ACTL）

事業主

サスク・パワー社（サスカチュワン州
電力公社）

シェル社（大手石油会社） ノースウェスト・レッドウォーター・パー
トナーシップ社（製油所）
ニュートリエン社（化学肥料メーカー）
ウルフ・ミッドストリーム社（パイプライ
ン会社）
エンハンス・エナジー社（石油会社）

位置
サスカチュワン州エステバン近郊 アルバータ州フォート・サスカチュワ

ン近郊（アルバータ・インダストリア
ル・ハートランド工業地帯）

アルバータ州レッドウォーター近郊（アル
バータ・インダストリアル・ハードランド
工業地帯）

事業概要

サスカチュワン州南西部エステバンに
位置する石炭火力発電所から排出され
る CO2 を分離・回収し、サスカチュ
ワン州ウェイバーンへ CO2 を 66km
の CO2 パイプラインで輸送し、セノ
バス社が所有する減退油ガス田に地下
圧入し、石油増産回収（Enhanced Oil 
Recovery, EOR）に用いた後、恒久的
に地中貯留する。

アルバータ州エドモントン郊外のシェ
ル社が操業するスコーフィールド重質
油改質プラント（アップグレーダー）
から排出される CO2 の約 1/3 をシェ
ル社が保有する 65km の CO2 パイプ
ラインで輸送し、地下 2,000m 以上の
大深度塩水帯水層に地下圧入し恒久的
に地中貯留する。

アルバータ州エドモントン郊外のノース
ウェスト・レッドウォーター・パートナー
シップ社のスタージョン製油所とニュート
リエン社のレッドウォーター化学肥料工場
から排出される CO2 を分離・回収し、ウ
ルフ・ミッドストリーム社が所有する
240km の CO2 パイプラインで輸送し、エ
ンハンス・エナジー社が所有する減退油ガ
ス田に地下圧入し、EOR に用いた後に恒
久的に地中貯留する。

特記事項

世界初にして唯一の石炭火力発電所を
統合した CCS 事業。
2014 年の部分操業、2016 年の完全
操業以来、累計300万トンのCO2分離・
回収、輸送、地下圧入を実現。
連邦政府とサスカチュワン州政府から
の助成金支援あり。

オイルサンド事業に適用された世界初
の商業規模 CCS 事業。
2015 年の操業開始から 5 年間で累計
500 万トンの CO2 分離、回収、輸送、
地下圧入を実現。
連邦政府とアルバータ州政府からの助
成金支援あり。
アルバータ州カーボン・オフセット創
出中。

年間 1,460 万トンの世界最大規模の CO2

輸送が可能。2020 年 6 月に完全操業を開
始。
EOR 事業との連携がある CCS プロジェク
ト（CCS-EOR）。
連邦政府とアルバータ州政府からの助成金
支援あり。
アルバータ州カーボン・オフセット創出中。

備考

当初想定していた CO2 排出量を下回
る石炭火力発電所からの CO2 排出量
のため、減退油ガス田を所有するセノ
バス社にペナルティーを契約に基づき
支払った過去がある。

シェル社が CO2 の分離・回収、輸送、
圧入まで一貫して行う垂直統合型プロ
ジェクト。

製油所、化学肥料メーカー、パイプライン
会社、石油会社がそれぞれの特徴を活かす
形でコンソーシアムを形成し事業を組成。
各社が CO2 分離・回収、輸送、地下圧入
を分業する水平分業型プロジェクト。

カナダ西部の代表的な CCS 事業の概要表1

出所： 各種資料を基に筆者作成
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（1）国際的な取り決め

　カナダのカーボンニュートラルを理解するにあたり、
避けられないテーマは連邦制である。カナダは13の州
と準州から構成される連邦国家であり、このためカナダ
の気候変動に関するコミットメントを国際的に表明する
のは連邦政府であるものの、気候変動に関する具体的な
取り組みは各州政府に委ねられている。
　国際的には気候変動枠組みに積極的であるという印象
を与えるカナダであるが、連邦制により国際的なコミッ
トメントと具体的な国内政策の整備には若干の乖離があ
ることを否めない。カナダはパリ協定（2015年締結、
2016年発効）の参加国であり、パリ協定の「国際的な地
球温暖化に歯止めをかけ、平均気温の上昇を産業革命以
前に比べ2℃より十分低く保ち、可能であれば1.5℃に
抑える努力をする」という目標を積極的に支持している。
パリ協定の最終文言の交渉時に、平均気温の上昇を2℃
未満に抑えるか1.5℃未満に抑えるかで議論があったが、
カナダは当初より野心的な1.5℃未満に抑える案を支持
しており、各国間の調整の結果、平均気温の上昇を2℃
未満に抑え、更なる努力目標として上昇の幅を1.5℃未
満に抑えるという現在の目標設定となった。
　パリ協定の参加国は自らのCO2等の地球温暖化ガスの
排出量削減案である「自国が決定する貢献（国別温室効果
ガス削減目標。Nationally Determined Contributions, 
NDCs）」を定めるが、当初カナダは2030年までに自国
の排出量を2005年比の30%まで削減すると公表してい
た。
　この目標の実現は難しいと一部の専門家は指摘した
が、トルドー首相は2021年4月に更なる排出量削減を
表明し、2030年までに2005年比で排出量を40 ～ 45%
まで削減すると気候変動対策へ本腰を入れる構えを示し
た＊4。
　カナダはこの他にも国連気候変動枠組条約締約国会議 

（Conference of the Parties, COP）の参加国であり、また
国 連 気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル 

（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）の
参加国として積極的に国際的な気候変動に関する議論の
場に参加している。

（2）連邦政府と州政府の連携

　現在のカナダのトルドー政権（2015年～現在）は地球
温暖化ガスの排出量削減へ向けて取り組みを加速させて

いる。ただ、この野心的な発表の実現のためには国際的
な場で気候変動枠組みにコミットする連邦政府だけでな
く、連邦を構成する各州・準州との連携と調整が不可欠
である。
　2016年には連邦政府と州・準州政府の首相により「環
境に優しい成長と気候変動に関するバンクーバー宣言 

（Vancouver Declaration on Clean Growth and Climate 
Change）」が発表され、連邦政府と州・準州政府が政策
を連携して共に気候変動対策を実現することが明示され
た＊5。カナダの連邦政府と州・準州政府の全ての首脳が
合意したこの宣言は具体的な気候変動対策を記したもの
ではないが、今後の協力関係の礎となるものと認識され
ている。
　バンクーバー宣言を踏まえ、連邦政府と州・準州政府
の首脳は同年さらに「環境に優しい成長と気候変動に関
する汎カナダ枠組み （Pan-Canadian Framework on 
Clean Growth and Climate Change）」を通じて、連邦政
府と州・準州政府が実施するカナダ全体としての気候変
動対策のための重点的政策を発表した＊6。
　なお、この枠組みの4本柱は次の政策とされた＊7。
①炭素価格（カーボンプライシング）の導入、
② 州・準州同士で相互補完を可能とする足並みを揃えた

気候変動対策、
③気候変動への適応策の導入、
④革新的な低炭素技術の開発と雇用機会の創出。
　ただ、バンクーバー宣言が連邦政府と州・準州政府の
全会一致の賛成をもって採択されたのと対照的に、気候
変動対策の具体的な政策を定める汎カナダ枠組みについ
ては連邦政府と州・準州政府は合意できなかった。例え
ば、カナダ西部のサスカチュワン州とマニトバ州は、汎
カナダ枠組みの4本柱の1つである炭素価格（カーボンプ
ライシング）の導入に対して、増税を忌避するという州
の伝統的ビヘイビアもあって反発し、両州は汎カナダ枠
組みへの署名を見送った。その後、2018年にマニトバ
州は連邦政府に同州独自の取り組みが認められる見通し
となったため汎カナダ枠組みに加盟したものの、サスカ
チュワン州は現在まで引き続き加盟を見送っている。な
お、州レベルで州炭素税を導入しないサスカチュワン州
内で連邦政府が連邦法に則り連邦炭素税を徴収しはじめ
たため、同州は連邦政府を相手取り訴訟を起こしている

（この点については第2章に後述する）。また、マニトバ
州については25カナダドル均一の州炭素税の導入案が

1. 国際的な気候変動枠組みにおけるカナダ
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最終的に連邦政府に充分な取り組みとして認められな
かったため、この導入案自体を白紙撤回して汎カナダ枠
組みに加盟しているものの炭素価格（カーボンプライシ
ング）の州独自の導入は見送っている。
　連邦政府と州・準州政府は、気候変動対策の重要性に
ついては認識を同じくしているものの、その具体的な対
策をめぐる意見の相違が時折表面化する。その背景には、
カナダにおける州の独立性が挙げられる。カナダの連邦
制において、州政府は歴史的にも連邦政府の傘下にある
存在ではなく、連邦政府と所管事項を住み分けている独
立した存在である。イギリス系住民がフランス系住民を
併合したというカナダの歴史的背景もあり、各州は一般
にその住民の多様性を重んずるべきと考えられており、

