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フォーカス：炭素価格制度の法制化

当記事は 2011 年 11 月時点での記述となる点につきご留意ください

要約：連邦議会は先般、オーストラリア炭素価格制度を導入する法律を可決し

ました。同制度は導入当初は、炭素排出許可証の固定価格（但し、毎年引き上

げられる）を以って炭素税のように運用され、3 年後にキャップ＆トレード制

度へ移行します。
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（英語原文はこちらをご参照下さい：http://www.allens.com.au/pubs/cc/focc11nov11.htm）

 炭素価格制度の概要

 規制対象となる事業者

 業界支援策

 なすべき対策

 炭素価格制度の撤廃の可能性

事業への影響

 全国炭素価格制度を設立する 2011 年クリーンエネルギー法（連邦法）(Clean Energy Act 2011 

(Cth)）および関連規則が、法制化されました。同制度は、2012 年 7 月 1 日に開始する固定価格期間

と、それに続き 2015 年 7 月 1 日に自動的に移行する変動価格期間の 2 段階の過程を以って運用され

ます。

 同制度は、固定エネルギー、工業処理、資源および廃棄物の産業部門からの排出を対象とします。

同制度の対象となる事業活動から出る温室効果ガスを 25,000CO2換算トン以上排出する施設の運営

統制（operational control）をもつ事業者は、かかる排出を埋め合わせるために炭素ユニットを償却

（surrender）することを求められます。天然ガス供給者は自己が供給するガスに内在する温室効果

ガスの排出に対して削減義務を負います。

 特定の液体化石燃料は炭素価格制度から除外されます。但し、このような液体化石燃料に対しては、

一定の事業および産業（一般家庭は除く）によって使用されるものにつき燃料税額控除および消費

税/関税制度の改定による実効炭素価格が適用されます。実効炭素価格はまた、同制度の対象範囲か

ら除外される特定の合成温室効果ガスにも、輸入および製造課税の変更を通して適用されます。

（同制度の対象とならない）農業と土地部門における排出削減は、連邦政府の低炭素農林畜産業イ

ニシアティブ（Carbon Farming Initiative 略して CFI）によって促進されます。
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 国際競争に晒された高排出産業および石炭火力発電所は、主として無償の炭素ユニットの形で支援

を受ける対象となります。さらに、政府は、オーストラリアで最も高排出の約 2,000MW の石炭火力

発電の買い上げ交渉を模索しており、融資およびその他の措置を取り、電力供給市場の安定を確保

します。

 規制対象となる事業者は、企業グループ、あるいは参加している非法人型合弁事業（unincorporated 

joint ventures）内で炭素価格制度に基づく法的責任をいかに割り当てるかを検討する必要がありま

す。これは、法的責任および契約上の責任の両方、コスト移転および割当メカニズムの検討を要し

ます。

 排出集約的またはエネルギー集約的な財・サービスを供給または購入する事業者は、既存の契約取

決めが炭素価格制度に関連するコストの転嫁を前提としているかを検討し、将来の契約を交渉する

ときにはかかるコストの配分を考慮に入れる必要があります。炭素価格制度のコスト転嫁に関する

契約条項が、特定の取引に応じて修正され、かかるコストを最小限にするよう設計された適切なイ

ンセンティブを含めることが大変望ましいといえます。

 規制対象となる事業者の役員は、適切な購入およびヘッジ戦略を実施したり、効果的なコンプライ

アンス・プログラムの実施等を通して炭素価格決定メカニズムの下での会社の法的責任を管理する

ための戦略を構築するべきです。

 上場企業は、ASX 上場規則および 2001 年会社法（連邦法）（Corporations Act 2001 (Cth)）の下で、

炭素価格制度が事業にもたらしうる影響につき公開することが求められるか否かを検討するべきで

す。

炭素価格制度の概要

固定価格期間と変動価格期間

炭素価格制度は、2012 年 7 月 1 日から 2015 年 6 月 30 日までの 3 年間の固定価格期間および 2015 年 7 月 1

日から移行開始する変動価格期間の 2 段階の期間を以って運用されます。規制対象となる事業者は、両過程

において、同制度の適用対象となる活動から生じる年間排出量に相当する炭素ユニットを取得し償却するこ

とが求められます。

固定価格期間には、炭素価格は 2012-13 年度に$23/CO2換算トンで始まり、2013-14 年度には$24.15/CO2換

算トン、2014-15 年度には$25.40/CO2換算トンまで引き上げられます。この段階では、クリーンエネルギー

規制局は規制対象となる事業者に上限のない数のユニットを該当する固定価格で売却します。当該ユニット

は、対象事業者による義務履行のために自動償却されますが、売買したり、将来の使用のために積立て（バ

ンキング）することはできません。固定価格期間中には同制度の下での義務履行のため国際ユニット（京都

議定書クリーン開発メカニズムの下で創出され認証を受けた排出削減ユニットなど）を使用することが認め

られない一方、事業者は、同期間において低炭素農林畜産業イニシアティブ（CFI）の下で創出された京都議

定書に準拠する豪州炭素クレジットを自己の年間義務の 5％まで償却することができます。変動価格期間中に

創出される有効年度（vintage year）付きの限られた数の炭素ユニットは、先物価格曲線を設定できるように

固定価格期間中に競売にかけられます。

http://www.allens.com.au/pubs/cc/focc25aug11.htm
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変動価格期間においては、政府は毎年発行される炭素ユニット数に年間上限を設定するものとし、同ユニッ

