
カナダ炭素関連規制の政策動向 
~ 2050年カーボンニュートラル実現へ向けて ~ 

 
 
 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構	
バンクーバー事務所	

水谷 健亮	
	

令和3年5月４日（火）	
カナダ	

ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー	



免責事項 

本資料は独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (JOGMEC)	が信頼できると判断し
た各種資料に基づいて作成されていますが、JOGMECは本資料に含まれるデータおよび情
報の正確性又は完全性を保証するものではありません。	
また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関
する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、JOGMECは本資
料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図
表類等を引用等する場合には、JOGMEC資料からの引用である旨を明示してくださいますよ
うお願い申し上げます。	



アウトライン 

1.   国際的な気候変動枠組みにおけるカナダ	
	
2.   カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制	
	
3.   連邦炭素税をめぐる一部の州政府と連邦政府の争い	
	
4.   低炭素社会へ向けた取り組みの事例：アルバータ州	
	
5.   今後の展望と課題	



ポイント 

1.   国際的な気候変動枠組みにおけるカナダ	
v  カナダの国際的な気候変動対策に関する目標を実現するためには、連邦政府とカ

ナダ連邦を構成する13の州・準州の調整が不可欠。	
	
2.   カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制	

v  カナダ連邦に存在する「多様性」と「統一へ向けた取り組み」という課題。	
v  カナダ国内には3つの異なる地球温暖化ガス排出量規制に関する制度が存在。	

	
3.   連邦炭素税をめぐる一部の州政府と連邦政府の争い	

v  3つの州は連邦政府による連邦炭素税の導入に反発。	
v  「州の境を超えた気候変動という課題」と「州の独立性」。	

	
4.   低炭素社会へ向けた取り組みの事例：アルバータ州	

v  カナダ国内 大の地球温暖化ガス排出量を持つアルバータ州の取り組み。	
	
5.   今後の展望と課題	

v  カナダの法制度は急速に整備されており、課題も残る。	
v  資源エネルギー業界は、新たなビジネス・リスクとビジネス機会を冷静に分析するこ

とが必要。	



1. 国際的な気候変動枠組みにおけるカナダ 
 •  カナダは気候変動に関する国際枠組みに積極的に参加。	

v  パリ協定（2015年締結、2016年発効）：	
•  国際的な地球温暖化に歯止めをかけ、平均気温の上昇を2℃未満、可能であれば1.5℃に抑える。	
•  カナダはパリ協定における「自国が決定する貢献(Nationally	Determine	Contributions:	NDCs)」を設定。	
•  カナダ国内での地球温暖化ガスの排出量削減を宣言。カナダは2030年までに、2005年の自国の地球

温暖化ガス排出量の30%までを削減すると発表。	
•  注：2021年4月に、2030年までに2005年比で40~45%削減すると目標が引き上げられた。後述。	

v  国連気候変動枠組条約締約国会議	(Conference	of	the	Parties:	COP):	参加国。	
v  国連気候変動に関する政府間パネル	(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change:	IPCC):	参加国。	

•  直近のカナダの政策発表：	
•  2020年11月19日：	

•  トルドー首相は「2050年までに地球温暖化ガス排出ネットゼロを目指す」と発表。具体的な気候変動対
策の目標設定を義務付ける連邦法案「ネットゼロ・エミッションズ・アカウンタビリティー法」を連邦議会
に提出。成立した場合、連邦政府は具体的な目標設定と連邦議会への進捗報告が義務付けられる。	

•  2021年4月19日：	
•  2021年度連邦予算方針では、「環境に配慮した経済回復」と「新たな持続可能な経済発展」がテーマ。	
•  特に今回の予算方針では、従来に比べてカーボンニュートラル推進、クリーン・エネルギー開発（水素、

地熱、太陽光、風力等）、ZEV普及、バッテリー（クリティカル・ミネラル等）、カーボンサイクル（CCS等）が
目立つ内容となった。	

•  2021年4月22日：	
•  米国主催の気候サミットでは、トルドー首相は国内の地球温暖化ガスを2030年までに2005年比で

40~45%削減すると新たな目標を発表。（これまでは2030年までに2005年比で30%削減が目標。）	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	



2. カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制 

•  国際的な場でカナダ連邦政府は気候変動対策を積極
的にアピール。	

•  しかし、連邦・州政府の気候変動に関する政策発表と
実際の運営はこれまで乖離。	

•  例えば、カナダはパリ協定に基づき提出している
「自国が決定する貢献(Nationally	Determine	
Contributions:	NDCs)」が未達。	