州民の権利を連邦レベルで代弁することが期待されてい
る。なお、準州では州に比べて連邦政府に頼る事項が増
えてくるが、「居住者の意見を纏め、連邦レベルで代弁
する」という準州政府の立場は変わらない。
　この結果、国防・外交・交通等の国家レベルでの対応
が望ましいと考えられる所管事項は連邦政府に委ねられ
るものの、州や準州の内部の多岐にわたる営みは原則的
に州・準州政府に委ねられるので、各州・準州はその自
治と独立性を主張する傾向がある。
　特に気候変動対策においては、各州・準州のエネルギー
ミックスが全く異なることにも関係がある。カナダを構
成する13の州・準州の1次エネルギーの構成は州・準
州毎に全く異なる＊8。ブリティッシュ・コロンビア州、

アルバータ州

水力 原子力 風力 バイオマス

天然ガス 石油 太陽光 石炭 他

マニトバ州 サスカチュワン州 オンタリオ州

ケベック州 ニューブランズウィック州 ノバスコシア州 プリンス・エドワード島州

北西準州 ユーコン準州 ヌナブト準州
ブリティッシュ・
コロンビア州

ニューファンドランド・
ラブラドール州

出所： 各種資料を基に筆者作成

カナダの州・準州のエネルギーミックス（1 次エネルギー）図1
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ケベック州、マニトバ州、ニューファンドランド・ラブ
ラドール州、ユーコン準州等では水力発電の割合が高い
のに対し、原子力の割合はオンタリオ州とニューブラン
ズウィック州で高い。またアルバータ州やサスカチュワ
ン州では天然ガスや石炭の火力発電に占める割合が高
く、輸送手段が乏しくインフラも未整備の北部のヌナブ
ト準州と北西準州に至っては石油による発電が占める割
合が高い。
　この1次エネルギーの特性を反映し、カナダの各州・
準州の地球温暖化ガス排出量にも大きな差異がある。地
球温暖化ガス排出量はアルバータ州、オンタリオ州、ケ
ベック州、サスカチュワン州、ブリティッシュ・コロン
ビア州の順に高く、これら上位5州だけでカナダの総排
出量の9割を占めている。オンタリオ州とケベック州は
カナダで人口が多く、カナダ経済の中心地で工業を含め
た多様な産業を有しており、またアルバータ州とサスカ
チュワン州は石油・天然ガス産業が発達していることも
あって排出量が大きい。
　これらの多様性ある連邦制のなか、カナダ全土レベル
での対策を必要と考える連邦政府は2018年に「地球温
暖化ガス汚染価格法（Greenhouse Gas Pollution Pricing 
Act, GGPPA）」を導入した。この連邦GGPPA法の目的
は、カナダ全土で①連邦炭素税と②大規模事業所への排

出枠の設定という2つの制度により国家レベルで最低限
のCO2排出規制を設けることである。
　この連邦GGPPA法では、連邦政府の定める基準を満
たすと見なされる州法を整備した州は例外的に連邦法の
適用を免れることができるが、そうでない州には自動的
に連邦法が適用されることになっている。連邦政府が連
邦GGPPA法を導入した背景には、州レベルの個々の取
り組みでは一貫した国家レベルの排出量削減が実現でき
ないという懸念があるが、後述のとおり、連邦炭素税が
強制的に同等の州法を整備していない州の中で適用され
ることについて一部の州は猛反発し、最高裁判所まで係
争することとなった。

（3）最近の主な連邦政府の取り組み

　カナダの積極的な気候変動に関する取り組みについて
はカナダ国外からの評価は高いが、一方カナダ国内では
その実現性を疑問視する声もある。例えば、カナダ連邦
会計検査院は、2018年には連邦政府の気候変動対策が
具体性に欠けるという報告書を連邦議会に提出し、この
なかで「連邦政府による国際的なコミットメントが十分
に州政府と調整されておらず、具体的な目標設定の枠組
みがなく、国際的な宣言を自国内で実現するにはより明
示的な政策が必要である」と指摘した＊9。

州名： NL（ニューファンドランド・ラブラドール州）、PE（プリンス・エドワード島州）、NS（ノバスコシア州）、NB（ニューブランズウィック州）、
QC（ケベック州）、ON（オンタリオ州）、MB（マニトバ州）、SK（サスカチュワン州）、AB（アルバータ州）、BC（ブリティッシュ・コロンビ
ア州）、YT（ユーコン準州）、NT（北西準州）、NU（ヌナブト準州）。

出所： 各種資料を基に筆者作成

カナダの州・準州の地球温暖化ガス排出量の変遷図２

アルバータ州、オンタリオ州、ケベック州、サスカチュワン州、ブリティッシュ・コロンビア州の順に地球温暖化ガス排出量が多い。
特にエネルギー産業が発達しているアルバータ州は地球温暖化ガスの排出量が突出。
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出所： 各種資料を基に筆者作成

カナダにおける主要な気候変動対策図3

出所： 各種資料を基に筆者作成

カナダの気候変動対策の 4 本柱図4
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　2018年の連邦会計検査院の指摘を受け、トルドー政権
は矢継ぎ早に政策を発表している。連邦議会は「カナディ
アン・ネットゼロ・エミッションズ・アカウンタビリティー
法（Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act）」
を2021年6月に成立させ、連邦政府に排出量削減の実
現のための具体的対策を5年毎に連邦議会に提出させる
ことを義務付ける＊10。
　また、2020年12月には連邦政府は「健全な環境と健
全 な 経 済（A Healthy Environment and A Healthy 
Economy）」と題する気候変動アクション・プランを発
表し、この中でカーボンニュートラルを実現するために
64の具体的な対策の実施へ向けて150億カナダドルを
投じると発表した＊11。連邦政府はこの政策の一環とし
て2030年までに連邦炭素税（カーボンプライス）をCO2

換算排出量1トン当たり現在の50カナダドルから170
カナダドルまで増加させ、省エネや新エネの開発にも予
算を付けることを表明した＊12。
　2020年11月には連邦政府は「連邦水素戦略 （Hydrogen 
Strategy for Canada）」を発表し、新たなエネルギー源
として注目される水素についても2050年のカーボン
ニュートラル実現への要と位置づけた。さらに連邦政府
は2050年までにカナダ各地の特異性を活かしたブルー
水素やグリーン水素の製造を実現することを掲げ＊13、
具体的にはカナダ国内に水素ハブを形成し2050年には
年間水素生産量2,000万トン以上および国内エネルギー
の30%を水素で供給し、同時に海外輸出を促進するこ
とで世界から選ばれる水素供給国として世界のトップ3
水素生産国にランクインすることを目指している＊14。
　このカナダの連邦水素戦略は国家レベルの水素社会の

実装へ向けた国家文書であるが、このなかで興味深いの
はエネルギーミックスの異なるカナダ各州・準州政府の
思惑を反映し、国家レベルでは将来的には再生可能エネ
ルギーを用いて水を電気分解するグリーン水素を目指す
としながらも、直近には石油・天然ガス等の炭化水素か
ら製造し、副産物の二酸化炭素をCCSにより地中に圧
入するブルー水素の事業化を目指すとしていることであ
る＊15。これは具体的なエネルギー産業に関する政策が
カナダの憲法上、各州・準州政府に委ねられており、連
邦政府は法的にも政治的にも調整役に徹することが求め
られているからである。このため、各州・準州政府の思
惑を尊重する形の国家レベルの水素戦略となっている。
　なお、欧州や米国でも注目を浴びているメタンガスの
排出削減についてもカナダ連邦政府は新たな取り組みを
導入している。メタンガスは二酸化炭素よりも絶対量が
少ないが、その代わりに二酸化炭素を凌駕する温室効果
係数を有しており、地球温暖化ガスとして大きなインパ
クトを与えかねない。このため、連邦政府は各州・準州
政府と連携しつつ国内法整備を進めている。連邦政府は
2020年10月には7億5,000万カナダドルのメタン排出
削減基金（Emission Reduction Fund）を設立し、洋上あ
るいは陸上油ガス田を操業する企業がメタン排出削減に
取り組む際に費用の最大75%までを資金援助すること
を発表した＊16。2021年9月に再選が確定したトルドー
首相の率いる自由党もその選挙公約の中で石油・ガス産
業を対象にメタンガス排出量を2030年までに2012年
比で少なくとも75%削減し、排出量が過少に報告され
ている問題に対処すべく調査委員会を設置すると述べて
いる。

（1）連邦GGPPA法

　CO2 排出規制にはさまざまな方法があり、一般的に
CO2排出規制と呼ばれる手法は、事業過程で排出される
地球温暖化ガス（主にCO2）の負の影響を事業主のコスト
として内部化させるための手段である。
　これにはいくつかの方法があるが、主なCO2排出規制
は次の4つであろう。いずれも炭素価格付け（カーボン
プライシング）を行い、CO2排出になんらかのコストを
かける仕組みとなっている。
　①排出枠の設定と排出量取引

　②炭素税（カーボンタックス）
　③炭素国境調整措置
　④ クレジット取引あるいはオフセット取引（これには

国家主導の制度や民間主導のボランタリー・クレ
ジットも含まれる）

　連邦国家カナダは連邦とそれを構成する州という二重
の構造になっているため、カナダのCO2排出規制も二重
構造となっている。このなかで重要な国家レベルでの枠
組みとなるのが先に述べた「地球温暖化ガス汚染価格法 

（Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, GGPPA）」であ

2. カナダのCO2排出規制の概要
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る。連邦GGPPA法は「カナダ連邦内での最低限のCO2

排出規制」という位置付けであり、「CO2排出規制の連邦
内でのバックストップ（federal backstop）」と呼ばれてい
る。連邦GGPPA法が連邦内でのバックストップと呼ば
れるのは、各州・準州政府がこれと同等と見なされる法
律を整備しない場合に、自動的に連邦GGPPA法が該当
地域内で適用されるという仕組みになっていることに由
来する。連邦GGPPA法はカナダ国内の「最後の砦」とし
て自動的に連邦を構成する州・準州の中でも発動するの
である。
・連邦OBPS制度
　連邦GGPPA法には、大きく分けて2つの仕組みがある。
　ひとつ目は大規模事業所を対象とする排出量取引 

（Output-Based Pricing System, OBPS）である。連邦
GGPPA法に定める連邦OBPS制度は、年間5万トン以
上のCO2を排出する設備に対して各業界の平均的排出量
から算出される排出枠を設け、この排出枠を年々縮小さ
せる制度である＊17。ベンチマークとなる各業界の平均
的排出量は連邦政府により定められ、上限の排出量が
年々縮小されて厳しくなっていく。このため、この法制
度の対象産業に属する企業は排出量を削減するべく、新
たな技術を導入する等の取り組みを継続することが求め
られる。
　連邦OBPS制度では、仮に規制対象となる大規模事業
所が自助努力で連邦政府に定められた排出枠に収まらな
い場合、次の方法で超過分について対処することを可能
としている。
　① 同じように排出枠を設けられ、これを下回る排出量

削減に成功した企業から排出枠（クレジット）を購
入。

　② 連邦GGPPA法により排出枠を設けられていない他
産業が政府に認証された諸活動から創出するオフ
セットを購入。

　③ 連邦政府が設立した技術基金から超過した排出量に
相当するクレジットを購入。

　連邦政府はCO2換算排出量1トン当たりの炭素価格を、
現在（2021年4月1月から2022年3月31日まで）の40
カナダドルから段階的に2030年の170カナダドルまで
引き上げる方針を示している＊18。次第に縮小する大規
模事業所向けの排出枠と増加する炭素価格は排出量取引
を活発化させ、排出枠（クレジット）の取引だけでなく、
補填に利用できる他産業のカーボンニュートラル事業由
来のオフセット創出も活性化させることが期待されてい
る。

・連邦炭素税
　この大規模事業所を対象とする連邦GGPPA法OBPS
制度によるCO2 排出枠設定と排出量取引の他に、連邦
GGPPA法は一般市民も対象に含んだエンドユーザー向
けの連邦炭素税を設けている。具体的にはガソリンや
ディーゼル等に温室効果係数を勘定した連邦炭素税が上
乗せされる。なお、プラスチック製品等には係らない。
現在（2021年4月から2022年3月まで）の連邦炭素税は
CO2換算排出量1トン当たり40カナダドルであり、これ
まで毎年4月1日に前年比で10カナダドル値上がりして
きた。来年2022年4月1日には現在の連邦GGPPA法の
規定に定められたとおり50カナダドルまで引き上げら
れる。
　2023年3月31日までの連邦炭素税が50カナダドルで
あることは法令に定められているが、それ以降の引き上
げはまだ法制化されていない。しかし、連邦政府は今後
更に税額を引き上げる方針を発表している。2023年4
月1日以降はこれまでどおりのCO2 換算排出量1トン当
たりにつき年間10カナダドルの上昇ではなく、15カナ
ダドルにまで引き上げ、最終的に2030年には170カナ
ダドルになると連邦政府は発表している＊19。
　この炭素税はガソリン等の販売価格に反映され、カナ
ダ歳入庁は具体的に消費者がどの程度の負担を強いられ
るかそのホームページで公表している＊20。例えば、
2021年4月から2022年3月までは、ガソリン1リット
ル当たり0.0884カナダドルの課税である＊21。
　このように、カナダの国全体としての最低限の基準と
いう位置付けの連邦GGPPA法では、CO2 を排出する大
規模事業所を対象とする排出枠の設定と排出量取引、そ
して一般消費者を対象とする化石燃料への連邦炭素税の
課税という2つのメカニズムを通じて地球温暖化ガスの
排出量削減を推進している。

（2）カナダの各州・準州の制度

　カナダの各州・準州政府も気候温暖化へ向けた具体的
取り組みの一環としてカーボン規制制度を導入してお
り、カナダを構成する13の州・準州の内、6州・準州が
連邦政府に連邦GGPPA法に定める炭素規定と同等と認
められる独自の法律を整備している（これらの6州はブ
リティッシュ・コロンビア州、ケベック州、ニューファ
ンドランド・ラブラドール州、ニューブランズウィック
州、ノバスコシア州、北西準州）。
　残りの7つの州・準州は、①任意で連邦GGPPA法の
州内適用を認めている州（人口の少ないプリンス・エド
ワード島州や北部に位置するユーコン準州とヌナブト準
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州）、②歴史的な経緯から炭素税の導入に反対している
州（サスカチュワン州とマニトバ州）、③州レベルで炭素
規制を導入していたものの政権交代に伴う州法改正で連
邦GGPPA法の対象州になってしまった州（オンタリオ
州、アルバータ州）に大きく三分される。連邦政府に 「連
邦GGPPA法と同等」と見なされる独自の法律の整備の
有無に関わらず、13の州・準州は独自の取り組みを行っ
ており、モザイク状の多様な法制度が並行して存在する
ことになる。
　州レベルで独自のCO2 排出規制を導入している州は、
3つに大きく分類できる。カナダの気候変動取り組みの
専門家シャロン・マッシャー教授は、カナダ国内に存在
する3制度を①炭素税型、②キャップ・アンド・トレード
型、③ハイブリッド型に分類している＊22。
・炭素税型
　まず、炭素税型は州内で売買される化石燃料に対して
州炭素税（provincial carbon tax）を課す制度を指す。こ
の場合、州炭素税は一般消費者等を広く網羅する課税と
なり、化石燃料の価格を実質的に引き上げることで消費
者行動の変化を促し、同時に税の徴収による州政府の気
候変動対策の予算増加を政策目的にしている。
　炭素税型の取り組みのカナダにおける代表例はブリ
ティッシュ・コロンビア州である。環境意識が高いこと
で知られる州民が多い同州は、カナダで初めて炭素税を
導入した歴史的背景があり、連邦政府が連邦GGPPA法

を整備して炭素規制に乗り出した際には同州はすでに州
炭素税を導入済みであった。さらに、同州の炭素価格は
連邦政府より常に高く設定されており、州民の生活のさ
まざまな側面で行動変革を促す作りとなっている。なお、
同州は政策的に農業やLNG産業等の一部の産業をこの
課税措置の対象外としている。
　現在、新型コロナウイルスの経済的影響を懸念した同
州政府は炭素価格をCO2 換算排出量1トン当たり40カ
ナダドルに据え置いているが、本来は連邦政府の連邦炭
素税の引き上げに先立ち、2019年4月1日から40カナ
ダドルであった州炭素税を2020年4月1日より45カナ
ダドル、最終的には2021年4月1日には50カナダドル
まで引き上げることを目標としていた。連邦政府は連邦
炭素税を2021年4月1日に40カナダドルに引き上げて
おり、現在はブリティッシュ・コロンビア州も連邦州も
同じ炭素税であるものの、本来であればブリティッシュ・
コロンビア州は、連邦政府が目指していたCO2換算排出
量1トン当たり50カナダドルを連邦政府より一足先に
実現していたことになる。
　ブリティッシュ・コロンビア州はこのように連邦
GGPPA法の炭素税に関する要件を満たしているが、他
方、連邦GGPPA法に定める大規模事業所を対象とした
OBPS制度のような排出枠設定は行っていない。
　連邦OBPS制度に類似する制度はないものの、ブリ
ティッシュ・コロンビア州の大規模事業所は年間1万ト

出所： 各種資料を基に筆者作成

連邦 GGPPA 法による連邦炭素税の適用範囲図5



402021.11 Vol.55 No.6

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

ンのCO2換算排出量がある場合は州政府への届出義務が
課されている。また、CO2 換算排出量で年間2万5,000
トン以上の排出量がある大規模事業所はその排出量につ
いて第三者認証を受ける義務がある。
　このようにブリティッシュ・コロンビア州は連邦
GGPPA法のOBPS制度に類似する排出枠の設定と排出
量取引を有さないが、同州の歴史的に積極的な気候変動
政策と州民の生活のさまざまな場面で適用される州炭素
税が気候変動対策に有益であるとして、連邦政府は同州
の炭素規制を連邦制度と同等として認め、連邦GGPPA
法の同州内での適用を行っていない。
・キャップ・アンド・トレード型
　次に、キャップ・アンド・トレード型の制度では、州
政府が地球温暖化ガスの総排出量を定め、各業界の平均
的排出量を算出し、具体的な総排出量の削減目標の実現
のためにベンチマーク値を設定する。州政府は規制対象
の産業に属する大規模事業所に対して排出量の上限とな
る排出枠をベンチマーク値から毎年設定する。設定され
た年間排出枠を下回った大規模事業所に対しては州政府
からクレジットが付与され、他の規制対象になっている
大規模事業所に販売することが可能となっている。
　他方、年間の排出枠を超過してしまった大規模事業所
は、クレジットを有する他の大規模事業所からクレジッ
トを購入し、超過分に充てることが求められる。年間排
出枠は年々縮小していくので、規制対象となる大規模事
業所は低環境負荷技術の開発や導入を迫られることにな
る。
　カナダにおけるキャップ・アンド・トレード型のCO2

