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用語の定義 

気候ボンドイニシアチブ(Climate Bonds): グローバルな低炭素・気候レジリエント経済を実現に向けた大規模投資を推

進する、投資家に重点を置いた非営利団体。Climate Bonds は、危険な気候変動を防ぐために十分なスピード

と規模で投資を促進するよう、投資家、産業、政府の利益を、より良く整合させることを目指す。 

気候ボンド基準(CBS): 投資家と政府のために、気候変動ソリューションの実現に向けて収益を活用するグリーンボン

ドを特定するスクリーニングツール。これには、気候緩和効果や、気候適応またはレジリエンスなどの手段

が考えられる。CBS は、全体的基準(CBS v4.0)と部門別の適格性判断基準という、2 つの部分で構成される。全

体的基準は、投資プロジェクトの性質を問わず、すべての認証ボンドに関する認証プロセスと、発行前およ

び発行後の要件を扱う。部門別判断基準は、特定の部門に属する資産に関する個別的要件を定める。CBS の最

新版は、Climate Bonds のウェブサイトに公開される。 

気候ボンド基準委員会(CBSB): 全体で 34 兆ドルの運用資産残高に相当する独立メンバーによる委員会。CBSB の役割は、

(i) 追加の分野別判断基準の採択などを含む CBS の改訂、(ii) 認定検証者、および (iii) CBS 下でのボンドの認定申

請を承認することである。CBSB は、Climate Bonds ウェブサイトに公表されるガバナンス協定と手続きに沿っ

て構成され、任命され、支援される。 

気候ボンド認証: これにより発行者は、そのボンドに関連して気候ボンド認証マークを使用することが許可される。

気候ボンド認証は、独立 CBSB によりボンドの CBS 準拠が認定された場合に付与される。 

重要な相互依存関係: 資産または活動の範囲およびそれを取り巻くインフラシステムとの相互依存関係。相互依存関

係は、地域のコンテクストに固有であるが、しばしば「資産の垣根の外」に依存する複雑な関係性を通じて、

より広いシステムとも結び付いて連鎖反応的な障害を引き起こし、あるいは間接的にシステムに利益をもた

らすことがある。 

グリーンボンド: グリーンボンドは、環境的なプロジェクトまたは費用に収益が配分される債券である。この用語は、

通常、グリーンとして売り出される債券を指して用いられる。グリーンボンドの収益は、理論上は幅広い環

境的プロジェクトまたは費用に使用できるが、実際には、そのほとんどが気候変動プロジェクトに割り当て

られる。 

水素製造資産およびプロジェクト: 水素製造インフラの取得、設置、管理、運用に関連する資産およびプロジェクト。 

産業ワーキンググループ(IWG): 想定される発行者、検証者、投資家の主要団体からなる、Climate Bonds によって召集

されるグループ。IWG は、TWG によって策定される判断基準草案について、コンサルテーション用の公表に

先立ってフィードバックを与える。 

投資期間: 債券の発行からその満期日までの期間。債券満期期間とも呼ばれる。 

技術ワーキンググループ(TWG): Climate Bonds によって召集される、学界、国際機関、産業界および NGO の主要な専

門家のグループ。TWG は、プロジェクトおよび資産の適格性を判断するための詳細な技術的基準である部門

別判断基準、ならびに債券期間中の適格状態を追跡する指針を策定する。TWG の勧告草案は、産業ワーキン

ググループ (後述を参照) によって召集される金融界の専門家の参加ならびにパブリックコンサルテーション

を通じて改良される。分野別判断基準の最終的承認は、DBSB によって与えられる。 
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1 序論 

1.1 気候ボンド基準 

気候ボンドに対する投資家の需要は強く、質の高い商品の市場投入に伴って増大すると予想される。だが、グリーン

ラベルの信用性に関する投資家の懸念も高まっている。信頼性と透明性を向上させるための基準、保証、認証が不可

欠であり、市場でのさらなる力強い成長は、それによって可能になる。 

今日、気候ボンド基準および認証スキームは、認証気候ボンドの気候環境十全性に関する明確な指標を投資家と仲介

者に提供する、使いやすいスクリーニングツールである。現在、気候環境十全性を備えた事業体にも認証を拡大する

ための提案が協議されている。 

本基準の重要部分の 1 つは、部門別の適格性判断基準である。各々の部門別判断基準によって当該部門の気候変動ベ

ンチマークが設定され、それらを用いて、気候環境十全性を備えた資産および投資プロジェクトが選別され、次第に

多くの事業体も選別される。これにより、気候変動に対する気候緩和や適応とレジリエンスへの寄与を通じて、気候

環境十全性を備えたものだけが認証される。 

本書の部門別判断基準は、Climate Bonds によって召集・運営される TWG と IWG など、多数のステークホルダーの関

与するプロセスを経て策定され、パブリックコンサルテーションの対象とされる。最後に、それらは気候ボンド基準

委員会(CBSB)によってレビューおよび採択される。 

気候ボンド基準(CBS)の第 2 の重要部分は、気候ボンド基準 v4.0 に公開されている全体的 CBS である。これには、分野

別判断基準への適合に加えて、すべての認証気候ボンドが満たさねばならない、収益と報告の要件に関する共通の管

理が規定されている。 

 

1.2 環境面の適用範囲 

現在、認証要件は、以下の事項を対象としている: 

• 気候変動緩和; および 

• 気候適応とレジリエンス; および 

• その他の環境影響 

 

1.3 認証の対象 

以下の部門の適格性判断基準を満たすことを条件として、以下のものが本書の判断条件の下で認定される: 

• 脱炭素施策(レトロフィットなど)の資金を調達する、資金使途特定(UoP)1 債券 –  セクション 3 を参照 

• 水素製造施設(資産および活動)の資金を調達する、資金使途特定(UoP)債券 – セクション 4 を参照 

以下のものが、改訂後の全体的気候ボンド基準 v4.02 に従って認証される: 

• 特定の金融商品とリンクしていない資産(水素製造施設) – セクション 4 を参照 

 

1 本書全体でグリーンローン、レポ取引、資産担保証券などを含む様々な金融商品を簡便に資金使途特定(UoP)と称する。基準 v3.0 の補遺 1 に、認

証可能な金融商品の完全なリストが示されている。 

2 2023 年第 1 四半期に予定。 

https://www.climatebonds.net/files/files/DRAFT-climate-bonds-standard-v4-public-consultation-060922-Final.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/DRAFT-climate-bonds-standard-v4-public-consultation-060922-Final.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/climate-bonds-standard-v3-20191210.pdf
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• 事業体(水素製造会社)およびそれらの事業体によって発行されるサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB) – セ