•  現在の政策では2030年までに2005年比で排出
量の30%削減に至らないとの予測結果。	

•  2021年4月、トルドー首相は2030年までに2005
年比で40~45%削減すると新たな目標を発表。	

•  この野心的な目標の実現には、追加政策と更な
る連邦・州政府の調整が不可欠。	

•  カナダ連邦会計検査院傘下の環境・持続可能な発展
総監部(Environment	and	Sustainable	Development	
Commissioner)は、カナダ連邦政府が気候変動に関す
る目的を達成していないとする報告書を過去に連邦議
会に提出。	

•  例：カナダ連邦会計検査院の2018年報告書にお
ける批判（右図）1	

•  2020年以降、カナダ連邦政府は矢継ぎ早に気候変動
に関する具体的な政策を発表。	

文献1:	Auditor	General	of	Canada,	Commissioner	of	the	Environment	and	Sustainable	Development,	Perspectives	on	
Climate	Change	Action	in	Canada	–	A	Collaborative	Report	from	Auditors	General	(March	2018).				

カナダを構成する州・準州の半分以上
が具体的な地球温暖化ガスの排出量
の削減目標を示していない。	

	

削減目標を設定している州の内、僅か2
州（ノバスコシア州とニューブランズ
ウィック州）のみが設定目標を達成。	

ほぼ全ての州が気候変動によるリスク
を検討していない。	

具体的な気候変動への適応策を検討し
ていない。	

州内の省庁間の気候変動に対する調
整が不十分。	

多くの州政府は州議会や州民に対し、
適切な気候変動対策や目標達成状況
について十分かつ適切な報告を怠って
いた。	

カナダ連邦会計検査
院の批判	

（2018年報告書）	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	



2. カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制 

国際条約	

• パリ協定（2015年採択、2016年発効）：	

• パリ協定では、産業革命以前に比べ世界的な平均気温上昇を2℃より十分低く保ち、加えて1.5℃以下に抑えることを目
標とすることが示された。	

• カナダはパリ協定の加盟国として「自国が決定する貢献(Nationally	Determined	Contributions:	NDC)」を定め、地球温暖化
ガス排出量の削減目標を設定している。	

連邦政府	

• 「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)」(2016年)：	

• 連邦政府と州政府の首相による温暖化対策に関する連携の意思表明。	

• 「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)」
（2016年）：	

• 連邦政府と州政府の協力によるカナダ全体としての気候変動対策。	

• 「温暖化ガス汚染価格法(Greenhouse	Gas	Pollution	Pricing	Act:	GGPPA)」（2018年）：	

• 地球温暖化ガス排出規制に関する連邦法。同等と見做される州法が未整備な州では、連邦法による連邦炭素税や大規
模商業施設の排出量規制が適用される。	

州政府	

• 気候変動対策に関する具体的な取り組みは州政府に委ねられる。	

• 連邦法GGPPAと同等の州法がある州では、連邦炭素税ではなく州炭素税が適用。また州独自の大規模商業施設の排出量
規制が適用。ただ、州法が未整備な州では、連邦法GGPPAの適用対象となる。	

カナダは連邦国家のため、効果ある気候変動対策の実現には連邦政府と州政府の協力が不可欠。	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	



2. カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制 

「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)」（2016年）	
•  カナダを構成する各州と連邦政府の間の覚書。ほぼ全ての州が参加*。	

•  (*) 当初、サスカチュワン州とマニトバ州は加盟せず。2018年にマニトバ州は加盟。サスカチュワン州は加盟を見送り。	
•  カナダの気候変動対策を調整する重要な方針文書。	
•  気候変動対策の４本柱。	

1. 炭素価格付け（カーポンプライシング）	

2. 各州政府の気候変動対策の相互補完	

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、雇用機会の創出	

•  ４本柱の具体的な導入については連邦政府と一部の州政府の間に温度差。	
•  大の争点は「炭素価格付け（カーボンプライシング）」。	
•  オンタリオ州・サスカチュワン州・アルバータ州は連邦政府を相手取り、連邦炭素税が違憲であると提訴。