トの価格は市場の需要供給によって決定されます。例外は、この過程の最初の 3 年間、炭素ユニット下限価

格（2015-16 年度は 15 ドルで、2016-17 年度は 16 ドル、および 2017-18 年度は 17.05 ドルに引き上げられ

る）および「予想国際価格」を上回る 20 ドルの炭素ユニット上限価格（実質年率 5％ベースで上昇）が設定

されます
1
。この上限は、変動価格期間の下で炭素ユニットの完全市場取引へ移行する結果として起こり得る

価格変動を最小限に抑制することを目的としています。固定価格期間中と同様に、規制対象事業者は、低炭

素農林畜産業イニシアティブの対象プロジェクトから創出される京都議定書に準じた豪州炭素クレジットを

使用することにより、炭素価格制度の下での自己の義務を履行することができますが、固定価格期間中と違

い、この目的に使用できる炭素クレジットの数に制限はありません。さらに、国際ユニット
2
は、炭素価格制

度の義務を満たすために対象事業者の炭素ユニット償却義務の最高 50％まで使用することが可能です。変動

価格期間用に発行された炭素ユニットは、無制限でバンキングでき、対象事業者はその義務を満たすために

かかる炭素ユニットをある有効年度（vintage year）からその有効年度の前年分の義務の 5％まで「ボローイ

ング（前借り）」することが可能です。

変動価格期間の運用において重要となるのは年間のスキーム上限および目標を設定することです。政府は、

2020 年の排出削減目標を 2000 年比で少なくとも 5％減と発表し、2050 年の排出削減目標を 2000 年比 60％

減から 80％減に引き上げました。5 年単位でスライド設定される年間のスキーム上限につき政府に提言する

独立した気候変動局が新設されます。当局は、2015-16 年度から 2019-20 年度分の年間スキーム上限を 2014

年 2 月 28 日までに提言することが求められます。また、政府は、最初の 5 年のスキーム上限を定める規則を

2014 年 5 月 31 日までに審議することが求められます（政府が当局の提言を採用しない場合、その事由を議

会に提出する必要があります）。毎年、当局は遵守年に対するスキーム上限を 5 年先まで提言する必要があ

り、政府はそれを規則として公表する必要があります。

当初のスキーム規則は、2000 年水準比 5％減という 2020 年の排出削減目標に沿った、「初期設定

（default）」のスキーム上限を 5 年間分設定しますが、これは、スキーム上限規則が上院または下院のいず

れかによって却下された場合、または策定されない場合に適用されます。次年度以降のスキーム上限につい

ても、スキーム上限を設定する規則が却下された場合に類似のメカニズムが適用されます。

気候変動局はまた、より長期的なオーストラリアの排出削減幅に関して提言を行う権限を持ちます。2000 年

比 15％減の 2020 年の排出削減目標をオーストラリアが採用する条件が既に揃ったと確信している評論家も

おり、これらの提言内容がどういったものとなるのか興味深いところです。

当然のことながら、他国の炭素制度との今後の連携に関して、あるいは今後の規則の下でどの種の国際ユニ

ットが許可されうるかに関しての詳細は乏しい状態です。但し、連邦政府は、炭素価格制度をニュージーラ

ンド排出権取引制度および欧州排出権取引制度と変動価格期間中に連携する可能性につき協議していること

を明らかにしました。オーストラリアの制度と類似する制度を連携させることは非常に重要な課題です。他

の国々のより低コストな排出削減ユニットへアクセスできることにより、対象事業者はその義務を満たす上

でよりコスト効率の良い方法をとることができます。また、同制度の財務省モデルは、オーストラリアが

2020 年の排出削減目標を達成するためには相当量の国際ユニットを購入しなければならないだろうと想定し

ています。その一方で、このような排出削減ユニットの使用はオーストラリア炭素ユニットの価格を圧迫し、

同制度から得られる歳入（一般家庭および産業への支援を行い、低排出技術に投資するために必要な歳入）

を目減りさせることになります。
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炭素価格制度の対象範囲および適用除外

対象となるガスおよび産業部門

炭素価格制度は、京都議定書で定められた 6 種類の温室効果ガスのうちの 4 種類（二酸化炭素、メタンガス、

亜酸化窒素およびパーフルオロカーボン）の以下の産業部門からの排出を対象とします：

 固定エネルギー（発電等）；

 工業加工（アルミ製錬等）；

 廃鉱となった炭鉱以外からの漏洩排出（石炭、石油および天然ガスの採掘に由来する排出等）；お

よび

 廃棄物埋立地および廃水処理施設からの排出（制度導入前の廃棄物、即ち 2012 年 7 月 1 日より前に

設置された廃棄物埋立地からの排出に対して免除あり）。

適用除外となるガスおよび産業部門：土地利用、農業および林業

農業由来の排出および土地部門における排出は炭素価格制度の適用除外となります。さらに、炭素固定

（biosequestration）は同制度の下で炭素ユニットを創出できる対象とはなりません。これらの適用除外は、

政府の低炭素農林畜産業イニシアティブが炭素固定および土地・林業部門における温室効果ガス排出削減を

促進することを目指しているということで正当化されます。このイニシアチブの下では、農業従事者および

その他の土地所有者は、京都議定書に準拠した（更地に 1990 年以降に設けられた森林に関係する場合等）あ

るいは京都議定書に準拠しない（土壌炭素固定あるいは作物管理に関係する場合等）いずれかの売買可能な

炭素クレジットを創出することができます。上述のように、京都議定書に準拠する豪州炭素クレジットは、

炭素価格制度の法的責任を満たすために償却することが可能です。さらに、政府は、京都議定書に準拠しな

い炭素クレジットを少なくとも一定数を購入（同目的のため 6 年にわたり 2 億 5,000 万ドルを出費）すべき

であるというGarnaut 教授の提言を採用しました。このような支援なくしては、これら 2 種類の炭素クレジ

ット間に相当の価格差が生じる可能性があり、京都議定書に準拠しない炭素クレジットを創出するプロジェ

クトの成長が期待できないため、必要な措置といえます。

適用除外となるガスおよび産業部門：液体化石燃料

自主参加（オプトイン）方式（次項で説明）を条件として、炭素価格制度から適用除外されるその他の主な

ものは、特定の液体化石燃料（石油、ディーゼル、液化天然ガスおよび液化石油ガスなど）です。但し、こ

れらの燃料は 2012 年 7 月 1 日から有効となる燃料税控除および燃料税／関税の制度改定を経て適用される実

効炭素価格に直面します。このような措置のもと、実効炭素価格は以下に掲げる燃料に適用されます：

 国内航空、船舶および鉄道部門において使用される液体燃料を含む商業輸送用途（農業、林業およ

び漁業以外）の液体燃料；

 輸送以外の用途（例：発電用に使用されるディーゼル）で使用される液体燃料；および

 オフロード輸送および輸送以外の用途で使用される圧縮天然ガス、液化天然ガスおよび液化石油ガ

ス。

http://www.allens.com.au/pubs/cc/foccmar11_01.htm
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エタノール、バイオディーゼルおよび再生可能なディーゼルは今後も影響を受けません。実効炭素価格は、