クション 5 を参照 

以下の判断基準への適合を立証するため、CBS に従い、本書の判断基準の各コンポーネントへの適合を証明する情報

を提供することは、申請者の責任である。検証者は、この情報を検証の範囲に含めなくてはならない。 

証券ポートフォリオが、個別に識別可能な複数のプロジェクト、費用、または資産グループを含んでいる場合、本書

の判断基準は、個別に識別可能なプロジェクトまたは資産グループの各々について満たされていなくてはならない。

申請者は、これらのプロジェクトの境界を定めなくてはならない。これらは地理的な関係やサプライチェーンの関係

に基づいて定めることができる。 

  

注: 気候ボンド基準 v4.0 が最終決定されるまで、資産、事業体、および

SLBの認証は可能にならない。なぜなら、とくに事業体と SLBについ

ては、基準 v4.0 では、以下に述べる水素部門固有の判断基準に加え

て、事業体と SLB の認証で適合する必要がある、部門固有でない新

たな要件が含められるからである。  

詳細については、ここを参照していただきたい。基準 v4.0 は、 

年末までに最終決定される予定である。 

 

1.4 判断基準を支援する文書 

発行者と検証者を支援する情報は、水素判断基準 | 気候ボンドイニシアチブに、以下のように提供されている:  

• 水素背景文書: 判断基準の選定理由の詳細を含む 

• 水素に関する FAQ 

• 水素に関するパブリックコンサルテーションでの意見と回答の要約 

• 気候ボンド基準: 全体的 CBS の要件を含む 

• 気候ボンド基準および認証スキームの冊子: 本書の判断基準を含む、気候ボンド基準および認証スキームの概

要を提供する。 

気候ボンドと気候ボンド基準および認証スキームについて、詳しくは、www.climatebonds.net.を参照していただきた

い。 

 

1.5 判断基準の改訂 

本書の判断基準は、定期的に見直され、その際に TWG は、現時点までに発行された債券を確認し、判断基準の気候

環境十全性を高めるために反映させるべき、改良された方法論とデータの発展、技術や慣行の進歩などを検討する。

その結果、時が経つにつれてより多くの情報の入手に伴い、判断基準は改善されることが予想される。過去のバージ

ョンの判断基準で認証された債券から、遡及的に認証が剥奪されることはない。 

 

https://www.climatebonds.net/climate-bonds-standard-v4
https://www.climatebonds.net/standard/hydrogen
https://www.climatebonds.net/climate-bonds-standard-v3
https://www.climatebonds.net/files/files/2021-09-03_Certification-brochure_Version-2021-09%282%29.pdf
http://www.climatebonds.net/
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2 判断基準の適用範囲 

2.1 適用範囲に含まれる水素サプライチェーン 

水素判断基準は、水素の製造とコンディショニングに関わるプロジェクトと事業体に適用される。下の図は、バリュ

ーチェーンの全体を簡略に描き、水素製造認証の適用範囲に含まれる活動を示したものである3。適用範囲に含まれる

活動は、下の図 1 でオレンジ色の枠に囲まれている。 

 

 

図 1: 水素バリューチェーンと適用範囲に含まれる活動の概略図 

 

2.2 判断基準の対象とならない製造パスウェイ 

• 石炭に基づく製造は、判断基準の適用とならない。 

• 水素製造用の一次発生源からのバイオマスは、判断基準の適用範囲に含まれない4。 

• 原子力に基づく製造は、Climate Bonds によって原子力エネルギー生産の判断基準が策定された後に含められ

る。 

2.3 適用範囲に含まれる GHG 排出 

炭素換算量は、最新の IPCC 第 6 次評価報告書に基づき、すべての GHG を含むものとする。エネルギー値は、低位発

熱量(LHV)を用いる。 

 

3 水素の 輸送、配送、変換および貯蔵のための活動は、開発中の「水素と低炭素ガスの輸送と配送」判断基準の適用範囲に含まれる 

4 廃棄物バイオマスのみが適格とされる。  
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2.4 会計および報告のシステム境界 

Cradle-to-site (ゆりかごからサイトまで)のシステム境界について、ライフサイクル GHG 評価を実施する必要がある。

これは cradle-to-gate (ゆりかごからゲートまで)の排出に、製品利用サイトまでの輸送に係る排出を加えたものである。

すなわち、GHG 会計は、スコープ 1 および 2 の排出と、スコープ 3 の排出の一部を含むものとする。下の図 2 にシス

テム境界を示す。 

 

図 2: GHG 会計のシステム境界 

2.5 他の部門別判断基準との整合性 

複数部門に収益を配分する UoP 債券の認証については、ポートフォリオ全体にわたる、複数の部門別判断基準への適

合の証明が必要になる。例えば、ある UoP 債権が水素事業活動と鉄鋼事業活動の両方の資金を調達する場合、申請者

は、前者に関する水素判定基準への適合と、後者に関する鉄鋼判定基準への適合を証明しなくてはならない。 

SLB と事業体の認証については、SLB または事業体の業績目標が事業体内での複数の活動にまたがっている場合、それ

らすべての活動が適切な部門別判断基準に照らして評価され、全体的な「合格水準」に達している必要がある。これ

について詳しくは、気候ボンド基準 v4.0  パート D セクション 2.3 を参照していただきたい。 

場合によっては、活動、施設またはプロジェクトが、本書の判定基準や他の判断基準に該当するかどうかが、ただち

に判明しないことがある。起こり得るオーバーラップと、使用すべき適切な部門別判断基準を表 1 に示す。 

表 1: 他の部門別判断基準の対象となる資産またはプロジェクト 

想定される UoP 部門別判断基準 

鉄鋼、セメント、およびアンモニア製造での水素の使用 鉄鋼、セメント、基礎化学品の

部門別判断基準 

太陽光、風力、海洋再生可能エネルギー、水素発電およ

び地熱エネルギーを含む再生可能エネルギー生産 

該当するエネルギー部門の判断

基準 

水素製造でのバイオマスの使用 バイオエネルギーの判断基準 

  

水素の製造 

プロセス排出 

漏えい排出 

水素のコンディシ

ョニング 

圧縮と精製に必要と

されるエネルギー 

水素の輸送と配送 

エネルギーに関連す

る排出 

漏えい排出 

水素の最終用途 

燃料 

原料 

熱 

原料の調達 

採掘または採取また

は収穫ならびに加工

および輸送 

水素の貯蔵と変換 

アンモニア 

メタノール 

LOHC 

貯蔵 

水素キャリアの輸

送 

トラック 

船舶 

水素キャリアの最

終用途 

燃料 

原料 

熱 

Cradle-to-site (Cradle-to-gate + 輸送) 