（後述）	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	



2. カナダにおける地球温暖化ガス排出規制 
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＜州名＞　NL（ニューファンドランド・アンド・ラブラドール州）、PE（プリンス・エドワード・アイランド州）、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（ノースウエスト準州）、NU（ヌナブト準州）。	

地球温暖化ガス排出量	
単位：メガトン	
（二酸化酸素相当量）	

アルバータ州(AB)、オンタリオ州(ON)、ケベック州(QC)、
サスカチュワン州(SK)、ブリティッシュ・コロンビア州(BC)
の上位5州は、カナダの総排出量の91%を占める。	

州	

出所：カナダ環境・気候変動省のデータを基にJOGMEC作成。	

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
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特出。	



2. カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制 
炭素価格付け（カーボンプライシング）	
現在のカナダの地球温暖化ガスの排出量削減に関する制度は州により異なる。	

炭素税制度	

（カーボン・タックス）	

• 州政府による化石燃料を対象とす
る州炭素税。	

• 主に消費者に対する課税。	

• 例：ブリティッシュ・コロンビア州	

• 備考：ブリティッシュ・コロンビア州
では、新型コロナウイルスによる経
済的な影響を受け、段階的な州炭
素税の値上げを延期中。なお、同
州では、例外措置によりLNG産業
や農業は課税の対象外。	

キャプ・アンド・	

トレード制度	

• 州政府が総排出量を定め、各業界
の平均的排出量を算出。	

• 主に大規模商業的施設が対象。	

• 排出枠の取引を可能とする。	

• 例：ケベック州、（オンタリオ州）	

• 備考：オンタリオ州は隣のケベック
州や米国カリフォルニア州と排出
枠取引市場を形成していたが、
2018年の州法撤廃により脱退。こ
れにより連邦炭素税がオンタリオ
州内で自動的に適用されることに
なった。	

ハイブリッド制度	

• 左の二つの制度を特徴を併せ持
つ。化石燃料を対象とする州炭素
税の課税と、対象産業に属する大
規模商業施設への排出枠の設定
がある。	

• 例：（アルバータ州）	

• 備考：アルバータ州は2019年に州
炭素税を撤廃。これにより2020年
から連邦炭素税が自動的にアル
バータ州内で適用されている。な
お、大規模商業施設の排出枠に関
する制度は現在も有効。	

州ごとに3つの異なる制度が混在する。	
また、政権交代で頻繁に変化がある。	

2つの規制対象：	
①大規模商業施設 => 排出枠の設定。通常は各業界の平均的排
出原単位の一定の割合で設定。	
②一般消費者	=>	エンドユーザーに対する炭素税。	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	



2. カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制 

カナダでは連邦法「地球温暖化ガス汚染価格法」（Greenhouse	Gas	Pollution	Pricing	Act:	GGPPA）がカナダ国内の 低
限のスタンダード（連邦バックストップ）として定められている。	
各州政府は、連邦政府が「GGPPAと同等」と認める州法を定めることで、GGPPAの適用を免れることが可能。	
GGPPAと同等と認められるためには、大まかに①大規模商業施設向けの排出量規制と②消費者向けの課税という2
つの要件が必要となる。	
現在、カナダを構成する13の州・準州は、GGPPAの適用対象となっている7州と、独自の州法を定めてGGPPAの適用対
象外となっている6州に分かれている。	

連邦法GGPPA対象	
（7州）	

連邦法GGPPA対象外	
（6州）	

アルバータ州、北西準州、オンタリオ州、	
サスカチュワン州、ヌナブト準州、マニトバ州、	
プリンス・エドワード島州	

	

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、ユーコン準州、ノバスコシア州	

	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	



2. カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制 

北西準州：「メイド・イン・ノース」政策により、2019年9月1日より地球温暖化ガス1トン当たり$20の炭素税を導入。2022年までに 大で$50まで引き
上げる予定。ただし、準州独自の事情に鑑み、飛行機燃料等は課税対象外。	

ブリティッシュ・コロンビア州：カナダで初めて炭素税を導入。当初は連邦炭素税より先に炭素税を引き上げる予定であったが、新型コロナウイル
スによる経済的影響を勘案し、現在は地球温暖化ガス1トン当たり$40に据え置き。当初は2020年4月1日より$45、2021年には$50となる予定で
あった。また、年間1万トン以上の地球温暖化ガスを排出する大規模商業施設は州政府への届出義務あり。年間2万5000トン以上の地球温暖化
ガスを排出する大規模商業施設は第三者による排出量認証が必要。	