燃料税控除および燃料税／関税に対する定期調整、即ち、変動価格期間中は毎年、固定価格期間中は（炭素

ユニット競売価格の過去 6 か月間の平均価格に基づいて）6 か月毎に行われる調整を経て適用されます。生産

性委員会が燃料税取決めの見直しを行なうものとし、燃料に含まれる炭素およびエネルギーに明確に基づく

制度へ移行するメリットを検討します。この見直しは、一般家庭および軽車両が使用する輸送燃料を実効炭

素価格の適用から除外することを支持するのと引き換えに緑の党によって取り付けられたと報道されていま

す。

適用除外となるガスおよび産業部門：バイオ燃料およびバイオマス燃焼

バイオ燃料、バイオガスおよびバイオマスの燃焼に由来する排出（埋立て施設からのメタンガス燃焼由来の

排出を含む）は、炭素価格制度の対象範囲から除外されます。

適用除外となるガスおよび産業部門：合成ガス

最後に、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）と六フッ化硫黄（SF6）が炭素価格制度の適用除外となります。

但し、これらは 1989 年オゾン層保護および合成温室効果ガス管理法（連邦法）（Ozone Protection and 

Synthetic Greenhouse Gas Management Act 1989 (Cth)）の下で適用される輸入および製造に対する現行課

税の改定を経て実効炭素価格の対象となります。かかる課税は炭素ユニットの実勢価格を反映するために毎

年調整されます。政府はまた、耐用年数末期で回収された廃棄物に由来する、オゾン層破壊物質を含む合成

温室効果ガスの破壊に対するインセンティブを 2013 年 7 月 1 日までに導入することを示唆しました。

燃料を対象とした「自主参加（オプトイン）」のメカニズム

クリーンエネルギー法は、課税対象となる液体化石燃料に内在する温室効果ガスの潜在排出に対して「指定

の自主参加者（designated opt-in person）」が責任を負うことができるスキームが規則により設けられると

規定しています（かかる規則は 2012 年 12 月 15 日までの成立が目指されています）。自主参加する場合は、

燃料使用者を対象とした燃料税控除が炭素税導入に伴い削減されることはありません。「指定の自主参加

者」となる条件は、燃料税控除の対象となる GST グループの一員であること、燃料税控除の対象となる

GST 合弁事業の参加企業であること、または自社が燃料税控除の対象であることのいずれかに該当し、かつ、

その燃料が燃料税控除制度
3
の適用対象であることです。燃料使用施設または燃料購入施設の運営統制をもつ

事業者が、その燃料に適用可能な燃料税控除を受ける対象となるとは限らないため、このような相当の柔軟

性をもつことを目指した方策がとられています。自主参加の措置は、2013 年 7 月 1 日以降に取得、製造また

は輸入された燃料にのみ適用されます。

政府は、自主参加（オプトイン）制度の詳細設計について協議する意向があることを示唆しました。

規制対象となる事業者

炭素価格制度の規制対象となる事業者は企業のみに限らず、（特に）信託、州政府（その部局を含む）、国

有事業および地方自治体にまで及ぶことに留意すべきです。燃料の自主参加（オプトイン）スキームを別に

すると、規制対象となる事業者は 2 種類に区分されます：

 温室効果ガスの直接排出責任を負う事業者；および
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 自己が供給または使用する天然ガスに内在する温室効果ガスの潜在排出責任を負う事業者。

基準値を超える施設の運営統制をもつ事業者

規制対象となる事業者の第一区分は、炭素価格制度の対象となる温室効果ガスの年間排出量が CO2換算で

25,000 トン以上ある施設（活動）の運営統制をもつ事業者です。（大規模埋立施設に隣接する埋立地には、

より低い基準値である 10,000CO2換算トン/年が適用されます。）かかる施設の排出削減義務は、当該施設の

「運営統制」をもつ事業者に課されます。ある事業者が事業活動に運営統制をもつことになるのは、その事

業者が事業活動に対する運営、安全衛生もしくは環境に関する方針を導入または実施する権限を有する場合、

あるいは（複数の事業者がかかる権限を有するときは）その事業者が、事業活動に対する運営および環境に

関する方針を導入または実施する最大の権限を有する場合です。施設の運営統制をもつのがどの事業者にな

るのかを決定するには、ある程度の判断をしばしば伴いますが、この決定の財政面の影響は甚大なものとな

ります。

排出施設の運営統制をもつ事業者は当初の炭素削減義務を負いますが、以下に掲げる者に譲渡することによ

り、この義務の再振り分けが可能です：

 同じ企業グループの構成員；または

 施設の「財務統制」をもつ、企業グループ外の者。

かかる譲渡は、クリーンエネルギー規制局が施設に対して「譲渡証明書（liability transfer certificate）」を発

行することで有効となり、それは削減義務の譲渡者と譲受者の両者の合意をもってのみ可能です。

特別規定は、非法人型合弁事業にも適用されます：

 合弁事業が（施設の運営統制を持つという理由で）施設の排出削減義務を負うオペレーターによっ

て管理される場合、その削減義務は、オペレーターと合弁参加企業の合意およびクリーンエネルギ

ー規制局の認可を以って合弁事業出資比率に応じた合弁参加企業への譲渡が可能です。かかる合弁

事業は「申告指定の合弁事業（declared designated joint venture）」と称されます。

 合弁参加企業が（特定のオペレーターではなく）施設の運営統制を連帯して持つ場合に、施設の排

出削減義務は、合弁事業出資比率に応じて合弁参加企業に直接課されます。かかる合弁事業は「強

制指定の合弁事業（mandatory designated joint venture）」と称されます。

但し、以下に掲げる合弁事業規定に関する問題について、留意する必要があります：

 合弁事業が申告指定の合弁事業であるとき、もし合弁参加企業の 1 社がユニットの不足課徴金を 3

か月以上滞納したならば、クリーンエネルギー規制局は当該課徴金が翌 7 月 1 日までに支払われな

い場合に（まず他の合弁参加企業に通知を出したあとで）合弁事業の申告を取消さなければなりま

せん。この取り消しの結果、施設の排出削減義務はオペレーターに戻されます。

 強制指定の合弁事業の参加企業は、その合弁事業の存在につきクリーンエネルギー規制局に通知す

る義務があり、それを怠った場合は罰金を科される対象となります。
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 合弁参加企業は、その合弁事業が強制あるいは申告指定の合弁事業のいずれかでなくなった場合、