Cradle-to-gate 輸送 

https://www.climatebonds.net/files/files/DRAFT-climate-bonds-standard-v4-public-consultation-060922-Final.pdf
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3 水素製造施設での脱炭素施策の判断基準 

本書の判断基準は、製造施設内の資本投資(脱炭素施策)を対象としている。これは、製造施設内の施策または特定改

善領域に注目していう点で、施設全体のコストをまかなう投資とは異なっている。 

 

3.1 緩和判断基準 

表 2 は、気候緩和能力のために認証に適格とされる脱炭素施策、レトロフィッティングプロジェクト、および活動、

ならびにそれらの投資に固有の適格性判断基準のリストである。これらは、3 つのカテゴリーに分類される:  

• その他の様々な活動と脱炭素施策 

o 水素を製造する装置とコンポーネントの製作 

o 炭素の捕集と貯留 

o 炭素の捕集と利用 

o 電化 

 

• 原料の使用に関するもの 

o バイオマスの使用 

o 厩肥の使用 

o 埋立地ガスの使用 

 

• 電気分解による製造での電力源に関するもの 

o 再生可能エネルギーの使用 

o 電力系統の使用 
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表 2: 適格な脱炭素施策、レトロフィッティング活動、およびプロジェクトの緩和判断基準 

領域 活動 緩和判断基準 

その他 

低炭素の水素を製造する装

置とコンポーネントの製作 

電気分解装置、水素発生装置、圧

縮装置など 

装置とコンポーネントは、表 4 の炭素強度ベンチマークを満たす、低炭素の水素の製造のみに使用され

なくてはならない。 

製造者は、低炭素の水素製造の最終用途を立証しなくてはならない。 

炭素の捕集と貯留 水素製造、輸送、および貯留によ

る排出の CO2 捕集に関連したイン

フラ 

• プロセスとエネルギー排出ストリームからの最小捕集率は 90%であること5。 

• 発行者は 以下の情報を含む定量的な実績報告書を CCS 事業部に提出しなくてはならない6: 

o 予定捕集能力、最大捕集能力、年間 CO2 捕集量、年間 CO2 輸送量、年間 CO2 貯留量7。 

• 発行者は、サイトおよび川上でのメタン漏えいの MRV (測定・報告・検証)および緩和施策を立証し

なくてはならない8 。 

• CO2 が以下の判断基準に沿って適切に輸送および貯留されたことを立証する証拠9がある:  

輸送10  

1. 捕集が行われる場所から圧入地点までの CO2 の輸送は、輸送される CO2 の質量の 0.5%を超える CO2

漏えいを引き起こさない。 

2. 適切な漏えい検知システムが設置され、モニタリング計画が実施され、報告書が独立の第三者によ

って検証されている。 

 

 

 

5 最小捕集率は、CCS または CCU インフラへの特定の投資についてのみ立証されなくてはならない。施設が表 4 の炭素強度ベンチマークを満たしているなら、施設全体の認証は、この要件を満たす必要がない。 

6 CCS 実績報告書は、独立の機関によって検証されなくてはならない。 

7 Zhang et al, 2021.  https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.estlett.2c00296 

8 追加の指針が、以下の報告書に示されている。Best Practice Guidance for Effective Methane Management in the Oil and Gas Sector.  Monitoring, Reporting and Verification (MRV) and Mitigation.  United Nations Economic 

Commission for Europe.  2019 
https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__Monitoring__Reporting_and_Verification__MRV__and_Mitigation-
_FINAL__with_covers_.pdf 

9 発行者から直接、または第三者との契約書を通じて。 

10 委員会委任規則 (EU) 2021/2139 付属書 1 に記載された、気候変動緩和に実質的に貢献するものとして認定するための技術的スクリーニング判断基準「CO2の輸送」による。 

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.estlett.2c00296
https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__Monitoring__Reporting_and_Verification__MRV__and_Mitigation-_FINAL__with_covers_.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__Monitoring__Reporting_and_Verification__MRV__and_Mitigation-_FINAL__with_covers_.pdf
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領域 活動 緩和判断基準 

貯留11 

1. CO2 貯留サイトとして適した地質構造であるかどうかを確かめるために、候補となる貯留施設およ

び周辺地域の特性調査と評価、または探査12が実施される。 

2. CO2 地下地層貯留サイトの運用のために、閉鎖および閉鎖後の義務を含めて、以下のことが実施さ

れる:  

a) 運用中の漏えいを防止するために、適切な漏えい検知システムが設置される;  

b) 圧入施設、貯留施設、および該当する場合には周辺環境についてモニタリング計画が実施さ

れ、定期的報告書が適切な国家機関によって点検される。 

3. 貯留サイトの探査と運用の活動は、CO2 地層貯留に関する ISO 27914:201722513 に準拠している。 

さらに、以下の認証スキームの使用が推奨される: 

U.S.  EPA Class VI 坑井認証(貯留層の特性調査を含む)。14 

ISO 27914:2017「二酸化炭素捕集、輸送、および地層貯留 – 地層貯留」への適合を検証する DNV GL

認証枠組。 

炭素の捕集と利用 水素製造からの CO2 排出の捕集、

輸送、および利用に関連するイン

フラ。 

• プロセスとエネルギー排出ストリームからの最小捕集率は 90%であること15。 

• 発行者は、以下の情報を含む定量的な実績報告書を CSS 事業部に提出しなくてはならない16: 

o 予定捕集能力、最大捕集能力、年間 CO2 捕集量、年間 CO2 輸送量、年間 CO2 利用量。 

• 発行者は、サイトおよび川上でのメタン漏えいの MRV (測定・報告・検証)および緩和施策を立証し

なくてはならない17。   

• CO2 が以下の判断基準に沿って適切に輸送されたことを立証する証拠18がある:  

 

11 委員会委任規則 (EU) 2021/2139 付属書 1 に記載された、気候変動緩和に実質的に貢献するものとして認定するための技術的スクリーニング判断基準「CO2の地下永久地層貯留」による。 

12 「探査」とは、候補となる貯留施設の地層に関する地質学的情報を得るため、地下へのドリリングを実施することや、必要に応じて圧入試験を実施することにより、CO2 の地層貯留を目的として、候補となる貯留

施設を評価することを言う。 

13 ISO 基準 27914:2017、二酸化炭素の捕集、輸送および地層貯留 — 地層貯留([採択日]のバージョン): www.iso.org/standard/64148.html)。 

14 www.epa.gov/uic/class-vi-wells-used-geologic-sequestration-co2 

15 最小捕集率は、CCS または CCU インフラへの特定の投資についてのみ立証されなくてはならない。施設が表 4 の炭素強度ベンチマークを満たしているなら、施設全体の認証は、この要件を満たす必要がない。 