排出規制の代表例はオンタリオ州とケベック州である。
現在のオンタリオ州は2017年の政権交代によりCO2 排
出規制を2018年に一部撤廃しているが（この点につい
ては後述）、歴史的には同州は隣のケベック州と米国カ
リフォルニア州と共に広域な排出量取引市場を形成して
いた。
　ケベック州では2013年よりキャップ・アンド・トレー
ド制度が導入されており、州政府は規制対象産業に属す
る大規模事業所に対して排出枠を設定している。大規模
事業所は排出枠を下回った場合は余剰分を排出量取引市
場で販売することができ、逆に排出枠を上回った場合は
超過分を購入することができる。2014年、ケベック州
は2013年に米国カリフォルニア州で発足していたキャッ
プ・アンド・トレード制度にその排出量取引市場をリン
クさせ、国境を越えた排出量取引市場を形成した＊23。
この排出量取引市場には一時的にオンタリオ州も参加し
ていた。

　オンタリオ州は2017年に州内の排出量取引市場を発
足させ、2017年9月にはケベック州とオンタリオ州が
覚書を締結したことにより、2018年1月からカナダ（ケ
ベック州、オンタリオ州）と米国（カリフォルニア州）に
またがる排出量取引市場が形成された。しかし、政権交
代に伴いオンタリオ州はキャップ・アンド・トレードを
州法改正により2018年7月には廃止し、排出量取引の
停止に伴いケベック州とカリフォルニア州との共同市場
からも撤退した＊24。オンタリオ州がこの国際的な排出
量取引市場に参加した期間は短く、実質的な企業行動の
変化には至らなかったといわれている。
・ハイブリッド型
　ハイブリッド型は、上述の炭素税型とキャップ・アン
ド・トレード型の双方の特徴を併せ持つ制度のことを指
す。
　カナダ国内の代表例は歴史的にはアルバータ州であ
る。アルバータ州では歴史的に化石燃料を対象とする州
炭素税を導入し、また大量の地球温暖化ガスを排出する
大規模事業所を対象とする排出枠設定、排出量取引、報
告書の提出義務を設けている。
　同州では2004年から「特定ガス報告規制（Specified 
Gas Reporting Regulation, SGRR）」制度を通じて年間1
万トン以上のCO2換算排出量を排出する大規模事業所に
対して州政府への報告を求めている＊25。さらに、2007
年にはカナダ国内で初めて大規模事業者を対象とする

「 特 定 ガ ス 排 出 者 規 制（Specified Gas Emitters 
Regulation, SGER）」制度を設け、個々の大規模事業所の
それぞれの歴史的排出量から排出量削減目標を定めた。
また、SGER制度においては大規模事業所に対してCO2

換算排出量1トン当たり15カナダドルの炭素税を課した。
その後、この大規模事業所を対象とする炭素税は2016
年には1トン当たり20カナダドル、2017年には30カナ
ダドルまで引き上げられた。
　時代に合った政策導入を可能にするために当初から時
限立法として2017年12月31日に失効することが定め
られていたSGER制度の失効を見据え、アルバータ州は
2018年に別の規制、「炭素競争インセンティブ規制

（Carbon Competitive Incentive Regulation, CCIR）」制度
を導入し、従来のSGER制度による個々の大規模事業所
の歴史的排出量をベンチマークとする削減目標制度か
ら、対象業界の平均的排出量をベンチマークとするより
厳しい制度を設定した。CCIR制度では業界の平均値を
設けることにより、仮に競争相手である同一業種の大規
模事業所がより前衛的な取り組みを行っている場合、他
の大規模事業所も一層自社の低炭素化を加速させる必要
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に迫られる競争原理が作用する制度設計となった。さら
に、規制対象の業界内でも個々の大規模事業所に排出枠
を設け、年々排出枠を減らすことと排出量取引市場から
購入できるクレジットに上限を設けることで大規模事業
所が確実に地球温暖化ガス排出量削減に取り組むインセ
ンティブを強化した＊26。これにより、排出枠を超えて
しまう大規模事業所は①自助努力により排出量を削減す
る、②他社から排出枠（クレジット）を購入する、③他産
業のカーボンニュートラル事業からオフセットを購入す
る、④州政府の技術基金からクレジットを購入する、と
いう対策をとることが必要になり、これらの対策をとら
ずに実際の排出量が排出枠を超過した場合はCO2換算排
出量1トン当たり200カナダドルの罰金が課される。
CCIR制度はSGER制度と全体的に類似するものの、一
層CO2排出量の削減を迫る仕組みとなっている。
　その後、アルバータ州での政権交代を受け2020年か
ら CCIR制 度 に 代 わ り「 技 術 革 新・ 排 出 削 減 規 制

（Technology Innovation and Emissions Reduction 
Regulation, TIER）」制度が施行された。CCIR制度から

TIER制度への移行では大きな変化はなく、従前どおり
CO2 換算排出量が年間10万トンを超える大規模事業所
は州政府の定める排出枠の対象となった＊27。現在も
TIER制度は州内で適用されており、連邦政府は連邦
GGPPA法の下にある連邦OBPS制度とアルバータ州
TIER制度は同等であるとして認めている。したがって、
連邦 GGPPA法のうち、大規模事業所を対象にする
OBPS制度は同州内では適用されていない。
　以上の大規模事業所を対象とする制度の他に、アル
バータ州は一般消費者向けに2017年からCO2 換算排出
量1トン当たり30カナダドルの州炭素税を設定してい
たが、2019年の政権交代に伴い、「州民の経済的負担を
軽減する」という政策の一環として、2019年5月に州炭
素税を撤廃した＊28。このため、連邦GGPPA法による州
内での連邦炭素税の自動適用が開始され現在に至る。
　現在のアルバータ州は州独自のTIER制度による大規
模事業所に対する排出枠設定と、連邦GGPPA法による
連邦炭素税を一般消費者に課している状態であり、
2019年の法改正で州炭素税を撤廃してからは厳密には

出所： 各種資料を基に筆者作成

カナダに存在する 3 つの CO2 排出規制図6
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ハイブリッド型とはいえないが、2019年の州法改正ま
では州独自の大規模事業所に対するキャップ・アンド・
トレード型の制度と州炭素税という2つの制度を並行し
て持つハイブリッド型の州であった。
・カナダの多様な炭素規制
　カナダの炭素規制制度を理解するには、その多様性の
理解が必要になる。
　まず、炭素規制に関しては連邦制度と各州の制度が重
なり合って存在することによる多様性がある。連邦政府
が「州制度が十分でない」と判断する場合には連邦
GGPPA法に定める連邦制度が一部あるいはすべての分
野で適用される。アルバータ州は一部適用の例であり、
同州は連邦制度の内、連邦炭素税のみが適用されている。
他方、人口が少ないヌナブト準州は労力を割いて独自の
制度を設計することを選ばず、自主的に連邦GGPPA法
に定める大規模事業所への排出枠設定と連邦炭素税の州
内適用を行っている。
　次に、州単位でさまざまな法制度が並行して存在し、
大まかに分類するだけでも炭素税型、キャップ・アンド・
トレード型、ハイブリッド型という3種類の異なるアプ

ローチが運用されている。実際にはこれら3種類の制度
の中には州毎に異なる細かな例外事項が存在する。
　さらに時間軸を加えると、州レベルでの取り組みが政
権交代で大きく変化することが伺える。ブリティッシュ・
コロンビア州やケベック州のように歴史的に一貫して炭
素規制により気候変動対策を行っている州や、サスカ
チュワン州のように歴史的に炭素税という概念に反発し
て一貫として導入していない州もあるが、他方オンタリ
オ州やアルバータ州のように政権交代で突然制度が変化
する事例もある。オンタリオ州については、2017年に
州内の排出量取引市場を整備しケベック州とカリフォル
ニア州との共同市場に2018年1月に加盟したが、同年7
月には政権交代で自州のキャップ・アンド・トレード制
度を撤廃することで共同市場からも撤退している。政権
交代があったとはいえ一貫した政策とは言い難い。一方、
アルバータ州についてはオンタリオ州程の政策の大きな
揺れはなく、大規模事業所の規制についての政策は政権
交代があっても一貫している。ただし、州炭素税につい
ては導入から2年程で撤廃されている過去がある。