ケベック州：キャップ・アンド・トレード制度が2013年より導入されており、これにより総排出量が州政府に定められており、その中での排出枠取引
が可能。米国カリフォルニア州と隣州オンタリオ州と排出取引枠市場を形成。（ただし、オンタリオ州は2018年の政権交代で脱退。）	

ニューファンドランド・ラブラドール州：ハイブリッド制度により、年間2万5000トン以上の地球温暖化ガスを排出する大規模商業施設は排出量規制
の対象となる。加えて、消費者向けの炭素税あり。	

ニューブランズウィック州：当初は同州の州法は連邦法GGPPAと同等ではないと見なされていたが、2019年には同州の法改正により連邦法GGPPA
の適用対象外となった。2020年4月1日には地球温暖化ガス1トン当たり$30の炭素税を導入し、2021年4月1日から$40に引き上げ。	

ノバスコシア州：キャップ・アンド・トレード制度を2019年より導入。年間5万トン以上の地球温暖化ガスを排出する大規模商業施設は排出量規制の
対象。	

連邦法GGPPAによる連邦炭素税の適用対象外の6州	
連邦法GGPPAはカナダの13の構成州のうち、以下の6州ではそれぞれの州法が連邦法GGPPAと同等とみなされるため、
連邦法GGPPAの適用対象外。ただし、州政府の政権交代などによる州法改正により、今後連邦法GGPPAの対象となる
可能性あり。	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	



2. カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制 

ユーコン準州：人口の少ない同州では2019年より自主的に連邦法GGPPAを適用しており、今後もその見通し。ただ、ユーコン準州はその独自の気候やインフラ事情
等を踏まえ、飛行機用燃料や家庭用発電燃料等の一部の化石燃料に対する免税措置あり。	

ヌナブト準州：隣のユーコン準州と同じく、2019年より自主的に連邦法GGPPAを適用しており、今後もその見通し。飛行機用燃料や家庭用発電燃料等の一部の化石
燃料に対する免税措置あり。	

サスカチュワン州：大規模商業施設については年間2万5000トン以上の地球温暖化ガスが排出される場合は州法により排出量規制あり。炭素税のない同州の制
度は連邦法GGPPAとは同等でないとされており、連邦炭素税が同州では課されている。連邦政府を提訴。	

アルバータ州：カナダで初めて大規模商業施設を対象とした排出量規制を導入。現在も年間1万トン以上の地球温暖化ガス排出量がある大規模商業施設は排出量
規制の対象。州独自の炭素税も備えたハイブリッド制度であったが、政権交替により2020年1月1日から州法による炭素税を撤廃したため、連邦炭素税が課されて
いる。連邦政府を提訴。	

マニトバ州：州炭素税を一時期撤廃したが、2020年7月1日から地球温暖化ガス1トン当たり$25の州炭素税を導入。歴史的に連邦法GGPPAに抵抗している。	

オンタリオ州：歴史的にキャップ・アンド・トレード制度を持ち、米国カリフォルニア州と隣州ケベック州との排出枠取引市場に一次的に参加したが、2018年の政権交代
によりこの排出取引市場から撤退。連邦法GGPPAと同等の州法ではなくなったため、連邦炭素税の適用対象。連邦政府を提訴。	

プリンス・エドワード島州：二年間の炭素税モラトリウムが失効した後、独自の州炭素税を導入。ただ、年間5万トン以上の地球温暖化ガス排出量がある大規模
商業施設は引き続き連邦法GGPPAに定める排出量規制の対象。	

連邦法GGPPAによる連邦炭素税の適用対象の7州	
連邦法GGPPAはカナダの13の構成州のうち、以下の7州ではそれぞれの州法が連邦法GGPPAと同等とみなされないため、
連邦法GGPPAの適用対象。サスカチュワン州、アルバータ州、オンタリオ州は連邦炭素税を巡り連邦政府と法廷で係争。	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	



3. 連邦炭素税をめぐる一部の州政府と連邦政府の争い 

ブリティッシュ・
コロンビア州	

カナダ連邦政府	 連邦炭素税をめぐる連邦政府と3州の対立	

協力	

オンタリオ州	

アルバータ州	

パイプライン敷設やエネルギーインフラを巡る環境許認可
で対立するブリティッシュ・コロンビア州とアルバータ州	

独自の州炭素税を導入してお
り連邦炭素税の影響を自らは
受けないが、気候変動対策に
は「国家全体での対応が必
要」との立場から連邦炭素税
の課税を支持。	

新政権誕生により州炭素税を撤
廃。これにより自動的に適用され
る連邦炭素税に反発。	
アルバータ州控訴裁判所で連邦
政府と連邦炭素税の合憲性を争
い勝訴。	
しかしカナダ 高裁判所で敗訴。	