16 CCS 実績報告書は、独立の機関によって検証されなくてはならない。 

17 www.dnv.com/news/dnv-gl-launches-certification-framework-and-recommended-practice-for-carbon-capture-and-storage-ccs--108096 モニタリングの代替手段は、衛星またはドローンによる測定を含む。追加の指針が、以

下の報告書に示されている。Best Practice Guidance for Effective Methane Management in the Oil and Gas Sector.  Monitoring, Reporting and Verification (MRV) and Mitigation.  United Nations Economic Commission for Europe.  2019 

https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__Monitoring__Reporting_and_Verification__MRV__and_Mitigation-
_FINAL__with_covers_.pdf  

18 発行者から直接、または第三者との契約書を通じて。 

http://www.iso.org/standard/64148.html
http://www.epa.gov/uic/class-vi-wells-used-geologic-sequestration-co2
http://www.dnv.com/news/dnv-gl-launches-certification-framework-and-recommended-practice-for-carbon-capture-and-storage-ccs--108096
https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__Monitoring__Reporting_and_Verification__MRV__and_Mitigation-_FINAL__with_covers_.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__Monitoring__Reporting_and_Verification__MRV__and_Mitigation-_FINAL__with_covers_.pdf
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領域 活動 緩和判断基準 

 

輸送19  

• 捕集が行われる場所から圧入地点までの CO2 の輸送は、輸送される CO2 の質量の 0.5%を超える CO2

漏えいを引き起こさない。 

• 適切な漏えい検知システムが適用され、モニタリング計画が実施され、報告書が独立の第三者によ

って検証されている。 

利用 

• 炭素は、耐久性のある製品の製造に使用されなくてはならない(例えば建物内に保管される建築材

料、または最終処分方法として焼却されないリサイクル可能製品)。 

•  CO2 は、使用時にただちに CO2 を排出する製品に使用されてはならない(尿素、炭酸飲料、燃料な

ど)。 

• CO2 は、原油増進回収や、他の形の化石エネルギー源の生産に用いられない。 

プロセスの電化 プロセスの電化に必要な装置およ

び他のインフラの改修、改変およ

び取得 

自動的に適格とされる 

原料の使用に関するもの 

原料としてのバイオマスの

使用 

バイオマスを使用して水素を製造

するためのインフラ 

バイオマスを使用する施設の刷新

とレトロフィッティング 

バイオマスを使用して水素を製造

する装置の取得 

使用するバイオマスは、Climate Bonds バイオエネルギー判断基準20に述べられた、該当する判断基準に

適合している。 

二次的な有機物ストリームのみが適格とされる。木材や他の専用作物は適格とされない。 

原料としての埋立地ガスの

使用 

埋立地ガスを使用して水素を製造

するためのインフラ 

発行者は、サイトおよび川上でのメタン漏えいの MRV (測定・報告・検証)および緩和施策を立証しなく

てはならない21。 

 

19 委員会委任規則 (EU) 2021/2139 付属書 1 に記載された、気候変動緩和に実質的に貢献するものとして認定するための技術的スクリーニング判断基準「CO2の輸送」による 

20 2021 年 3 月のバイオエネルギー判断基準文書(climatebonds.net) 

21 モニタリングの代替手段は、衛星またはドローンによる測定を含む。追加の指針が、以下の報告書に示されている。 Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__ 

Monitoring__Reporting_and_Verification__MRV__and_Mitigation-_FINAL__with_covers_.pdf (unece.org) 

https://www.climatebonds.net/files/files/standards/Bioenergy/Bioenergy%20Criteria%20Document%20Mar%202021.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__Monitoring__Reporting_and_Verification__MRV__and_Mitigation-_FINAL__with_covers_.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__Monitoring__Reporting_and_Verification__MRV__and_Mitigation-_FINAL__with_covers_.pdf
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領域 活動 緩和判断基準 

原料として埋立地ガスを使用する

施設の刷新およびレトロフィッテ

ィング 

原料として埋立地ガスを使用して

水素を製造する装置の取得 

 

埋立地ガスは、Climate Bond の埋立地ガス回収用廃棄物管理判断基準22に適合している。 

厩肥バイオメタンの使用 厩肥バイオメタンを使用して水素

を製造するためのインフラ 

厩肥バイオメタンを使用する施設

の刷新とレトロフィッティング 

厩肥バイオメタンを使用して水素

を製造する装置の取得 

発行者は、メタン漏えいの MRV (測定・報告・検証)および緩和施策を立証しなくてはならない。 

 

厩肥バイオメタンは、Climate Bond の堆肥用廃棄物管理判断基準23に適合している。 

 

電力源に関するもの 

風力、太陽光、水力、地熱

エネルギーに基づく電力の

使用 

再生可能エネルギー源を使用して

水素を製造するためのインフラ 

再生可能エネルギー源を使用する

施設の刷新とレトロフィッティン

グ 

再生可能エネルギー源を使用して

水素を製造する装置の取得 

サイトで生産される再生可能エネルギーは、該当するエネルギー源に関する最新の Climate Bond 判断基

準24 25 26 27に適合しなくてはならない。 

発行者は、追加的な再生可能電力のみの使用を立証しなくてはならない。それを行うため、発行者は、

以下のいずれかを実施することができる: 

a) 再生可能資源に基づく28 専属の発電、または 

b) 電気分解装置と新規の再生可能発電容量との経済的関係を証明する電力購入契約; または 

c) 活用されなければ削減されたであろう再生可能電力の余剰量。 

さらに、追加の再生可能発電と電気分解装置の電力消費との時間的および地理的相関が、立証されなく

てはならない。詳細については Box 1 を参照。 

 

22 Climate Bonds 廃棄物管理判断基準 (climatebonds.net) 

23 Climate Bonds 廃棄物管理判断基準 (climatebonds.net) 

24 地熱 www.climatebonds.net/standard/geothermal 

25 水力発電 www.climatebonds.net/standard/hydropower 

26 太陽光エネルギー www.climatebonds.net/standard/solar 

27 風力エネルギー www.climatebonds.net/standard/wind 

28 風力、太陽光、小規模水力発電など、再生可能資源から生産されるエネルギー 

https://www.climatebonds.net/files/files/standards/Waste%20Management/Crit%20Waste%20Management%20Criteria.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/standards/Waste%20Management/Crit%20Waste%20Management%20Criteria.pdf
http://www.climatebonds.net/standard/geothermal
http://www.climatebonds.net/standard/hydropower
http://www.climatebonds.net/standard/solar
http://www.climatebonds.net/standard/wind
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領域 活動 緩和判断基準 