出所： 各種資料を基に筆者作成

連邦 GGPPA 法による連邦炭素税が適用される州の詳細図7



43 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

カナダにおけるCO2排出規制と政策動向　2050年カーボンニュートラル実現へ向けた取り組み

（3） 連邦GGPPA法をめぐる連邦政府と一部の州政府

の法廷での争い

　カナダでは州の独立性が元来強く、更にはカナダ憲法
を構成する文書のひとつである1867年英領北米法（現
在はカナダ1867年憲法）において連邦政府と州政府の
それぞれの所管事項が定められていることから、州政府
は連邦政府に対してさまざまな場面で自らの主権を主張
する。
　カナダの現在の温暖化ガス排出関連の法制度において
は、連邦政府は「十分な州制度を備えていない」と見なす
各州内で連邦GGPPA法を通じて連邦炭素税を自動的に
適用することができる。この現制度は自らの法制度を整
えることができない人口の少ない州・準州や、連邦制度
を用いたいと考える州・準州には受け入れられやすいが、
他方、州内での連邦税徴収を州の主権侵害ととらえる州
や、歴史的に税の徴収に批判的な州では受け入れがたい
ものとなっている。
　このため、オンタリオ州、アルバータ州、サスカチュ
ワン州は連邦GGPPA法による州内の連邦炭素税徴収を
州の主権の侵害ととらえ、連邦政府を相手取り2018年
から2020年にかけて訴訟を起こし、2021年3月にカナ

ダ最高裁判所で連邦政府に敗訴している。さらに、係争
までは発展していないものの、歴史的に増税に反対して
きたマニトバ州は連邦政府を相手に独自の訴訟を検討中
であると時折伝えられている＊29。
　オンタリオ州、アルバータ州、サスカチュワン州によ
る連邦政府に対する連邦炭素税をめぐる一連の訴訟はカ
ナダ最高裁判所の判決により決着はついているが、カナ
ダという連邦国家ならではの気候変動政策の課題を理解
する上でこの法廷での争いの経緯や主張を俯瞰すること
は役だつと考えられるので、本稿ではこれらの概要を下
に纏める。
　連邦炭素税を州の主権の侵害であるとして提訴したオ
ンタリオ州、アルバータ州、サスカチュワン州はその主
張は同じであるが、背景は若干違う。
　オンタリオ州とアルバータ州ではいずれも連邦政府か
ら連邦GGPPA法に同等と見なされる独自の州法を整備
していたものの、いずれも政権交代により州法改正が行
われたことにより、連邦炭素税が州内で徴収される事態
に至った。（オンタリオ州：ダグ・フォード首相、オン
タリオ進歩保守党、2018年から現職。アルバータ州：ジェ
イソン・ケニー首相、連合保守党、2019年から現職）

出所： 各種資料を基に筆者作成

連邦 GGPPA 法による連邦炭素税が適用されない州の詳細図8
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　カナダでは連邦政府も州政府も異なる分野で税の徴収
は可能と憲法上認められているため、具体的にどこまで
がどちらの政府の所管事項かを厳密に定めることは難し
い。政権交代の結果、オンタリオ州政府もアルバータ州
政府も「州内の経済活動に対する税の徴収は州政府の所
管事項であり、連邦政府が地球温暖化ガス排出を理由に
州内の経済活動に関して一般消費者から連邦炭素税を徴
収する行為は越権行為であり、連邦政府と州政府の所管
事項を明記した1867年憲法に照らし合わせても違憲行
為である」と主張した。オンタリオ州とアルバータ州は
それぞれ2018年9月と2019年6月に連邦炭素税をめぐ
り連邦政府を訴えた。
　一方、サスカチュワン州は歴史的に炭素税という概念
に反発しており、一度も州炭素税を導入したことがない
ため、これまで自動的に連邦炭素税の適用地域となって
いた。このため、サスカチュワン州は連邦政府が州内で
連邦炭素税を徴収することは州の主権を侵害するもので
あるとして2018年4月に連邦政府を訴えた。なお、同
州の隣のマニトバ州も係争までは起こしてはいないもの
の、同様に炭素税という概念に反発してしており、時折
連邦政府を相手に訴訟を起こす可能性を示唆してきた経
緯がある。

　連邦炭素税をめぐる提訴をしたオンタリオ、アルバー
タ、サスカチュワンの3州はそれぞれの州内の控訴裁判
所に連邦炭素税の違憲性を問う意見照会を行った。意見
照会は実態上通常の裁判と同じであるが、意見照会を行
えるのは連邦政府あるいは州政府であり、法的な質問を
裁判所に問うことで裁判所の公式な見解を得ることがで
きる。連邦政府が意見照会を行えるのはカナダ最高裁判
所である。州政府が意見照会を行えるのはそれぞれの州
内にある控訴裁判所が第1審であり、その結果に不服で
あるとして上告する場合はカナダ最高裁判所へ再度意見
照会が行われる。
　サスカチュワン州は連邦政府を相手取ってサスカチュ
ワン州控訴裁判所で争い、同州は「連邦炭素税は州の権
限に対する看過できない侵害である」と主張した。これ
に対して連邦政府は「連邦炭素税の導入は気候変動とい
う州を超えた国家的な懸念に取り組むための措置であり、
連邦政府が国家的懸念に直面した際に発動する「平和、
秩序、良い統治（Peace, Order, and Good Governance, 
POGG）」の憲法上の概念の範囲内である」と主張した。
　第1審ではサスカチュワン州控訴裁判所は2019年5
月3日の判決で連邦政府の主張を認め、連邦GGPPA法
による連邦炭素税のサスカチュワン州内での適用は合憲

出所： カナダの法令を基に筆者作成

カナダの裁判所図9
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出所： 連邦・州政府による連邦 GGPPA 法をめぐる法廷への意見書を基に筆者作成

第1審における州政府側と連邦政府側の見解図10

出所： 連邦・州政府による連邦 GGPPA 法をめぐる法廷への意見書を基に筆者作成

連邦 GGPPA 法をめぐる関係する州政府と連邦政府の相関図図11
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であると認めた。
　また、オンタリオ州も同様の議論をオンタリオ州控訴
裁判所への意見照会において行ったが、ここでも連邦政
府は2019年6月28日の判決で勝訴した。
　アルバータ州が3州の内では最後となる2019年6月
にに同州控訴裁判所に意見照会を行ったが、アルバータ
州控訴裁判所は2020年2月24日の判決でサスカチュワ
ン州やオンタリオ州の判決と異なり、アルバータ州政府
の見解を認め、連邦GGPPA法による連邦炭素税のアル
バータ州内の徴収は州の主権を侵害する行為であると認
めた。
　このため、州によって異なる結果となったため、連邦
政府とそれぞれの州政府はカナダ最高裁判所に上告し、
カナダ最高裁判所は3件をまとめて2020年秋に審議した。
カナダ最高裁判所でもこれまでと同じ主張が繰り返され
たが、環境意識の高い州民が多いことで知られるブリ
ティッシュ・コロンビア州が気候変動対策という観点か
ら連邦政府の主張を法廷への意見書という形で支持し、
州の独立性を意識する州民が多いことで知られるケベッ
ク州が州の主権という観点から連邦政府の介入を退けた
い3州の意見を法廷で支持した。この結果、カナダの多
くの州が法廷に意見書を提出するという国全体の関心を

集める一大係争となった。
　カナダ最高裁判所は2021年3月25日の判決文にて、
連邦政府の主張を認め、連邦GGPPA法による一部の州
の中での連邦炭素税の徴収を合憲と認めた。カナダ最高
裁判所はこの係争が重要であるため、最大の9名の最高
裁判事による審議としたが、結果としては多数派意見（6
名）と少数派意見（3名）に分かれる判決となり、気候変
動対策が非常に難しい連邦制上の問題であることを浮き
彫りにした。最高裁の多数派意見は、気候温暖化対策を
国家的な懸念と認め、連邦GGPPA法による連邦炭素税
制度を国内の地球温暖化ガス対策の最低限のスタンダー
ドであると見なし、州の主権への侵害はこの目的のため
に必要な最低限の侵害であるとのものであった。
　このカナダ最高裁による2021年3月の判決により、
連邦GGPPA法やその傘下の連邦炭素税の合憲性が認め
られ、これまでカナダの気候変動対策やCO2排出規制で
燻り続けていた問題に終止符が打たれた。これを受けて
連邦政府は引き続き連邦炭素税を2030年までにCO2 換
算排出量1トン当たり170カナダドルまでに段階的に引
き上げるとの声明を発表しており、これが全国の最低限
の共通スタンダードになるため、各州は独自の州法で同
等の措置を取るか、それを取らない場合は自動的に連邦

出所：連邦・州政府による連邦 GGPPA 法をめぐる法廷への意見書を基に筆者作成

カナダ最高裁判所における州政府側と連邦政府側の見解図12
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（1）アルバータ州のCO2排出規制の概要