炭素税には以前から反対しており、州炭
素税の導入の歴史はない。	
サスカチュワン州控訴裁判所で連邦政府
と連邦炭素税の合憲性を争い敗訴。	
カナダ 高裁判所に上告するも再び敗訴。	

サスカチュワン州	

新政権誕生により地球温暖化ガス排出量
規制に関する州法を撤廃。これにより自動
的に適用される連邦炭素税に反発。	
オンタリオ州控訴裁判所で連邦政府と連
邦炭素税の合憲性を争い敗訴。	
カナダ 高裁判所に上告するも再び敗訴。	

サポート	

ケベック州	

気候変動対策の重要性を認識し、独自の温暖化
ガス排出規制を持つものの、「州の独立性」とい
う点から3州を支持。	

3州をサポート	

出所：連邦・州政府による連邦法GGPPAをめぐる法廷への意見書を基にJOGMEC作成。	

連邦政府と係争した3州	

連邦を構成する一部の州
が独自の州炭素税を持た
ない中、「効果的な気候
変動対策には連邦炭素
税が必要」との見解。	

連邦法GGPPAによる連邦炭素税の課税を巡り、オンタリオ州、サスカチュワン州、アルバータ州の3州が
連邦政府を訴え、係争。第一審はそれぞれの州控訴裁判所で争われた。	



3. 連邦炭素税をめぐる一部の州政府と連邦政府の争い 

カナダの裁判所	
カナダは連邦国家であるため、州の裁判

所と連邦の裁判所が並行して存在。	

女王座裁判所	
州政府所管事項の係争の第一審。	

控訴裁判所	
下位の裁判所からの控訴を取り扱うほか、州政府からの
法的な意見照会の対応を行う。（連邦炭素税の係争では3
州の政府はそれぞれの控訴裁判所に意見照会を実施）	

州裁判所	
州政府所管事項の係争の内、軽微な係争を扱う。	

連邦裁判所	
連邦政府所管事項の係争の第一審。	

連邦控訴裁判所	
連邦裁判所からの控訴を取り扱うほか、連邦政府からの

法的な意見照会の対応を行う。	

カナダ 高裁判所	
州の控訴裁判所	

と連邦控訴裁判所からの上訴を取り扱う。	

出所：カナダの法令を基にJOGMEC作成。	



連邦政府の主張	

• 気候変動という州を超えた国家的
懸念事項に対しては、カナダの1867
年憲法に定められる「平和、秩序、
良い統治 （Peace,	Order	and	Good	
Governance:	POGG）」 条項が適用さ
れる。	

3州の主張	

• カナダの1867年憲法に定められる
州の権限を連邦法GGPPAは侵害し
ており、これが看過された場合、今
後は州の独立性が損なわれる。	

3. 連邦炭素税をめぐる一部の州政府と連邦政府の争い 

サスカチュワン州控訴裁判所：2019年5月3日判決	
•  連邦政府 vs	サスカチュワン州政府 =>	連邦政府が勝訴　	
オンタリオ州控訴裁判所：2019年6月28日判決　	
•  連邦政府 vs	オンタリオ州政府 =>	連邦政府が勝訴	
アルバータ州控訴裁判所：2020年2月24日判決	
•  連邦政府 vs	アルバータ州政府 =>	アルバータ州政府が勝訴	

連邦法GGPPAによる連邦炭素税の課税を巡り、オンタリオ州、サスカチュワン州、アルバータ州の3州が連
邦政府と係争。	
3州は、連邦法GGPPAによる連邦炭素税の課税は、憲法上に定められた州の権限を著しく侵害するもので
あり、違憲であると主張。	
州政府はその管轄内にある 上位の裁判所に意見照会を行うことができるため、州政府と連邦政府の第
一審はそれぞれの州控訴裁判所で争われた。なお、それぞれの係争内容はほぼ同一。	