低炭素電力の使用 電力系統からの電力を使用して水

素を製造するためのインフラ。 

 

電力系統の炭素強度は、製造プロセスが表 4 に示す総炭素強度のベンチマークに適合することを保証し

なくてはならない。 

 

 

 

 

 

Box 1: 追加の要件の立証に関する注記 

a) 電気分解装置と新規の再生可能発電容量との経済的関係を立証する電力購入契約: 発行者は、再生可能発電プラントが電気分解装置の設置と同時またはそれ以後に運

転を開始したことを示さなくてはならない。総電力消費は、新規の再生可能発電プラントによって供給される電力より高くてはならない。生産者は、電気分解装置

の総電力需要を満たすため、複数の PPA を用いることができる。 

b) 活用されなければ削減されたであろう再生可能電力の余剰量: 再生可能発電が高く排出係数が低い期間に重点を置いたフレキシブルな水素製造プロジェクト。発行者

は、1 年のうち余剰が発生する時間にのみ、既存の再生可能プラントからの再生可能エネルギーが電気分解装置で使用されることを立証しなくてはならない。 

c) 時間的相関: 発行者は、電力の生産と使用が月単位で同時に行われることを、遠隔測定技術によって立証しなくてはならない。ローカルで貯蔵された再生可能電力も

使用することができる。 

d) 地理的相関: 発行者は、再生可能発電プラントから電力消費サイトまで、電力を輸送する物理的能力を立証しなくてはならない。電力は、送電輻輳地帯を通過しては

ならない1。 
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3.2 適応とレジリエンスの判断基準 

 

本セクションでは、脱炭素施策に関する適格性判断基準のうち「適応とレジリエンス」(A&R)の部分について述べる。

適合性を立証するため、すべての施策は、下記表 3 に述べるチェックリストの要件を満たさなくてはならない。 

このチェックリストは、資産の運用と建設において環境への悪影響が最小限に抑えられ、資産が気候変動に対する適

切な適応性とレジリエンスを備えるとともに、該当する場合、関連システムにおける他のステークホルダーの適応と

レジリエンスを助けるものとなるよう、申請者が施策の設計、計画および退役の各段階において、十分なプロセスと

計画を実施したことを検証するツールである。 

チェックリストのすべての要素を検討する必要があり、債券にリンクした特定の施策に関して、これらの要件が満た

されたこと、あるいは該当しないことを示す、適切な証拠が提出されなくてはならない。申請者からの証拠は、例え

ば国および地方の免許・認可手続きを満たすために必要とされる報告書など、広い範囲の評価と報告書および関連す

るデータを含むことが期待される。これには、開発合意書、準拠する計画規則、環境影響評価、脆弱性評価、関連す

る適応計画などが含まれることがある。 

検証者に必要な情報を提出することは、申請者の責任である。検証者は、この情報を検証の対象範囲に含めなければ

ならない。 

採点表の各々の設問に対して:  

• 「Yes」は、十分な証拠が得られたことを示す。 

• 「No」は、証拠が不十分であることを示す。 

• 「n/a」の場合は、設問に該当しない理由を述べる。 

 

 

表 3 水素製造施設での脱炭素施策に関する適応とレジリエンスのチェックリスト 

番号  
水素製造施設での脱炭素施策に関する 

適応とレジリエンスのチェックリスト 

証拠あり 総合評価 

検証者記入欄 

1. セクション 1: 明確な境界、ならびに施策とそれを運用するシステムの間の重要な相互依存関係が特定されてい

る。 

1.1  施策の境界が以下を用いて規定されている:  

1. 債券収益の使用に関連するすべての資産および活動のリスト、 

2. それらの所在地の地図、ならびに 

3. 活動、資産またはプロジェクトの予想運用期間の特定。 

    

1.2  施策とそれを運用するシステムの間の重要な相互依存関係が特定されてい

る。これらの相互依存関係の特定では、例えば以下によって生じる悪影響の

可能性を考慮しなくてはならない:  

1. 施策と付近の洪水地帯との関係;  

2. 施策と周囲の水域および水路との関係;  

3. 生物多様性または保護価値の高い29生息場所の縮小;  

4. 大気質に影響を及ぼす粉塵などの粒子状物質;  

5. 付近の弱者集団30からの土地または経済的資産の収用;   

    

 

29 www.hcvnetwork.org による保護価値の高い(HCV)生息場所の判断基準 

30 IFC 実績基準による 

http://www.hcvnetwork.org/
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番号  
水素製造施設での脱炭素施策に関する 

適応とレジリエンスのチェックリスト 

証拠あり 総合評価 

検証者記入欄 

2. セクション 2: 明確な境界、ならびに施策とそれを運用するシステムの間の重要な相互依存関係が特定されてい

る。 

2.1 主要な物理的気候リスクとこれらのリスクの指標が、以下の指針に沿って特

定されている:  

• (a)幅広い気候ハザード、および(b)現状の地域のコンテクストにおけるリ

スクに関する情報に基づいてリスクが特定されている。これには、洪水地

帯など、過去に特定された重要なハザード地帯に関する情報も含まれる。 

気候変動の不確実性にもかかわらず施策が頑強かつフレキシブルであること

を確証するため、気候リスクの評価検討では、水素製造プラントと関連イン

フラなど、産業施設とインフラにとって最も重要なものを対象に含めること

が不可欠である。リスク評価では、以下のような気候変動の物理的特性を検

討する必要がある: 

• 気温上昇 

o 高温は、ある種の装置の運用と効率に影響を及ぼす可能性があ

る。 

• 激しい降水事象の増加 

o 豪雨は、雨による突発洪水を引き起こし、産業資産に重大な影響

を及ぼす可能性がある。 

o 干ばつは、気温上昇とともに水の入手性を変化または低下させる

可能性がある。 

• 雲量、風速の変化または最高最低気温の上昇 

o 電力と熱エネルギーの両方の信頼供給にリスクをもたらす。   

• 海面上昇 

o 高潮のリスクにさらされる海岸部のインフラと資産が、冠水する

可能性がある。 

• 土壌浸食の増加 

o 原材料の入手性へのリスク。 

o サプライチェーンの輸送ルートへのリスク。 

 

リスク評価実施指針:  

• 利用者は、最悪のケースでのシナリオを検討するため、代表的濃縮パスウ

ェイ(RCP) 4.5 および 8.5、またはそれと同等・類似のものに基づく気候シ

ナリオを適用するべきである。 

• リスク評価では、地域のコンテクストの中で固有のシステム脆弱性を検討

する、トップダウン法とボトムアップ法の両方を用いるべきである。 

• 気候シナリオを作成するためには、幅広いモデルが利用できる。 

• リスク評価では、TCFD の「気候関連リスクおよび機会の開示におけるシ

ナリオ分析の活用」が推奨される。 
 

    