　カナダ西部に位置するアルバータ州はカナダ国内最大
の産油地であり、同時にカナダ国内で第1位の地球温暖
化ガス排出量を有する。このため、アルバータ州政府は
地場産業である石油・天然ガス業界の発展と、世界的に
高まるカーボンニュートラル社会の実装という2つの政
策軸の実現が求められている。
　アルバータ州では、もはや資源エネルギー開発と低炭
素社会の実現は表裏一体の関係であり、この一環として
低炭素社会へ貢献する資源エネルギー事業の組成が政策
的関心であり、これを促進するCO2排出規制の法制度の
整備、導入が進んでいる。
　アルバータ州では前政権である新民主党の下で気候変
動対策が本格的に開始され、新民主党は「アルバータ州の
経済をエネルギー産業が支えているからこそ、率先して
気候変動対策を行う」という政策方針を打ち出していた。
　現在は2019年の政権交代により連合保守党が政権の
座にあるが、気候変動対策やCO2排出規制は上述の州炭
素税撤廃とこれに伴う一連の連邦政府との係争を除き、
基本的な政策はほぼ踏襲されている。

（2）アルバータ州のCO2排出規制の概要

　現在のアルバータ州のCO2 排出規制の柱となるのは
2020 年から導入された「技術革新・排出削減規制

（Technology Innovation and Emissions Reduction 
Regulation, TIER）」制度である。TIER制度は、連邦政
府が連邦GGPPA法の一部として定める大規模事業所を
対象とする排出量取引（Output-Based Pricing System, 
OBPS）と同等であるとされているため、アルバータ州
内の大規模事業所は連邦政府のOBPS制度ではなくアル
バータ州政府のTIER制度の遵守のみが求められる。
　このTIER制度は、年間のCO2 換算排出量が10万ト
ンを超える大規模事業所は州政府の定める排出枠の対象
となる制度であり、個々の大規模事業所が属する業界の
平均的な排出量から算出したベースラインを用いた個々
の大規模事業所への排出枠が州政府により設けられる。

なお、この排出枠は時間の経過とともに厳しくなり、よ
り一層排出量削減の取り組みが求められる。
　なお、年間排出量が10万トンを超える大規模事業所
は自動的にTIER制度の規制対象になるが、それ以外の
事業所も任意でTIER制度の適用対象となることが可能
である。この際のメリットは、仮にTIER制度の規制対
象でなくても自ら進んで規制対象になることにより、現
在は州炭素税の撤廃により自動的に州内で適用される連
邦炭素税の適用対象外となることができることである。
現在の連邦制度には連邦炭素税と大規模事業所向けの
OBPS制度があるが、アルバータ州においては州炭素税
の撤廃により連邦炭素税が自動適用されるものの、
TIER制度は引き続き連邦OBPS制度と同等であると見
なされている。このため、TIER制度の規制対象外の事
業所に対しては排出枠は設けられないが、その代わり消
費者や事業者を対象とする連邦炭素税が徴収される。
TIER制度では年間排出量が10万トンを超える大規模事
業所は排出枠設定と引きかえに炭素税の適用を免れるこ
とができ、10万トンに満たない事業所も自主的に排出
枠の設定に加わることで同様の扱いを受けられる。事業
所によってはTIER制度に任意で参加することで連邦炭
素税の適用を避け、全体的なコストを削減できる可能性
があるため、アルバータ州内の一部の事業所は自らの事
業形態に応じて戦略的にTIER制度と自動適用されてい
る連邦炭素税を使い分けている。

（3） アルバータ州のカーボン・クレジットおよびカーボ

ン・オフセットの取引

　TIER制度の下では大規模事業所や上述のとおり自主
的に排出枠設定に加わる事業所は①カーボン・クレジッ
ト、②オフセット、③技術基金制度という3通りの方法
で対応することが可能である。
・エミッション・パフォーマンス・クレジット制度
　他の大規模事業所から追加の排出枠であるエミッショ
ン・パフォーマンス・クレジット（Emission Performance 
Credit, EPC）を購入することが可能である。このクレ

3. アルバータ州の取り組み：資源エネルギー開発と表裏一体のCO2排出規制

炭素税が適用されることになる。
　ただし、カナダでは連邦国家故に、今後も資源エネル
ギー業界にも関係する環境影響評価や先住民対策等の他

の側面でも連邦政府と州政府の軋轢が表面化する可能性
があると考えられる。
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ジットはTIER制度に規制される大規模事業所や任意で
参加している事業所が年間の排出枠を下回った排出量を
実現した際に付与される。このため、排出枠を下回った
事業所は超過料金を払うことを避けることができ、同時
に排出枠を超過した他の事業所に販売することで追加の
収入を得ることが可能となる。
　これらのクレジットはアルバータ州政府が国際的な認
証機関CSAグループに運営を委託するアルバータ州エ
ミッション・パフォーマンス・クレジット・レジストリー 

（Alberta Emission Performance Credit Registry）とい
うオンライン登録簿により公開される＊30。
　現在のアルバータ州の排出枠取引は直接交渉であり、
排出枠を追加で求める事業所はこのオンライン登録簿で
エミッション・パフォーマンス・クレジットを販売する
事業所を見つけ、直接連絡を取り、排出枠売買契約を交
渉し、当事者同士の相対取引を行うことが必要である。
なお、売買が実現した場合、その対象となるクレジット
は登録簿から除かれ、同一クレジットが重複して取引さ
れないように工夫されている。クレジットの取引価格は
当事者同士の交渉で決定される。
・エミッション・オフセット制度
　次に、エミッション・パフォーマンス・クレジットを
他のTIER制度の規制対象の事業所から購入することで
排出枠の超過を解決できない事業所は、他の産業からエ
ミッション・オフセット（emission offset）を購入するこ
とができる。アルバータ州政府はエネルギー、農業、工
業 等 の 多 様 な 分 野 で 16 の オ フ セ ッ ト 算 定 方 法 論 

（quantification protocol）を認めている＊31。これらのオ
フセットは同じくCSAグループが運営するアルバータ
州エミッションズ・オフセット・レジストリー （Alberta 
Emissions Offset Registry）に掲載される＊32。なお、エ
ミッション・パフォーマンス・クレジットと同様に、エ
ミッション・オフセットも単位は回避されたCO2換算排
出量1トン当たりとなっている。
　エミッション・オフセットはさまざまな業種に属する
事業所がアルバータ州政府の認めるオフセット算定方法
論に基づき地球温暖化ガスの排出を回避した際に創出さ
れ、事業所は自らがオフセット算定方法論に基づき回避
したと主張する排出量の認定を第三者認証機関から得る
ことが必要となる。
　石油・天然ガス産業に関連するところでは、アルバー
タ州政府は「二酸化炭素回収と大深度塩水帯水層への二
酸化炭素貯留（CO2 capture and permanent storage in 
deep saline aquifers）」というオフセット算出方法論を認
定しており、現時点ではシェル社のクエスト・プロジェ

クトで唯一用いられている＊33。
　他には、アルバータ州政府の事前承認を必要とするオ
フセット算出方法論が3つ存在し、この中にはEORが
ある。本稿執筆中の2021年11月時点でアルバータ州エ
ミッションズ・オフセット・レジストリーの登録簿には
5つのEOR事業に関連するエミッション・オフセット創
出事業が掲載されているが、この中にはアルバータ・カー
ボン・トランクラインを操業するコンソーシアムが創出
したエミッション・オフセットも掲載されている＊34。
オフセットの取引価格も当事者同士の交渉により決定さ
れる。
・技術基金制度
　上述のエミッション・パフォーマンス・クレジット制
度やエミッション・オフセット制度と並行する第3の排
出枠対応制度はアルバータ州政府が設立した技術基金へ
の支払いに伴うファンド・クレジットの購入である。
2021年現在、CO2 換算排出量1トン当たり40カナダド
ルを技術基金に支払うことで1単位のファンド・クレジッ
トを購入することが可能であり、この金額は2022年に
は50カナダドルに連邦炭素税と連動する形で引き上げ
られる。
　技術基金への支払いによりファンド・クレジットとい
う排出枠が購入できるため、アルバータ州政府は排出枠
超過時のファンド・クレジットの利用に上限を設けてお
り、TIER制度の規制対象である大規模事業所には先ず
はエミッション・パフォーマンス・クレジットやエミッ
ション・オフセットの相対取引で解決することを求めて
いる。
　このため、TIER制度に定める排出枠を超過してしまっ
た大規模事業所にとっては、技術基金からのファンド・
クレジットの予め定められた額での購入は「最後の手段」
という位置づけである。
　なお、仮に上述の3つの手段でも排出量の超過の埋め
合わせができない場合はCO2 換算排出量1トン当たり
200カナダドルの罰金が課される。
・第三者認証機関の役割
　アルバータ州政府がTIER制度の下に定めるエミッショ
ン・パフォーマンス・クレジット制度やエミッション・
オフセット制度においては、クレジットやオフセットの
創出、登録、取引を通じて第三者認証機関が重要な役割
を負う。原則としては、政府への届出、登録、取引の前
に第三者認証機関からの認証が必要であり、無事にこれ
らのクレジットやオフセットが登録された後でもアル
バータ州政府は独自の審査を自らあるいは直接起用する
第三者認証機関により再審査することが認められている。
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　アルバータ州で第三者認証機関として認められるに
は、TIER規制に定める要件を満たすことが必須となる。
具体的にはISO14065に定める「地球温暖化ガス妥当性
確認・検証機関の認定」を取得する、あるいはアルバー
タ州政府が同等と認める資格を取得することが必要とな
る。これに加えて、ISO14064-3「地球温暖化ガス排出量・
削減量の検証」に定める研修を受け、最低4年の地球温
暖化ガスに関連するオフセットの認定あるいは一般的な
地球温暖化ガスの認定の経験を有し、CCS等の該当す
る技術の技術的理解を持ち、石油・天然ガス産業等の当
該プロジェクトに概要する産業の技術的理解を有するこ
とがアルバータ州の法律で第三者認証機関には必要とさ
れている＊35。アルバータ州ではこれらの要件を満たす
エンジニアや公認会計士の勤めるコンサルティング会社
が第三者認証機関として活動している。
　なお、TIER制度のクレジットもオフセットもシリア
ル番号が付されており、二重取引の防止や虚偽の登録に
対応している。アルバータ州政府の登録簿に掲載されて
いるクレジットもオフセットも、取引が行われると掲載
が終了する仕組みになっている。また、仮に第三者認証
を経て無事に登録簿に掲載された場合でも、事後にアル
バータ州政府の監査の対象となり、実際の排出量削減が
少ないと認められた場合は、該当するクレジットあるい
はオフセットは登録簿から抹消される。
　この際、アルバータ州法では州政府に対する賠償責任
等は存在しないものの、すでにこれらをクレジットやオ
フセットを第三者に販売している場合、契約上の責任が
当事者間で生じる可能性がある。アルバータ州でのクレ
ジットやオフセット取引は当事者間の相対取引であるた
め、この際の契約レビューでは取引対象となるクレジッ
トやオフセットをめぐる表明保証条項に注意が必要であ
る。特に、アルバータ州政府が登録されたクレジットや
オフセットに関する監査を行うまでにはタイムラグがあ
り、これらクレジットやオフセットが登録簿に掲載され、
取引が終了したタイミングでもアルバータ州政府の監査
により取引対象となったクレジットやオフセットのシリ
アル番号が抹消される可能性も否めない。このため、も
しアルバータ州政府が監査を通じて取引の対象となって
いるクレジットやオフセットに問題があると認定し、該
当するクレジットやオフセットのシリアル番号を抹消し
た場合、誰が責任を持つのかという点については取引を
行う当事者同士で事前に契約上定めることが求められ
る。
　この表明保証に関する点はアルバータ州のクレジット
やオフセットのみならず、一般的な排出量取引の際の法