カナダ連邦	

サスカチュワン州	

オンタリオ州	

アルバータ州	

連邦炭素税
の合憲性	

決着がつかず、連邦政府と各州政府は
それぞれカナダ 高裁判所に上訴。
2020年秋にカナダ 高裁判所は3件をま
とめて審議。	

出所：連邦・州政府による連邦法GGPPAをめぐる法廷への意見書を基にJOGMEC作成。	



連邦政府の主張	

• 気候変動という州を超えた国家的
懸念事項に対しては、カナダの1867
年憲法に定められる「平和、秩序、
良い統治 （Peace,	Order	and	Good	
Governance:	POGG）」 条項が適用さ
れる。	

3州の主張	

• カナダの1867年憲法に定められる
州の権限を連邦法GGPPAは侵害し
ており、これが看過された場合、今
後は州の独立性が損なわれる。	

3. 連邦炭素税をめぐる一部の州政府と連邦政府の争い 
＜カナダ 高裁判所＞　2021年3月25日判決	
•  連邦政府 vs	サスカチュワン州政府/オンタリオ州政府/アルバータ州政府	
•  これまでの結果：	

•  連邦政府：2回勝訴（対サスカチュワン州政府、対オンタリオ州政府）	
•  連邦政府：1回敗訴（対アルバータ州政府）	

カナダ連邦	

サスカチュワン州	

オンタリオ州	

アルバータ州	

連邦炭素税
の合憲性	

出所：連邦・州政府による連邦法GGPPAをめぐる法廷への意見書を基にJOGMEC作成。	

＜ 高裁の多数派意見＞	
•  地球温暖化ガスは州の境界を越えるため、「国家的な懸念」。	
•  連邦法GGPPAの目的は「気候変動という国家的な懸念に対する 低限の炭素価格付け」。	
•  気候変動には個々の州政府の取り組みでは対処しきれず、国家的な対策が必要。よって、カナダ

の1867年憲法に定められる「平和、秩序、良い統治 （Peace,	Order	and	Good	Governance:	POGG）」 
条項が適用され、連邦政府の所管事項。	

•  連邦法GGPPAはあくまでも国家レベルで気候変動対策を調整するための 低限の国内スタンダー
トとしての炭素価格付けであり、州の権限への影響は限定的。3州が懸念する州の権限の侵害で
はない。連邦法GGPPAによる3州における連邦炭素税の適用は合憲。	

•  （注：少数派の判事は、州の権限への侵害の可能性があるとの見解。）	

判決の意義：今回のカナダ 高裁判所の判決により、連邦炭素税問題には終止符が打たれた。	
連邦政府は2030年までに地球温暖化ガス1トン当たりの課税を$170まで引き上げる予定。	



4.低炭素社会へ向けた取り組みの事例：アルバータ州 

アルバータ州のジレンマ	
v  カナダ国内 大の産油地。	
v  カナダ国内第一位の地球温暖化ガス排出量。	
v  世界的に高まるクリーン・エネルギーと気候変動対策。	
	
アルバータ州の政策	
v  前政権である新民主党(NDP)政権下で本格的に始まった気候変動対策。	
v  「エネルギー産業が州の経済を支えているからこそ、積極的に気候変動対策を行う」という新民主党による政策方

針。	
v  現在の統一保守党（UCP)政権下でも、この政策はほぼ踏襲されている。	

v  現在の統一保守党は2019年の政権交代で既存の地球温暖化ガス排出量規制の名称を変えたが、2007年
以来、おおまかな規制内容は変化していない。	
v  2007年〜2018年：「特定ガス排出者規制（Specified	Gas	Emitter	Regulation,	SGER」)による大規模商業

施設の地球温暖化ガスの排出量規制。	
v  2018年〜2019年：「炭素競争インセンティブ規制（Carbon	Competitive	Incentive	Regulation,	CCIR）」によ

る大規模商業施設の地球温暖化ガスの排出量規制。	
v  2019年〜現在：「技術革新および排出削減規制（Technology	Innovation	and	Emissions	Reduction,	

TIER)」による、年間の地球温暖化ガス排出量が1万トンを超える大規模商業施設に排出枠を設定。	
v  例外：前述の州炭素税撤廃は、前政権の政策からの現政権による方向転換。	