3. セクション 3: 施策は運用期間中の気候変動条件に適している。 

3.1  装置は、本チェックリストの項目 2で特定された、幅広い気候ハザードに耐え

られなくてはならず、不適応を引き起こし得る状態に固定されてはならな

い。 

    

3.2.   リスク軽減措置または戦略は、幅広い気候ハザードに耐えられなくてはなら

ず、不適応を引き起こし得る状態に固定されてはならない。 
    

4. セクション 4: 施策は、それを運用する所定のシステムの気候レジリエンスに害を及ぼさない。これは、本チェ

ックリストの項目 1 で特定された境界および当該システムとの重要な相互依存関係によって示される。 
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番号  
水素製造施設での脱炭素施策に関する 

適応とレジリエンスのチェックリスト 

証拠あり 総合評価 

検証者記入欄 

4.1 投資期間中の入手可能な最善の証拠の原則に基づき、本チェックリストの項

目 1 で定める境界および重要な相互依存関係を考慮に入れ、装置自体は、それ

が設置されるシステムや、他の自然、社会、または経済的資産に著しいリス

クをもたらさない。 

害とは、以下のいずれかの事項に対する有害影響である:  

1. 地域の水域および水路への有害影響;  

2. 粉塵などの汚染物質による大気汚染;  

3. 施策と付近の洪水地域との関係;  

4. 生物多様性または保護価値の高い31生息場所の縮小;  

5. 付近の弱者集団からの土地または経済的資産の収用32。 

    

 

  

 

31 HCV Network による保護価値の高い(HCV) 生息場所の判断基準 

32 IFC 実績基準による 

https://www.hcvnetwork.org/
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4 水素製造施設の判断基準 

認証のためには、施設は以下を満たさなくてはならない: 

• 水素製造における緩和の判断基準(セクション 4.1 を参照); および 

• 適応とレジリエンスの判断基準(セクション 4.2 を参照); および 

• 横断的緩和の判断基準(セクション 6 を参照)  

 

4.1 水素緩和判断基準: 炭素強度閾値 

• 水素製造は、債券の期間にわたり、特定の炭素強度閾値を満たさなくてはならない。これらの閾値を表 4 に

示す。 

• 表 4 に示すいずれかの排出強度閾値に適合することを立証するため、発行者は、下記 Box 2 に述べるライフサ

イクル評価を実行しなくてはならない。 

 

表 4: 水素に関する炭素強度閾値 

資産の種類 
判断基準 

2022 2030 2040 2050 

水素製造 3 kgCO2e/kgH2 1.5 kgCO2e/kgH2 0.6 kgCO2e/kgH2 0 kgCO2e/kgH2 
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Box 2: ライフサイクル評価(LCA)の方法論に関する注記 

a) ライフサイクル評価は、ISO 基準33 (ライフサイクル評価に関する ISO 14040, ISO 14044、および製品のカー

ボンフットプリントに関する ISO 14067 for product carbon footprint)の最新の排出量に従って実施する。EU

域内にある資産については、勧告 2013/179/EU が許容される。結果は、独立の第三者によって検証され

なくてはならない。 

b) GHG 排出は、純度を 99.9%(体積)、補正係数を用いたゲージ圧を少なくとも 3 MPa として推定する。3 

MPa より高い圧力については、追加のエネルギー圧縮排出も含める必要がある。 

c) メタンの 100 年間の地球温暖化係数(GWP100)に含まれる方法論係数は、3034とする。 

d) GHG 排出会計: 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3 + 𝐸4 + 𝐸5 − 𝐸6 + 𝐸7 + 𝐸8 

 

E total: 総排出量 

E1: 川上の原料に関連した排出(調達35、加工、輸送および貯蔵を含む) 

E2: 川上のエネルギーに関連した排出(調達、加工、輸送および貯蔵を含む) 

E3: 漏えい排出(水素の排出を含む) 

E4: プロセス排出 

E5: エネルギーの消費と漏えいに関連した CCS 排出 

E6: 捕集された炭素排出 

E7: 圧縮と精製での排出(水素の圧縮と精製に必要とされるエネルギー) 

E8: 水素を使用するサイトへの輸送での排出(エネルギーと電力に関連した排出、および輸送中の漏えい排

出)36 

 

製造までの種々の製造パスウェイのための追加指針37 

水素経済のための国際パートナーシップ[国際水素・燃料電池パートナーシップ] (IPHE)の方法論ワーキングペ

ーパーには、製造までの以下の製造パスウェイに関する GHG 会計の計算方法に関する指針が含まれている38: 

• 水蒸気メタン改質と CCS の組み合わせ: IPHE 作業文書の補遺 P1 

• 原料としてのバイオマスの使用と CCS の組み合わせ: IPHE 作業文書の補遺 P5 

• 厩肥に基づく製造: P5.4 生物消化 

• 埋立地ガスに基づく製造: P5.4 生物消化 

• 二次的発生源からのバイオマス: P.5.5 バイオマスのガス化 

• IPHE 作業文書には、バイオマスに基づく製造の排出源と分配に関する指針も記載されている: 

o バイオマス水素ルート/CCS での排出源: 補遺 P.5.6 

o バイオマス/CCS パスウェイの配分: 補遺 P.5.7 

 

 

  

 

33 ISO 基準 available at: www.iso.org/standard/38498.html; www.iso.org/standard/37456.html 

34 第 6 回評価報告書 — IPCC 

35 原料に応じて、採掘、栽培、または採取 

36 輸送インフラでの排出は含まれない 

37 IPHE の方法論では、数カ月以内に輸送排出会計のガイドラインが策定される。 

38 www.iphe.net/_files/ugd/45185a_6159cefcd88f4d9283ab0e60f4802cb4.pdf 

http://www.iso.org/standard/38498.html
http://www.iso.org/standard/37456.html
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
http://www.iphe.net/_files/ugd/45185a_6159cefcd88f4d9283ab0e60f4802cb4.pdf
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Box 3: 排出強度閾値を満たすための方法論に関する注記 

UoP 債券を発行する申請者  

申請者は、以下のいずれかを行うことができる:  