クリーンエネルギー規制局に通知する義務があります。

 申告・強制指定の合弁事業の両方に該当する場合には、クリーンエネルギー規制局は合弁参加企業

がもつ施設の権益比率につき認定し、これにより施設の炭素削減義務の負担比率が確定します。こ

れらの権益比率は、合弁参加企業がもつ施設の経済的便益のそれぞれの持分を示すことを目的とし

ています。したがって、合弁事業権益が変更または譲渡される場合に、認定の差換えを求める必要

があります。クリーンエネルギー規制局が出資率の認定につき過去に遡ったあるいは前倒しの日付

で交付できる条項があるため、合弁参加企業は施設の炭素削減義務の負担比率を実際の合弁事業権

益比率と常に連動させることができるでしょう。

 申告指定の合弁事業の構成に（既存の参加企業が合弁事業から抜ける、または新規の参加企業が加

わるという意味で）変更がある場合、これにつき当該合弁事業を改めて申告し、新出資率の認定を

求めることが必要となります。

また、合弁事業規定が以下の場合には適用されないことに留意すべきです：

 一つの合弁参加企業が（例えば、施設に対する運営および環境に関する方針を一方的に導入し実施

する十分な議決権があるという理由で）排出施設の運営統制をもつ場合。このような場合、施設の

炭素削減義務は当該合弁参加企業に帰属するものとし、当該合弁参加企業が他の合弁参加企業負担

分の関連コストにつき返金または補償を受けるためには、他の合弁参加企業との契約取決めに依る

必要があります。

 事業形態が非法人型合弁事業ではなくパートナーシップの形態をとる場合。パートナーシップの排

出施設の運営統制をオペレーターがもつ場合、オペレーターはその削減義務をパートナーシップの

持分
4
に応じて各パートナーに譲渡することはできません。パートナーが連帯して運営統制をもつ場

合、パートナーは、そのうちの一社を施設の炭素削減義務の全てを負う者として指名する義務があ

ります。かかる場合、義務を負う事業者は、当該削減義務の（他の）パートナー負担分に関連する

コストが返金または補償されるように（他の）パートナーと契約取決めを結ぶ必要があります。

天然ガス供給に対する責任

規則の下では、天然ガス供給パイプラインを通して他者に天然ガスを供給する者は、他者が天然ガスの一部

または全部を使用することが合理的に予測され得る場合、天然ガスに内在する排出に対して削減義務を負い

ます。但し、その削減義務は、購入者が天然ガスの供給に関して義務譲渡番号（obligation transfer number、

略して OTN）を提示する場合、購入者に事実上譲渡することができます：

 天然ガスが「大規模ガス燃焼施設」（即ち天然ガスの燃焼により 25,000CO2換算トン以上の排出が

生じる施設）の稼動に使用される場合、購入者は自己の OTN を提示し供給者はそれを受理する義務

があります。かかる場合、大規模ガス燃焼施設の運営統制をもつ（OTN 保有者でないかもしれな

い）事業者は、天然ガスの燃焼による排出に対して削減義務を負います；

 天然ガスが大型施設（即ち 25,000CO2換算トン以上の対象排出が生じる施設）ではない大規模ガス

燃焼施設の稼動に使用される場合、天然ガス供給者は、天然ガスが OTN の下で購入された場合を除

き、天然ガスに内在する排出に対して削減義務を負います。この場合、大型施設の運営統制をもつ

事業者は、施設の規制対象排出の全部（天然ガスの燃焼による分を含む）に対して削減義務を負い
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ます。このような状況においては、購入者の OTN を提示および受理することは任意であり、購入者