出所：各種法令・規制、報道、政府発表を基にJOGMEC作成。	



4.低炭素社会へ向けた取り組みの事例：アルバータ州 

アルバータ州の政策	
v  アルバータ州のカーボン規制は「飴と鞭」。	

v  「飴」：「技術革新および排出削減規制（Technology	Innovation	and	Emissions	Reduction,	TIER)」の対象となる
年間の地球温暖化ガス排出量が1万トンを超える大規模商業施設は、課されたに排出枠を下回った場合、
カーボン・クレジットを得ることが出来る。他社への販売も可能。	

v  「鞭」：排出枠を上回った場合は追加の費用が発生する。	
v  大規模商業施設に課される排出枠を下回った場合、カーボン・クレジットが与えられる。	

v  売り手：自らの排出枠を下回ることができた大規模商業施設。	
v  書い手：自らの排出枠を超過してしまった大規模商業施設。	
v  取引方法：アルバータ州政府の外郭団体が運営するサイトで取引相手を見つけ、直接交渉。	

v  また、地球温暖化ガスの排出量削減に貢献する活動を行なった場合はカーボン・オフセットが与えられる。	
v  売り手：州政府が認めるオフセット・プロトコルの要件を充足する事業主。（規制対象である大規模商業施設

以外の事業主も可。）	
v  現在、16の州政府公認プロトコルが存在し、要件を満たす場合はカーボン・オフセットがオフセット量の

認証後に与えられる。（例：省エネ、CCS、バイオガス、バイオ燃料、バイオマス等）	
v  さらに、事前に州政府の承認が必要な3つのプロトコルが存在する。	

v  書い手：自らの排出枠を超過してしまった大規模商業施設。	
v  取引方法：アルバータ州政府の外郭団体が運営するサイトで取引相手を見つけ、直接交渉。	

v  さらに、州政府が運営する「技術基金」に寄付することで基金クレジットを得ることが出来る。	

排出枠を超えた場合の対応策：	
1.  カーボン・クレジットをTIERにより規制されている他社から購入。	
2.  カーボン・オフセットを他産業から購入。	
3.  「技術基金」への寄付により基金クレジットを入手。	
4.  超過した排出量に比例する金額の支払い。	

出所：各種法令・規制、報道、政府発表を基にJOGMEC作成。	



5.今後の展望と課題 
直近の政策・法制度に関する動向	
	
クリーン・フューエル・スタンダード規制 (Clean	Fuel	Standard)	
•  背景：	

•  2020年12月19日にカナダ連邦政府はカナダ環境保護法 (Canadian	Environmental	Protection	Act)	の下で、ラ
イフサイクル・アセスメントによる炭素強度に基づき液体化石燃料を規制する方針を発表。	

•  現時点では規制案。2022年12月から施行予定。	
•  対象：	

•  液体化石燃料をカナダ国内に輸入する業者と国内で生産する業者。	
•  規制対象ではない業者も自主的に参加可能。	

•  制度概要：	
•  2022年から炭素強度削減の数値目標が連邦政府により定められ、2022年はベンチマーク値から2.4	gCO2e/

MJの炭素強度の削減が必要となる。その後、毎年1.2gCO2e/MJ削減目標が引き上げられ、 終的には2030
年に炭素強度の削減目標は12.0gCO2e/MJとなる見通し。	

•  目標数値を超える削減を実施できた場合は該当業者は、コンプライアンス・クレジットを創出することができ、
これを他社と取引できる。なお、目標未達の場合は他社からコンプライアンス・クレジットを購入するか、地球
温暖化ガス1トン当たり$350ドルを「コンプライアンス基金」に支払うことでコンプライアンス・クレジットを入手
できる。（アルバータ州の制度に類似）	

•  市場経済に基づくインセンティブ：	
•  自主的にこの取り組みに参加することも可能であり、自らはコンプライアンス・クレジットを必要としないもの

のコンプライアンス・クレジットを創出し、規制対象業者に販売することも可能。	
•  方法1：ライフサイクル・ベースでの液体化石燃料からの排出量削減に関する取り組み（例：CCS、低炭素電力

発電、EOR、既存の製油所でのバイオ燃料の精製）=>現在、算定プロトコルを優先的に準備中。	
•  方法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）	
•  方法3：消費者（エンドユーザー）による液体化石燃料の置換（例：トラック会社等による電気自動車、水素自