• 施設レベルで認証期間全体にわたる平均排出強度閾値を計算し、認証の時点で施設がその平均閾値

を満たすことを立証する; または 

• 認証の時点で閾値を満たし、認証期間全体にわたり、認定検証者による 3 回の年次評価を約束す

る。3回の年次評価では毎回、その時点で有効な、新たな低い排出強度閾値が満たされていることを

検証する。3回の年次検証のいずれかで、施設がその時点で有効な排出強度閾値を満たしていなけれ

ば、認証は撤回される; または 

• 認証の時点とその後、債券期間の半分の時点、および債券認証満了の 1 年前に閾値を満たしてい

る。いずれかの検証で施設がその時点で有効な排出強度閾値を満たしていなければ、認証は撤回さ

れる。 

表 4.  に示す日付の間の期間と閾値について、直線的な軌跡を仮定する。 

複数の製造施設を評価する場合、これは施設ごとに実施する。すなわち、資産のポートフォリオ全体にわた

る平均は用いない。 

 

例:  

オプション a. 適合 

水素製造のための 2030 年から 10 年間の債券は、発行時点でのプラントの排出強度が、2030 年か

ら 2040 年までのプラントパスウェイの平均排出強度を満たすことを立証できる:  

• 2030 年の閾値 = 1.5  

• 2040 年の閾値 = 0.6  

• (1.5 + 0.6) / 2 = 1.06 t CO2/t hydrogen 

• 施設の 2030 年の排出強度は、すでに 1t CO2/t hydrogen である。これは必要な平均閾値(1.06 t CO2/t 

hydrogen)より低く、施設は判断基準を満たしている。排出強度閾値を満たすために、これ以上の検

証は不要である。 

 

オプション b. 適合 

• 2035 年から 10 年間の債券は、年次報告書で 2035、2038、および 2041 年の閾値への適合を示さなく

てはならない。 

• 検証では 3 年ごとに、これらの閾値が満たされたことが立証されなくてはならない。 

 

オプション c. 適合 

• 2030 年から 10 年間の債券は、年次報告書で 2030、2035、および 2039 年の閾値への適合を示さなく

てはならない。 

• 検証では毎回の評価において、これらの閾値が満たされたことが立証されなくてはならない。 

 

表 4に示すいずれかの排出強度閾値への適合を立証するため、発行者は、上記 Box 2 に述べた GHG 排出評価

を実施しなくてはならない。 

 

水素施設(金融商品とリンクしないもの)の認証を求める申請者 

施設は、認証の時点で施設レベルのパスウェイ閾値を満たさなくてはならない39。 

  

 

39 これは 1 時点での認証であるため、それ以降、パスウェイを満たし続ける必要はない。 
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4.2 水素製造施設での適応とレジリエンスの判断基準 

4.2.1 適応とレジリエンスのチェックリスト 

本セクションでは、水素製造施設に関する適格性判断基準のうち「適応とレジリエンス」(A&R)の部分について述べ

る。適合性を立証するため、すべての施設は、下記 表 5 に述べるチェックリストの要件を満たさなくてはならない。 

これらのチェックリストは、施設の運用と建設において環境への悪影響が最小限に抑えられ、施設が気候変動に対す

る適切な適応性とレジリエンスを備えるとともに、該当する場合、関連システムにおける他のステークホルダーの適

応とレジリエンスを助けるものとなるよう、申請者が施設の設計、計画および退役の各段階において、十分なプロセ

スと計画を実施したことを検証するツールである。 

チェックリストのすべての要素を検討する必要があり、認証にリンクした特定の施設に関して、これらの要件が満た

されたこと、あるいは該当しないことを示す、適切な証拠が提出されなくてはならない。申請者からの証拠は、例え

ば国および地方の免許・認可手続きを満たすために必要とされる報告書など、広い範囲の評価と報告書および関連す

るデータを含むことが期待される。これには、開発合意書、準拠する計画規則、環境影響評価、脆弱性評価、関連す

る適応計画などが含まれることがある。 

検証者に必要な情報を提出することは、申請者の責任である。検証者は、この情報を検証の対象範囲に含めなければ

ならない。 

採点表の各々の設問に対して:  

• 「Yes」は、十分な証拠が得られたことを示す。 

• 「No」は、証拠が不十分であることを示す。 

• 「n/a」の場合は、設問に該当しない理由を述べる。 

 

表 5: 水素製造施設での適応とレジリエンスの判断基準 

番号  
水素製造施設での 

適応とレジリエンスの判断基準 

証拠あり 総合評価 

検証者記入欄 

1. セクション 1: 明確な境界、ならびに製造施設とそれを運用するシステムの間の重要な相互依存関係が特定され

ている。 

1.1  インフラの境界が以下を用いて規定されている:  

1. 債券収益の使用に関連するすべての資産および活動のリスト、 

2. それらの所在地の地図、ならびに 

3. 活動、資産またはプロジェクトの予想運用期間。 

    

1.2  インフラとそれを運用するシステムの間の重要な相互依存関係が特定されてい

る。これらの相互依存関係の特定では、例えば以下によって生じる悪影響の可

能性を考慮しなくてはならない:  

1. 供給の停止または中断が、供給を受ける電力利用者または住民に及ぼす影

響;  

2. 山火事の悪化;  

3. 資産／活動と周囲の水域および水路との関係;  

4. 資産／プロジェクトとプラント周辺の住宅地との関係;  

5. 暴風で倒壊するリスクのある境界付近の構造物による、近隣不動産の損害

または価値低下;  

6. 極端な悪天候のため化学施設によって引き起こされる汚染(例えば極端な悪

天候時の安全システムの故障による有毒物質の放出)による、近隣不動産の

価値低下;  
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番号  
水素製造施設での 

適応とレジリエンスの判断基準 

証拠あり 総合評価 

検証者記入欄 

7. 生物多様性または保護価値の高い40生息場所の縮小;  

8. 資産／プロジェクトと付近の洪水地帯との関係;  

9. 大気質に影響を及ぼす火災および事業活動;  

10. 付近の弱者集団41からの土地または経済的資産の収用;  

2. セクション 2: 運用期間中に製造施設が被災する可能性のある、主要な物理的気候ハザードを特定するための評

価が実施された 

2.1  主要な物理的気候リスクとこれらのリスクの指標が、以下に基づいて特定され

ている: 

a) 幅広い気候リスク、および 

b) 現状の地域のコンテクストにおけるリスクに関する情報。これには、洪水

地帯など、過去に特定された重要なハザード地帯に関する情報も含まれ

る。気候変動の不確実性にもかかわらず資産と活動が頑強かつフレキシブ

ルであることを確証するため、気候リスクの評価検討では、水素製造にと

って最も重要なものを対象に含めることが不可欠である。  

• 現時点で施設が直面しているリスクはよく理解されているか? 5 年後

にはどうか? 10 年後には?  

• リスクは明確化され、詳しく把握されているか?  

• 有害物質42のリスク地域は特定されているか?  

• 有毒、可燃性、揮発性および反応性物質43 44を特定するためのハザー

ド評価は実施されたか?  

• 規制物質のリスト45に含まれる化学品に関するリスク管理計画(RMP)は

実施されたか?  