的留意事項と同じであり、国家・州政府が定める排出枠
取引や民間主導のボランタリー・クレジット制度でも共
通の課題として取引に当たる当事者は強く認識すべき点
である。

（4）州レベルと連邦レベルでの流動性

　アルバータ州のTIER制度におけるクレジットとオフ
セットの取引はあくまでも州内の取引を可能としてお
り、現時点では州を超えた取引は行えない。カナダ全土
でカーボンニュートラル社会の実装を見据えた取り組み
が加速するなか、州レベルを超えたカーボン・クレジッ
トやオフセットの取引ができないことは流動性の問題に
つながり、引いてはカナダ全体での低炭素事業の障害と
なりえない。
　このため、カナダ連邦政府は2021年3月5日に新た
な「温室効果ガス・オフセット・クレジット制度規制 

（Greenhouse Gas Offset Credit System Regulations）」の
案を公開し、連邦政府の制度である大規模事業所を対象
とするOBPS制度が適用される地域で、各州の一部の地
球温暖化ガス排出量削減に関するオフセット算定方法論
を認める方針を打ち出している＊36。
　この新たな規制が導入されると、アルバータ州の
TIER制度のように連邦政府が連邦OBPS制度と同等と
認められた州制度により創出されたオフセットは連邦政
府がそのオフセット算定方法論を認めた場合に限り、連
邦OBPS制度が適用されている他州でも使えることにな
る。
　さらに、連邦政府がこの新たな規制を導入すれば、連
邦OBPS制度の適用対象となる州で排出枠取引をより活
発にするために、アルバータ州政府がクレジットやオフ
セットで導入したオンライン登録簿に類似するシステム
の整備を実現することが謳われている。
　仮にこの連邦政府の新たな規制が導入された場合、ア
ルバータ州のTIER制度により創出されたクレジットは
連邦OBPS制度下にある他州でも利用できることとな
り、その流動性や流通性が高まることが期待される。現
時点では連邦政府はブリティッシュ・コロンビア州の一
部のオフセット算定法論と、アルバータ州の一部のオフ
セット算定方法論を認めている＊37。
　しかしながら、現時点で連邦政府が認めようと検討を
進めているアルバータ州のオフセット算定方法論はいず
れも農業や埋め立てに関する5つのオフセット算定方法
論であり、CCSやEOR等の石油・天然ガス産業に関連
するものは含まれていない＊38。このため、今後連邦政
府がアルバータ州の定めるCCSやEORに関するオフ
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セット算定方法論を認めない限り、アルバータ州内の
CCS事業で創出されるオフセットは州外へ販売できな
いことになり、取引市場が制限されてしまう。
　また、連邦政府はアルバータ州政府がTIER制度の下
で認める一部のオフセット算定方法論を認めたものの、
アルバータ州政府は連邦政府や他州のオフセット算定方
法論を認めたわけではなく、今後アルバータ州政府と連
邦政府や他州政府が別の合意を締結しない限り、国家レ
ベルでのオフセットの流通は難しいと思われる。
　この点は連邦政府も州政府も認識しており、国家全体
としてオフセットの流動性を高め、オフセット市場の活
性化を実現するための市場規模の拡大を模索する政策が
今後発表されるものと思われる。

（5）商業的な検討事項

　アルバータ州のCO2排出規制は飴と鞭といえるであろ
う。TIER制度により大規模事業所に対して年間の排出
枠を設け、これを次第に縮小することで積極的な地球温
暖化ガスの排出量削減を促す。また排出削減が目標値を
超えた場合にはその報酬として排出枠取引に使えるクレ
ジットが与えられる。逆に実際の排出量が排出枠を超え
てしまった場合、大規模事業所は対応策として次の検討
を行うことが必要となる。
　① TIER制度により排出枠を設けられている他の大規

模事業所からクレジットを相対取引で購入する。
　② TIER制度に規制されていないものの、自主的にア

ルバータ州政府が定める算定方法論に則り地球温
暖化ガスの排出量削減を行った他産業からのオフ
セットの相対取引による購入。

　③ アルバータ州政府が設立した技術基金から固定価格
でファンド・クレジットを購入。

　上述の①と②は相対取引なので当事者の交渉力次第で
価格が決定されるが、大規模事業者は超過した排出量の
一部は③の技術基金から固定価格で購入できることか
ら、①と②の価格は③から少なからず影響を受けるであ
ろう。
　他方、③の固定価格は2021年現在、CO2 換算排出量
1トン当たり40カナダドルであり、この金額は2022年

には50カナダドルに引き上げられる。
　お気づきの読者も多いかと思うが、この金額は2021
年にCO2 換算排出量1トン当たり40カナダドルで2022
年には50カナダドルに引き上げられる連邦炭素税と同
額である。上述のカナダ連邦炭素税をめぐる一連の訴訟
でカナダ最高裁判所が連邦炭素税の合憲性を認めている
以上、現在の連邦政府が打ち出している2030年までに
連邦炭素税を170ドルまで段階的に引き上げる方針は今
後実施されると思われ、引き続きアルバータ州のTIER
制度が連邦OBPSと同様と認められるためには連邦炭素
税に連動して③の固定価格も引き上げられる。
　今後のアルバータ州内でのクレジットやオフセットの
取引は、連邦政府の「2030年までに連邦炭素税を170カ
ナダドルに段階的に引き上げる」という政策の影響を受
け、これと実質的に連動するファンド・クレジットの固
定価格の上昇に伴い、クレジット価格もオフセット価格
も次第に取引価格が上昇すると思われる。
　このため、排出枠がTIER制度により設けられている
規制対象の大規模事業所は、より一層排出削減を行い、
排出枠内に収まり、その差をクレジットとして他の大規
模事業所に販売する動機付けが働くこととなる。同時に、
より厳しくなる排出枠によりクレジット価格が上昇ある
いは取引市場に出回るクレジットの全体量が少なくなる
際に、規制対象産業以外が創出するオフセット市場も連
動して活発化すると思われる。
　今後、州レベルだけではなく、カナダ全体でクレジッ
トやオフセットの流通が可能になると、より一層低炭素
事業への魅力が増すものと思われる。現在は実現してい
ないが、仮に連邦政府がアルバータ州政府のTIER制度
に定めるCCSやEORに関するオフセット算出方法論を
認めた場合、アルバータ州内のCCS事業やEOR事業は
連邦OBPS制度の対象となる他州でも州内で創出された
オフセットを販売できることになる。カナダにおける石
油・天然ガス産業の活性化とカーボンニュートラル社会
の実装のためには、州を超えた全国規模でのカーボン・
クレジット関連の相互乗り入れの必要性が今後ますます
求められるであろうと考えられる。
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（1） カナダ連邦政府の取り組み：クリーン燃料規制