は通常、それもまた大規模ガス燃焼施設に対してガスを購入する場合にのみ、OTN を提示する資格

があります；および

 天然ガスが小規模施設（即ち 25,000CO2換算トン未満の規制対象排出が生じる施設）の稼動に使用

される場合、天然ガス供給者は、天然ガスに内在する排出に対して削減義務を負います。但し、天

然ガスが OTN の下で購入された場合は例外で、この場合は OTN 保有者が内在する排出に対して削

減義務を負います。このような状況においてもまた、購入者の OTN の提示および受理は任意であり、

購入者は通常、それもまた大規模ガス燃焼施設
5
用にガスを購入する場合にのみ、OTN を提示する資

格があります。

企業グループ内で使用するために天然ガスをバルク購入する事業者は、その天然ガスの使用者あるいは施設

の運営統制の保有者がその事業者自身ではない場合に、（当該事業者が購入する天然ガスの一部が大規模ガ

ス燃焼施設での使用目的である限り）、全ての天然ガスを OTN を使用して購入する資格があります。天然ガ

スが大規模ガス燃焼施設ではない施設で使用されることになっている場合に天然ガス供給者が OTN の提示を

受理することを拒否できることに変わりはありませんが、大規模ガス燃焼施設を含む施設用に天然ガスがバ

ルク購入されようとする場合、天然ガス供給者は OTN の提示を（実際には）受理することが期待されます。

これ以外の行動をとることは相当に複雑な結果を招きます：即ち、大規模ガス燃焼施設での使用目的で購入

されたガス（炭素を除いた価格）および他の施設での使用目的で購入されたガス（炭素込みの価格）を識別

することが必要となります。

産業界への支援策

炭素価格制度には、炭素価格の導入によって特に悪影響を被る業種への支援供与を目的とした数多くの措置

が含まれます。このうち 2 つの措置は、影響を被った産業に対する炭素ユニットの無償供与を伴うものです。

固定価格期間中に発行された炭素ユニットの市場規模が小さいと見込まれること、および固定価格期間の有

効年度付きユニットが翌 2 月に取り消されることに鑑み、これらの措置の下でかかるユニットの無償供与を

受ける事業者は、クリーンエネルギー規制局に同ユニットを適用可能な（割引された）固定価格で売り戻す

ことにより、それらの価値を換金できます。

雇用・競争力プログラム

炭素価格制度は、製品が国際相場で売られているために回収不能なコストをグローバル市場で競争する産業

部門に負担させ、オーストラリアの国際競争力に悪影響を及ぼすリスクがあります。これらのコストは、同

産業の排出をカバーするのに必要な炭素ユニットの取得コストおよび（または）同産業が使用するエネルギ

ー集約的および／または排出集約的な原料の上昇コストの形態をとるでしょう。

このような「排出集約型かつ国際競争に晒されている（emissions-intensive trade-exposed）（EITE）」活動

に支援を供与するために、炭素価格制度は、これらの業種に無償の炭素ユニットを割当てる雇用・競争力プ

ログラム（Jobs and Competitiveness Program、略して「JCP」）を設けています。同プログラムの下では：

 アルミ製錬などの最も高い排出集約型の（即ち排出が収益百万豪ドル当たり 2,000CO2換算トンある

いは付加価値百万豪ドル当たり 6,000CO2換算トンを超過する）活動は、初年度（2012-13 年度対
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象）の平均排出の 94.5％（年 1.3％の割合で減少）を埋め合わせるのに十分な炭素ユニットの無償供

与を受けます；および

 ガラス容器生産のような中程度の排出集約型（即ち排出が収益百万豪ドル当たり 1,000～2,000CO2

換算トンあるいは付加価値百万豪ドル当たり 3,000～6,000CO2換算トンの間）である活動は、初年

度（2012-13 年度対象）の平均排出の 66％（年 1.3％の割合で減少）を埋め合わせるのに十分な炭

素ユニットの無償供与を受けます。

同支援の対象となる排出は規制対象となる活動からの温室効果ガスの直接排出だけではなく、電力消費、お

よび対象活動において使用される（供給原料用途の）蒸気および天然ガスの生産に起因する間接排出も含ま

れます。これは、同支援が炭素価格の賦課の結果もたらされる電力、蒸気および天然ガスの価格上昇をいく

らか軽減することを確保しようとするものです。

オーストラリアには大量の LNG 埋蔵量があること、および LNG は石炭より著しく少ない温室効果ガス排出

で燃焼できるという事実が評価され、LNG 生産者は、LNG 生産過程（即ち抽出、生産、輸送および圧縮にか

かるエネルギー消費）に関連した全排出の 50％を埋め合わせるのに必要な限りにおいて炭素ユニットの無償

追加供与を受けます。

生産性委員会（Productivity Commission）は、JCP の下で、支援措置の運用、これらの措置の経済および環

境効率、ならびにクリーンエネルギー法および関連規制の EITE 産業に対する影響につき定期的に評価を行な

うことが求められます。同評価は 2014-15 年度（固定価格期間の最終年度）、2015-16 年度（変動価格期間

の初年度）、2017-18 年度および 2019 年 1 月 1 日から始まる連続した各 5 年の期間に行われることが求めら

れます。

この評価中における検討事項の 1 つは、支援措置を修正してGarnaut 教授の提言モデルに移行するべきか否

かということです。同モデルにおける支援は、関連活動に対する国際製品価格につき国際炭素価格を以って

予想される価格とオーストラリアの炭素価格のみを以って予想される価格との価格差に基づくものとしてい

ます。かかるモデルを採用すると、EITE 活動を対象とした支援が著しく減少することになります。

同委員会の評価報告書は、将来の支援措置への修正を決定づけるわけではないものの、大きな影響力を持つ

と予想されます。政府は、支援措置への修正が産業に悪影響を及ぼす場合は、同制度の当初 5 年間（即ち

2017 年 7 月 1 日まで）はその修正は有効とはならず、そして少なくとも 3 年間の猶予をもった通知がなされ

るという政策的方針を採っています。但し、同法では大臣が JCP を修正する場合には、生産性委員会の最新

の評価を「考慮に入れる」よう求めるにとどまっています。

石炭火力発電

炭素価格の賦課によってもたらされる石炭火力発電所の著しい価値の減損に鑑み、排出集約的な（即ち、電

力 MWh 当たりの 1CO2換算トン排出原単位を超過する）石炭火力発電所に対して 55 億豪ドル相当の支援が

供与されます。初年度（2012-13 年度）に現金、および後続年に無償の炭素ユニットの形態をとる同支援は、

2016-17 年度までの 5 年間にわたって毎年同じ額で拠出されます。同支援の発電施設への継続供与には以下

の条件が付きます：

http://www.allens.com.au/pubs/cc/foccmar11_01.htm
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 市場オペレーターが発電能力の縮小が電力システムの信頼性に悪影響を及ぼさないことを証明しな