動車等ZEVの活用）	
•  今後、コンプライアンス・クレジットの取引メカニズムはカナダ全土で発足予定。	

出所：各種法令・規制、報道、政府発表を基にJOGMEC作成。	



5.今後の展望と課題 
直近の政策・法制度に関する動向（続き）	
	
ネットゼロ・エミッションズ・アカウンタビリティー法 (Net-Zero	Emissions	Accountability	Act)	
•  2020年11月19日にトルドー首相は「2050年までに地球温暖化ガス排出ネットゼロ」を発表し、法整備を促進するこ

とを発表。	
•  具体的な気候変動対策の目標設定を義務付ける連邦法案「ネットゼロ・エミッションズ・アカウンタビリティー

法」を連邦議会に提出。これまでの連邦会計検査院等からの「具体的な取り組みの欠如」という指摘に対す
る対応。	

•  成立した場合、連邦政府は具体的な目標を設定し、連邦議会へ進捗を報告することが義務付けられる。	
•  2021年4月のトルドー首相による更なる地球温暖化ガスの排出量削減に関する目標（2030年までに2005年比で

40~45%の削減）を受けて、今後連邦議会で更なる審議。	
	
＜州レベルでのカーボンニュートラルへ向けた取り組みの事例＞	
ブリティッシュ・コロンビア州：クリーンBC産業電化イニシャティブ	
•  電気代の割引により州内の産業の電化を促進。既存の施設の電化あるいは新規の電化設備を対象とする。また、

鉱山操業現場の電化も促進。	
•  クリーン産業と革新技術割引：CCS、グリーン水素、合成燃料等の施設が対象。	
•  燃料転換割引：化石燃料からの電化が対象。ただし、パイプライン、製油所、メタノール製造、LNG液化施設

等はこの割引制度の対象外。	
アルバータ州：エネルギー産業の多様化	
•  原油価格の下落と気候変動対策を受けてエネルギー産業の多様化と低炭素社会の実現を促進。	
•  2020年10月7日発表の「アルバータ州天然ガス戦略」。	

•  エネルギー政策上の炭化水素由来「ブルー水素」の位置付けと、これに必要なCCS事業に注目。	
•  2030年までに「ブルー水素」製造事業を稼働予定、2040年までには水素を国内外へ供給予定。	

•  既存のエネルギーインフラの転用。（例：パイプライン、井戸等）	
•  太陽光、風力、地熱事業等の促進。（例：独立した地熱法を整備）	

出所：各種法令・規制、報道、政府発表を基にJOGMEC作成。	



5.今後の展望と課題 

1.  カナダの炭素価格付け論争は、カナダ 高裁の連邦炭素税を巡る判決により決着が付いた。連邦
政府が連邦法GGPPAに定める内容と同等の州法による炭素価格付けを行なっていないと判断する
場合は、連邦法GGPPAに定める連邦炭素税が「カナダ国内の共通した 低限のスタンダード」として
適用されることは合憲であるとされた。	
a.  今後は国家レベルで炭素価格付けの具体的整備が進む見通し。	
b.  しかしながら、多様な州ごとの地球温暖化ガスの排出量規制がある中で、連邦・州の調整や、

州同士の調整は引き続き課題。	
2.  同時に、2030年には地球温暖化ガス1トン当たり$170まで引き上げられる炭素価格は、これから

様々な脱炭素事業を促進。	
a.  連邦政府・州政府は助成金・補助金による脱炭素事業促進でなく、炭素価格の増加によるイ

ンセンティブ作りを指向？	
3.  炭素価格含むカナダの地球温暖化ガスの排出量規制は、多岐に亘る波及効果あり。	

a.  新エネルギー（水素、アンモニア燃料、小型モジュール原子炉、地熱、風力、太陽光）	
b.  鉱山操業現場の電化と省エネ	
c.  カーボン・クレジット市場形成（クレジット流通）	
d.  カーボン・オフセット創出機会（新しい参入者）	

4.  今後の論点：	
a.  様々なカナダ国内制度の調整	
b.  炭素強度の測定基準	
c.  国境炭素調整	



ご静聴ありがとうございました 

講演者プロフィール	
水谷健亮	
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
(JOGMEC) バンクーバー事務所勤務。JOGMEC入構後、
戦略企画、英文法務、石油国際交渉などを経験し、カナ
ダ・カルガリー大学ロースクール留学。 カナダ資源法研
究所客員研究員、国際法律事務所研修を経て、2020年
6月より現職。国際石油交渉人協会	(AIPN)	会員。	

出所：講演者撮影（カナダ・アルバータ州カルガリーの眺め）	