　カナダでは大規模事業所からの排出削減だけでなく、
化石燃料の利用行動に関する変化を促す規制も導入する
予定である。連邦政府は2020年12月19日にカナダ環
境保護法（Canadian Environmental Protection Act）の傘
下に新たな「クリーン燃料規制（Clean Fuel Standard あ
るいは Clean Fuel Regulation）」を設ける準備を進めて
いる。現時点ではまだ規制案の段階ではあるが、2022
年12月から施行される見通しである。
　このクリーン燃料規制の対象は、液体化石燃料の輸入
事業者あるいは生産事業者であり、規制対象ではない事
業者も自主的に参加が可能となっている。この規制では、
連邦政府が液体化石燃料の種類別に炭素強度の削減目標
を定め、段階的に削減目標を引き上げる。具体的には、
2022年時点のさまざまな液体化石燃料の炭素強度がベ
ンチマーク値となり、毎年1.2gCO2e/MJ（1メガジュー
ル当たりCO2換算排出量で1.2g）が削減目標として定め
られる。2022年は2.4gCO2e/MJの炭素強度削減目標が
定められ、年間1.2gCO2/MJの削減目標の増加を踏まえ
て 2030 年 に 最 終 的 な 炭 素 強 度 削 減 目 標 で あ る
12.0gCO2/MJに到達する見込みである。これは年を追
うごとに目標達成が急激に厳しくなることを意味する。
　なお、前章で説明した大規模事業所を対象とする連邦
OBPS制度や、これと同等とされるアルバータ州の
TIER制度とは分けて考えた方が良い。連邦OBPS制度
やTIER制度が地球温暖化ガスを排出する大規模事業所
を対象としていたのとは異なり、クリーン燃料規制はあ
くまでも液体化石燃料の輸入事業者や国内の生産事業者
を規制対象にしており、むしろ液体化石燃料の製造や消
費を規制の対象としている。連邦OBPS制度やTIER制
度が規制対象の大規模事業所のCO2排出量削減を念頭に
置いたのに対し、クリーン燃料規制はむしろ液体化石燃
料の輸入、生産、消費に関する政策である。
　ただ、このグリーン燃料規制には前章で説明したアル
バータ州の排出枠取引制度と類似している点もある。こ
の制度では、目標数値を超える液体化石燃料の炭素強度
の削減を実現した事業者にはコンプライアンス・クレ
ジットが与えられる。この事業者はカナダ全土にわたる
コンプライアンス・クレジット市場で、削減目標未達の
規制対象業者に販売することが可能である。さらに、目
標未達の規制対象事業者は目標達成した他事業者からコ
ンプライアンス・クレジットを相対取引で購入すること

のみならず、連邦政府が運営するコンプライアンス基金
にCO2換算排出量1トン当たり350カナダドルを支払う
ことでコンプライアンス・クレジットを手に入れること
ができる。
　クリーン燃料規制では、規制対象となる液体化石燃料
の輸入事業者や国内の生産事業者のみならず、他産業か
らの自主的な参加も可能にし、低炭素強度を持つ新たな
燃料の開発や、液体化石燃料から電力等への転換を促し
ている。
　このクリーン燃料規制では、コンプライアンス・クレ
ジットを次の3つの手法で創出することが可能であり、
多岐にわたる産業の参入を念頭に制度設計されているこ
とが垣間見える。
　① 液体化石燃料に関するライフサイクル・ベース

（LCA）での炭素強度の削減（例：CCSと化石燃料開
発の組み合わせ、低炭素電力による発電、既存の製
油所を用いたバイオ燃料の製造等）

　② 低炭素強度燃料の供給（例：バイオディーゼル、エ
タノール等）

　③ 液体化石燃料の消費者による液体化石燃料から低炭
素強度燃料や電力への燃料転換（例：陸上運送業者
による電気自動車や水素自動車等の活用等）

　現時点でカナダ連邦政府は特に上述の①に関する算定
方法論の検討を実施中であり、これを優先的に整備する
と発表している。これらの取り組みは法規制による液体
化石燃料の製造、輸入、販売という観点から規制対象と
なる事業者による低炭素強度燃料の供給を加速化するだ
けでなく、消費者側にもコンプライアンス・クレジット
創出という新たな市場参入の観点から燃料転換という新
たなインセンティブを与えている。特に、上述の③では
燃料転換により消費者がコンプライアンス・クレジット
を創出し、これを規制対象事業者に販売することが可能
となる。ディーゼルやガソリンの製造、輸入、販売に関
わる事業者は法的な炭素強度削減の目標値を満たさない
といけないが、同時に消費者側でも画期的な取り組みを
導入し自らが使用する燃料を低環境負荷化することで副
次的にコンプライアンス・クレジットの売り手になるこ
とができるのである。
　具体的な制度の運用やコンプライアンス・クレジット
の取引市場の形成は今後カナダ連邦政府が詳細を詰める
ことになるが、この規制が導入されることにより、天然
ガスや水素を利用した多様な産業の促進や、低環境負荷

4. カーボンニュートラルへ向けた取り組みと残された課題
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型電力を用いた産業の電化が活性化する可能性があると
されている。

（2）各州の取り組み：エネルギー産業の多様化

　連邦レベルでのクリーン燃料規制の他に、各州でもさ
まざまなカーボンニュートラルへ向けた取り組みが加速
している。全ての取り組みを網羅することは本稿の目的
から逸することになるので、ここでは我が国の資源エネ
ルギー業界に関連しそうなテーマを幾つか紹介すること
に留めたい。
　まず、産業の電化という観点では、ブリティッシュ・
コロンビア州が時限的な取り組みとして「クリーンBC
産業電化イニシアチブ」を発表し、電気代の割引により
州内の産業の電化を促進している。この対象となるため
には2つの枠があり、ひとつはCCS、再生エネルギー由
来の電力を用いた水素製造（いわゆるグリーン水素）、合
成燃料の製造等を行う既存施設あるいは新規施設を対象
としている。2つ目のカテゴリーはこれまで化石燃料を
用いていた施設が新たに電化することを対象とする電力
料金割引である。ただし、パイプライン、製油所、メタ
ノール製造、LNG液化施設等は割引対象外である。こ
のイニシアチブでは、これまで化石燃料に頼ってきた金
属や石油・天然ガスの操業現場の電化も促進も視野に入
れている。
　この他にも、アルバータ州ではコロナ禍と同時に発生
した原油価格の下落への対策の一環として、エネルギー
産業の多様化、多角化と低炭素社会への貢献を視野に入

れた新事業の組成を目指す政策が矢継ぎ早に導入されて
いる。例えば、2020年10月7日に発表された「アルバー
タ州天然ガス戦略」では低環境負荷燃料と位置付けられ
る天然ガスの開発促進や新たなLNG事業の形成に加え、
炭化水素由来の水素製造にCCSを組み合わせたブルー
水素の州内での実現に言及がある。アルバータ州政府は
2030年までに州内のブルー水素の製造事業を稼働し、
2040年までには国内外への水素供給を始めることを目
標にしており、より具体的な「アルバータ州水素ロード
マップ」も2021年11月に発表している。
　また、アルバータ州は既存のエネルギー・インフラの
カーボンニュートラル事業への転用や、太陽光、風力、
地熱等の新たなエネルギー事業の促進も模索している。

（3）残された課題

　本稿でも取り上げたとおり、現在のカナダのCO2排出
規制には課題が残っており、特に連邦制故に生じる州同
士あるいは州と連邦レベルでのさまざまな制度の相互乗
り入れは今後の課題でもある。
　本稿でもいくつかの課題を取り上げたが、今後連邦政
府がアルバータ州の整備したオフセット算定方法論の
内、アルバータ州のCCS事業やEOR事業より創出され
たオフセットの適用を連邦制度が用いられている他の州
でも認めるかが注目される。州同士や州・連邦同士の連
携や制度の標準化は今後のカーボンニュートラル事業の
発展には不可欠であり、同時にこれらの実現は検討中の
さまざまな事業の将来性にも影響を与える。

　本稿はカナダという資源大国における温暖化ガス排出
対策関連の動向を紹介した。カナダが直面する課題は、
カーボンニュートラル社会の実装が国際的な風潮になる
なか、他の資源国と共通であり、同時に石油・天然ガス
事業においてカーボンニュートラルを実現することが事
業の成功に不可欠であることを示唆している。
　カナダは資源国でありながら環境意識も高く、資源エ
ネルギーにその経済を依存するなかで気候変動対策も求
められるという状況からCO2排出規制の先行国となって
いる。
　また、本稿で紹介したカナダのCO2排出規制は他国と

の共通点も多く、他の環境意識の高い資源国の制度の理
解の参考になると考えられる。
　カナダには既存のエネルギー産業が建設した多くのエ
ネルギー・インフラがあるが、これをCCS事業や水素
事業に転用し、更にはこれらの事業を通じて得られる
カーボン・オフセット等が州レベルだけでなく、今後は
カナダ全土で取引できる制度の整備が進むことが望まし
い。さらに、今後EUが国境炭素税導入を進め、この世
界標準化を目指すなかで、カナダに限らず資源エネル
ギーに関係する国々のCO2排出規制はますます関心を集
めることであろう。今後の動向に注目したい。

おわりに 
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