い限り、発電プラントの発電能力が縮小していないこと、あるいは発電施設がより排出の少ない設

備に置き換えられるため発電能力が縮小していないこと。

 発電施設が、新規の発電能力、発電プラントのエネルギー原単位の削減対策、クリーンエネルギー

技術の研究開発およびエネルギー効率改善の投資計画（もしあれば）の概要を示したクリーンエネ

ルギー投資計画を作成していること。

政府はまた、約 2,000MW の最も高排出である石炭火力発電（排出原単位が MWh 当たり 1.2CO2換算トン以

上の発電）を 2020 年までに閉鎖するため交渉することを目指しています。対象となる 5 つの発電施設：すな

わちビクトリア州のヘーゼルウッド、ヤルーンおよびエネルギー・ブリックス発電所、サウスオーストラリ

ア州のプレーフォード発電所およびクィーンズランド州のコリンズヴィル発電所についての関心表明が 2011

年 10 月に受理されました。政府は、2012 年 6 月 30 日までに閉鎖するための契約締結を望んでいます。供給

制限を受ける結果として電気料金が不適切に値上がりすることを回避するために、十分な置換発電能力を確

保できるような方法でこの買い上げが成し遂げられることが重要になります。

炭素価格を課した結果として石炭火力発電所にかかる潜在的な財政緊迫を緩和するために、このような発電

施設がその既存債務を借り換えられるように、あるいは変動価格期間に使用するための炭素ユニットを固定

価格期間中に前借りベースで購入することができるよう支援するために、（ローンの形態をとるといった）

政府が行うべきあらゆる支援に関して提言を行うエネルギー保全審議会（Energy Security Council）が設立さ

れます。

鉄鋼転換計画

2011 年 11 月に上院を通過した鉄鋼転換計画法（Steel Transformation Plan Act）の下で、製鉄業における低

排出およびエネルギー効率の良い技術への投資を促すために、政府は 4 年にわたって 3 億豪ドルを充当しま

す。

石炭産業雇用パッケージ

政府は、ガス化炭鉱（販売可能な石炭 1 トンにつき漏洩排出が 0.1CO2換算トン以上を占める炭鉱）に対して、

基準値を超過する漏洩排出の 80％を埋め合わせるために 13 億豪ドルの支援を 6 年にわたって供与すること

を提案しています。さらに、政府は、炭鉱部門における排出低減技術の導入を支援するために 7,000 万豪ド

ルの支援（マッチング助成）を 6 年にわたって充当することを提案しています。

石炭産業雇用パッケージ（Coal Sector Jobs Package）は、現在緑の党には支持されていない「政府だけ」の

対策であり、同支援案の実現には疑問の余地があることを意味しています。パッケージの下で約束された資

金の配賦を含んだ法案がまだ議会に提出されていないため、同支援をめぐる不透明さが増しています。した

がって、議論された支援は一般予算の充当という方法で（これも議会で反対される可能性がありますが）供

与されるものと予測されます。

クリーンテクノロジープログラム

低排出およびエネルギー効率の良い技術の採用を促すため、政府は以下に掲げる補助金の拠出を約束してい

ます：
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 電力消費が年間 300MWh 超、または天然ガスの消費が年間 5TJ 超である製造業もしくは炭素価格制

度の規制対象となるその他の製造業に対し 7 年にわたって 8 億豪ドル（政府 1:投資 3 のマッチング

助成による）；および

 食品加工業および鋳造産業に対し、6 年にわたって 2 億豪ドル（政府 1:投資 3 のマッチング助成に

よる）。

さらに政府は、再生可能エネルギー、低排出かつエネルギー効率の良い技術の研究開発に対する企業投資を

支援するために、5 年にわたって 2 億豪ドル（政府 1:投資 1 のマッチング助成による）を拠出します。

対策

炭素価格制度は広範囲の事業に影響をもたらす大規模な経済改革です。同制度の下で直接責任を負う事業は

約 500 社のみと予想されていますが、炭素価格の負担は多くの事業により使用されるエネルギー集約的・排

出集約的な資材（電気、ガス、アルミニウム、鋼、グラスおよびセメントなど）のコストを引き上げます。

全体として、これは消費者物価指数（CPI）を当初 0.7％、また同制度が固定価格期間から変動価格期間に移

行する際に更に 0.2％押し上げると予想されています。

削減義務の決定および振分け

炭素価格制度の対象となる産業部門に属する事業者は、同制度の下で直接削減義務を負うか否かを見極める

必要があります（規制対象となる事業者については上記項目を参照）。直接規制対象となる事業者は、自社

の炭素削減義務をいかに管理するか、すなわち、自社の企業グループ内のどの会社に削減義務を割当てるべ

きか、また、同削減義務をいかにして果たすか（費用効率の最も良い方法で必要な炭素ユニットを取得でき

るよう採るべき戦略等）、また、同削減義務に関連する費用を顧客に転嫁できるか否かを決定する必要があ

ります。

非法人型合弁事業の参加企業（unincorporated joint ventures）およびオペレーターは、同制度の下での初期

設定でいずれの当事者が義務を負うことになるかを決定するため関連契約を精査するべきです。施設の排出

削減義務を合弁事業のオペレーターが（施設上に運営統制を持つという理由で）負う場合に、当事者は合弁

事業の権益に比例して合弁参加企業にオペレーターの義務を移転させるか否かを検討し、そうすると決定し

た場合には、申告指定の合弁事業としてクリーンエネルギー規制局による認可を求めるべきです。合弁参加

企業が削減義務を負う場合には、当事者は強制指定の合弁事業の一部となることから、それぞれの法的責任

および義務を心得ておくべきです。

炭素価格制度の責任をいかに振り分けるかを検討することに加え、例えば JCP あるいは石炭火力発電支援パ

ッケージといった産業支援の対象となる事業者は、かかる支援を受ける資格を得るために自社が提示する必

要のある情報および取るべき手続きにつき心得ておくべきです。

もちろん、炭素価格制度は、企業がその排出原単位とエネルギー消費を管理することにより競争力を改善す

る機会、ならびにガス燃焼発電および再生可能エネルギー発電のような低排出業種に属する会社にとって、

大きな事業機会となります。炭素価格制度の影響評価の一環として、企業はリスクだけではなく事業機会を

も視野に入れることが大切です。
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炭素コストの転嫁

直接規制対象となる事業者および（炭素価格制度の下で直接規制対象とならないが）エネルギー集約的ある

いは排出集約的な財・サービスを供給もしくは購入するその他の事業者の両方とも、炭素価格制度に関連し

たコストを転嫁（あるいは転嫁を拒否）できる範囲を定めるために既存契約の見直しを行うべきです。契約

に通常含まれるものとして二つのコスト転嫁方式があります：

 租税変更の条項；および

 法律変更の条項。

炭素価格制度は一般に「炭素税」と称されているものの、実際には「税」ではなく、排出権取引制度です

（但し、最初の 3 年間は固定価格ユニットスキームとして運用されます）。従って、供給者は炭素価格制度

の下で生じるコストを顧客に転嫁するために、租税変更条項をあてにできるだろうと想定すべきではありま

せん。とはいえ、租税変更条項はしばしば「levies, charges, imposts」に及び、また、文脈によっては、少な

くとも固定炭素単価はこれらの用語に当てはまると見なされる可能性がある（決して確実ではありません

が）と考えられます。

炭素価格制度の導入が明らかに法律変更を成す一方で、法律変更条項は、炭素価格制度のような制度に関連

するコストを転嫁するに最適であるとは必ずしもいえません。第一の理由として、法律変更条項は、法的義

務を履行する上で発生し、残りの契約期間に亘って該当する財・サービスの価格に広く適用されるコストを

前倒しの一度限りのコスト調整として処理できることに立っているからです。しかし、少なくとも変動価格

期間中には、炭素ユニットを数年以上前もって予言するのは非常に難しく、財・サービスの一度限りの価格

調整では、炭素ユニットの購入にあたり炭素価格制度の下で負担したコストを供給者に補償する上で過不足

が生じるであろうことを意味することになります。典型的な法律変更条項の二つ目の制約は、法律の変更が

転嫁のための所与のコストをもたらすと仮定するため、供給者にとってそのコストを管理すべきインセンテ

ィブをほとんどもたらさないことです。しかし、炭素価格制度の下では、規制対象となる事業者は、償却を

求められる炭素ユニットのコストをある程度管理することができます。例えば、供給者は炭素ユニットの先

物購入によって炭素価格をヘッジすることができます。

これらの制約は、契約当事者が、以下に示すような炭素コストの転嫁条項につき既存の長期契約の修正を交

渉する、あるいは新規契約に含めることを検討すべきであることを示唆しています：

 炭素コストの定期評価と転嫁（例：契約期間中 2 年毎）につき定める；

 供給者に炭素ユニットのコストを管理するためのインセンティブを与える（例：転嫁目的のユニッ

トのコストを長期的な平均炭素価格とみなすなどして供給者が自己のコストをヘッジすることを奨

励する）あるいは供給者の義務を果たすために購入者がユニットを取得することを規定する（その

結果、購入者は自己が負担する炭素コストを調整できるようになる）；および

 供給者が炭素コストの転嫁を通して偶発利益を得ることがないように、供給者が排出活動のために

受取る、または受取る権利がある全ての無償の炭素ユニットを適切に考慮に入れる。

当事者が自主的に炭素削減義務（譲渡証明書の下で炭素削減義務を譲受けるか、供給を受けた天然ガスの購

入に関して OTN を自主的に提示するか、または申告指定の合弁事業であると認定される場合に生じるような
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義務）を負うことは、コスト転嫁の法律変更条項を発動させるとは限らないことに留意することも重要です。

というのも義務は法律によって課されるのではなく削減義務の譲受者が当該義務を自主的に引き受けること

によって課されるからです。

炭素価格制度の下で直接の規制対象となる事業者が契約当事者とはならない場合、コスト転嫁条項は、サプ

ライ・チェーンの上流にいる事業者に対して炭素ユニットを償却する法的責任が課された結果としてその値

上げが生じた場合、上昇した資材価格の転嫁は一般的に認められません。それでもなお、供給者は炭素関連

の資材価格上昇を反映できるよう価格調整について定めたいと願うでしょう。このような状況では、供給者

は値上げが実際の価格上昇よりむしろ競合他社の平均資材価格の上昇と連動されることによって上流コスト

を管理するインセンティブを得られます。炭素価格制度の結果として CPI が上昇するのは一度限りなので、

契約の当事者はまた、CPI の指数価格上昇も数四半期にわたって「徐々に調整」したいと願うでしょう。

GST を導入した時と全く同じように、政府は、炭素コストの転嫁という点から豪州競争消費者委員会

（ACCC）が便乗値上げを調査する権限を持つことを強調しました。したがって、事業者はまた、この問題

に関して今後発表される価格ガイドラインを遵守する必要があります。最後に、上述のように、多くの液体

化石燃料および特定の合成温室効果ガス（ハイドロフルオロカーボンおよび六フッ化硫黄）が、炭素価格制

度の対象範囲に含まれない（オプトイン方式の下で同制度に「オプトイン」しない限り）とはいえ、それら

にはある一定の状況で燃料税額控除および消費税/関税制度ならびに輸入／生産課税の調整を通じて実効炭素

価格が課されます。したがって、かかる業界に属する企業は、現行契約の下でこのような上昇コストを転嫁

できるかどうか、新規契約の下でかかるコスト転嫁につき規定すべきかどうかを検討する必要があります。

このような状況における実効炭素価格の賦課は税の変更によって成されるため、この目的のためには租税変

更の標準的な条項で十分足りそうです。

継続開示

ASX 上場規則 3.1 の下では上場企業はその株価に重大な影響を及ぼすと合理的に予想されるような情報を知

るところとなった場合、かかる情報を直ちにオーストラリア証券取引所に公表することが求められます。そ

れを怠った場合、会社法（674 条）に基づく制裁の対象となります。炭素価格制度の準備期間中に、様々な

会社が、炭素価格の負担によって自社の既存オペレーションを閉鎖せざるをえなくなる、または計画された

プロジェクトを続行できなくなるだろうと公に発表しました。炭素価格制度の法律が今般通過したことに鑑

み、これらの会社（および炭素価格制度によって重大な影響を受けると見られるその他の会社）は、炭素価

格制度の自社のオペレーションに対する影響可能性につき市場に開示すべきか否かを検討する必要がありま

す。例えば、炭素価格制度の導入により以前発表された予測から 10％～15％程度
6
の修正が生じる場合には

開示が必要となるでしょう。

取締役と役員の責任

取締役は、合理的な注意（reasonable care and diligence）
7
を以って自らの権限を行使し、かつその責任を果

たすことが求められます。従って、炭素価格制度の下で責任を負う会社の取締役は、より低排出の技術およ

びプロセスを導入し、会社の炭素コストを軽減するために購入およびヘッジ戦略を実践する等して、会社が

その責任を管理するための戦略設定を確保する義務があります。さらに、炭素価格制度の下で責任を負う会

社の執行役員（即ち取締役と上級管理職）は、会社が炭素価格制度の法律を遵守することを怠った場合およ

びその役員がそのような立場にありながら違反防止のための適正な措置をとることを怠った場合に、個人責



14

任にさらされる可能性があります。有効なコンプライアンスおよび研修プログラムを実施することは、この

ような場合において役員の重要な抗弁の一部となります。これはまず会社の違反リスクを最小限にするとい

う炭素価格制度の義務に対するコンプライアンス・プログラムの明らかなメリットですが、実行していくこ

とはそれに加えて大切なことです。重要な責任は、遵守（会計）年度に対する会社の責任を果たすために炭

素ユニットを毎年償却することです。固定価格期間中に、規制対象となる事業者は、遵守年度の 6 月 15 日ま

でに自社の年間排出の 75％を埋め合わせるためユニットを償却し、また翌 2 月 1 日までに調整分として残余

ユニットにつき償却することが求められます。変動価格期間中には、規制対象となる事業者は遵守年度に続

く 2 月 1 日までに自社の年間排出の 100％を埋め合わせるためユニットを償却することが求められます。償

却義務を果たせない場合、固定価格期間中に炭素ユニットの固定価格の 1.3 倍、および変動価格期間中に炭

素ユニットの平均オークション価格の 2 倍のユニット不足課徴金が課されます。

オーストラリアの金融サービス・ライセンス

炭素ユニットは、会社法（Corporations Act）および 2001 年オーストラリア証券・投資委員会法（連邦法）

（Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (Cth)）に基づく金融サービス制度上「金融商

品」となるため、かかるユニットの売買を希望する事業者はオーストラリア金融サービス・ライセンスを保

有することが一般的に求められます。取引は固定価格期間中だけとなりそうですが、変動価格期間の炭素ユ

ニットは先物価格曲線を創出する目的で固定価格期間中に入札にかけられます。従って、炭素ユニットの売

買を考えている事業者は炭素価格制度の開始準備に必要なライセンス（または必要であれば既存のライセン

スの変更）を申請することを検討すべきです。

炭素価格制度撤廃の可能性

連邦野党の現行方針は、次期選挙で政権を奪取したら炭素価格制度の法律を撤廃すること、また同制度撤廃

の結果として、無価値になるであろう発行済みの炭素ユニットに対して補償はしないということです。同法

を撤廃するために、野党は下院および上院の両方の支配を勝ち取る必要があります（あるいは同制度撤廃の

ためには両院議員の過半数の支援を得る必要があります）。次期選挙は、2013 年 11 月頃に予定されており、

このとき上院の半数のみ改選されます。

野党が政権を奪取するも上院で過半数に達成しなかった場合であっても、ダブル解散選挙の末に炭素価格制

度を撤廃できる可能性があります。これを達成するには、下院が撤廃のための法律を可決し、その後、それ

が上院に提出されることになります。上院が同法を否決した場合、否決された法案は 3 か月後に下院によっ

て再可決される必要があります。上院がそれでもまだ法案を否決する場合、政府は下院と上院の両方の議員

全員が改選されることを意味する「ダブル解散」選挙を行うことができます。その後、政府が再選されると

仮定すると、撤廃法案は、下院により再可決され、上院に提出される必要があります。上院が法制化を否決

した場合、政府は撤廃法案を検討するために今度は両院の共同審議を召集することができます。かかる審議

では、共同審議の過半数を以って撤廃法案を可決できます。ダブル解散選挙における政府の過半数の規模に

よって、政府は、共同審議における議決権の過半数の支配を勝ち取るかもしれません、というのも下院議員

より上院議員のほうが少ないこと、そして政府は下院で過半数をもつことになるだろうからです。
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炭素価格制度の法律撤廃の結果として無価値となるあらゆる炭素ユニットに対する補償を行わないとする野

党の公然とした立場は、固定価格期間中における有効年度付きの炭素ユニットに対しては大きな問題とはな

りません。というのも：

 かかる炭素ユニットは同制度の法的義務を果たすために発行される範囲において、それに対する支

払いがされると自動的に償却される、即ち、保有や売買はできないため；および

 かかる炭素ユニットは（JCP のような）産業支援計画の下で発行される範囲において、無償で発行

されるため。

しかし、これは、変動価格期間中に有効年度付きで発行される炭素ユニットには該当しません。購入者がこ

れらのユニット（固定価格期間中の前倒しオークションを含む）を購入する場合、同制度の法律を撤廃し、

かかる購入者にその出費補償を怠ることは、購入者の事業に支障が出ます。炭素価格制度の法律が 2015 年 7

月 1 日の変動価格期間開始後に撤廃されることになったならば、このリスクは飛躍的に上昇します。という

のも、規制対象となる事業者は同制度における自社の義務を満たすために固定価格期間中に炭素ユニットを

購入する必要があり、かかるユニットを償却する前にしばらく保持していることはありえるからです。但し、

野党が次期選挙に勝利すれば、上記のダブル解散総選挙の道がその唯一の選択肢であったとしても、2015 年

7 月 1 日までに同制度の法律を撤廃するには充分な時間があるといえます。

豪州憲法では、連邦政府が強制的に財産を取得する場合の公正な補償の提供が求められていますが、制度が

撤廃されるだけで連邦政府が炭素ユニット（または関係する財産）を取得する訳ではないため、炭素価格制

度の法律撤廃には憲法上の保護は適用されないでしょう。

炭素価格制度の事業への影響につきアドバイスをご希望の場合は、以下のいずれかの者にご連絡ください。

                                                     

脚注

1
政府は、同価格を以って京都議定書クリーン開発メカニズムの下で認証された排出削減ユニットの価格を示しているように見うけられま

す。正確な開始価格上限は、2014 年 5 月 31 日までに規則で設定されます。

2
かかる国際ユニットには、京都議定書クリーン開発メカニズムの下で認証された排出削減ユニット(CER)、京都議定書共同実施取決めの下

での排出削減ユニット(ERU)、土地利用、土地利用変更および林業活動に基づく京都議定書批准国によって発行された削減ユニット、および、

政府が規則により許可することができるその他の国際ユニット（例：ヨーロッパおよびニュージーランド排出権取引計画からのユニット）

が含まれます。但し、一定の質的制限が課され、例えば、林業 CER、原子力 CER/ERU およびトリフルオロメタン(HFC-23)またはアジピン酸工

場からの亜酸化窒素の破壊、または要件を充たしていない大規模水力発電プロジェクトから創出される CER/ERU は、炭素価格制度の下での

償却の対象とはなりません。

3
燃料に適用される消費税および関税の引上げを通して実効炭素価格が課されている場合、同様の取決めが航空燃料に適用されます。

4
オペレーターがその責任を（施設上に財務統制を持つ事業者として）一人のパートナーに譲渡できる可能性がある一方、それは各パート

ナーに応分の責任を譲渡することと同じではありません。

5
上記の記述は一般的な立場を規定するものです。天然ガスの供給材料としての、あるいは LPG、LNG もしくは CNG の製造のための購入者も

また、天然ガス購入用の OTN を提示する資格があります。かかる場合に、OTN 保有者は内在する排出削減義務を名目的に負い（そして天然ガ

スに対する炭素を除いた価格を支払い）ますが、その義務は相殺条項の適用により完全になくなります。

6
ASX ガイダンス・ノート 8(par.93)。

7
会社法 180 条
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