• 事故管理計画は施行されているか?  

• リスクの大きさに応じてタイムホライズンが設定されている。高リス

クの場所では短期間(5 年ごと)。低リスクの場所では長期間(10 年ご

と)。リスクの程度を評価するツールと参考指針については、背景文

書の セクション 5.3 を参照。 

• 特定地点の気候変動性を正確に評価することが不可能な場合は、最悪

のケースのシナリオを用いる。 

 

リスク評価を実行するために選択的に用いられる指針は、背景文書のセクショ
ン 5.3 に記載されている。 

リスク評価では、以下のセクション (2.2-2.9)46に述べる、起こり得る影響を考慮

しなくてはならない: 

    

2.2  気温上昇と熱波 

1. 起こり得る気温上昇は、プラント、配管および付属物の膨張と応力を引き

起こす可能性がある。 

2. サイトからの粉塵の放出が増加する可能性がある。 

3. サイトからの臭気が増加する可能性がある。 

4. サイトからの漏えいや拡散排出の増加。 

    

 

40 www.hcvnetwork.org による保存価値の高い(HCV)生息場所 

41 IFC 実績基準による 

42 有害物質は、爆発物、引火性物質、可燃物、腐食性物質、酸化性物質、毒物、感染性物質、または放射性物質を含む(連邦緊急事態管理局)  

43 UCLID (国際統一化学物質情報データベース)ソフトウェアは、化学物質の特性と有害性に関する情報源として推奨される。 

44 www.openaccessgovernment.org/climate-toxicology-human-health/68647 

45 EPA - リスク管理計画規則 (www.epa.gov/rmp/risk-management-program-rmp-rule-overview)  

46 英国化学工業協会, 2021.  気候変動における化学ビジネスの保護。気候変動適応計画を作成する方法 

http://www.hcvnetwork.org/
http://www.openaccessgovernment.org/climate-toxicology-human-health/68647/
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番号  
水素製造施設での 

適応とレジリエンスの判断基準 

証拠あり 総合評価 

検証者記入欄 

5. 汚染の増加 

6. 冷却用水消費量の増加。 

7. サイト周辺での冷却水の汲み上げの増加によるエネルギー消費の増加  

8. 不十分な冷却。その結果、処理量の低下やプロセスの停止が必要になる可

能性がある 

9. 揮発性の化学品が輸送中に温度範囲を超過する可能性がある 

2.3  極端な寒気 

1. トレースヒーターシステムの不具合 

a) 冷水が凍結し、閉塞を引き起こす – とくに、露出した場所にある長

い配管や貯水槽。 

b) プロセス障害 

2. 配管破裂。以下のものに影響を及ぼす:  

3. ボイラーの復水、プロセス水、冷却水、廃液システム。さらにこれらによ

ってプロセスが中断することがある。 

4. 苛性ソーダシステムの凝固による pH 制御の不具合(例えば廃液処理) 

5. 触媒プロセスが影響を受け、性能が低下する 

6. 冷却材ライン、装置、および化学反応容器の凍結により、反応温度と圧力

が上昇する 

7. 施設内の道路が凍結し、スタッフや緊急車両の通行が妨げられる。 

8. 消防用の水の不足 

9. 長期にわたる積雪荷重によるサイトのインフラの損傷。 

    

2.4  日常的な豪雨 

1. 洪水によってサイトの地表水や突発洪水が増える 

2. サイトの冠水によって入場 ・退出が困難になる。 

3. 保管された物質が水と反応したり汚染されたりする 

4. 制御されない化学反応が、例えば停電とバックアップ設備の不足による冷

却システムの停止によって起こる 

5. 常圧の吐出圧力で作動する緊急排出システムが、静水頭による影響を受け

る。 

6. 高温の材料を扱うプロセス装置が、熱応力による影響を受ける 

    

2.5  季節的な降雨の増加  

1. 地表流や地下水氾濫。 

2. 前述のような洪水とそれに伴う影響。 

    

2.6  海面上昇  

海岸に近い場所にあるサイトは、以下のものが増加する可能性がある:  

1. 前述のような洪水とそれに伴う影響のリスク 

2. 海水飛散の増加による腐食 

3. 頻繁な塩水曝露による資産の耐用年数の短縮 

    

2.7  気候の乾燥化  

1. 粉塵抑制と清掃のために水道水の使用や水道水への依存が増える可能性。   

2. サイトからの粉塵排出が増える可能性。 

    

2.8  河川流量の低下  

1. 廃液の流入する水路で希釈が不十分になり、汚染が増加する     

2.9 山火事  

1. 建物、プロセス装置および産業インフラの重大な被害 
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番号  
水素製造施設での 

適応とレジリエンスの判断基準 

証拠あり 総合評価 

検証者記入欄 

2. 有毒汚染物質の放出 

3. 低い引火点を持つ揮発性有機溶剤が火災のリスクを高めることがある 

4. 爆発 

5. 石油とガスのパイプライン、燃料貯蔵施設、可燃性液体の浮き屋根式屋外貯蔵タン

クは、火災を拡大させる可能性がある 

6. サプライチェーンの途絶 

3. セクション 3:  これらのリスクに対処するために、すでに実施され、または今後実施される施策は、製造プラ

ントが運用期間中の気候変動条件に適していると言えるレベルまで、リスクを緩和するように特定され、未実

施であれば計画されている。 

3.1  以下は、債券発行者が考慮すべき、または規則(例えば規範と基準)の一環とし

て採用されるべきリスク管理活動47の例である。このリストは網羅的ではな

く、発行者は、リスク評価で特定された気候リスクと影響にとって重要な緩和

施策を十分に評価するべきである。施策は、個別的で地域的な資産の状態に依

存する。 

    

3.2  気温上昇と熱波 

1. プロセスと職員に影響を及ぼす可能性のある気温の限界を特定する 

2. プラントと装置の定期的な点検と予防的メンテナンス 

3. 定期的なサイト清掃と粉塵抑制システムの使用 

4. 適切な臭気低減を設置し、効果的にメンテナンスする 

5. 適切な臭気管理計画を施行する  

6. 適切な漏えいまたは拡散排出計画が確実に施行されるようにする。 

7. 水が浄化され、サイト内で再利用するために再循環される 

8. 代替の冷却システム。 

9. 現状の冷却システムの効率を評価し、必要であればアップグレードや変更

を提案する。 

    

3.3  極端な寒気  

1. プロセスと職員に影響を及ぼす可能性のある気温の限界を特定する。 

2. 定期的に断熱材の点検とメンテナンスを行う。とくに、サイト内で露出し

た場所にある配管と装置。 

3. 水の入っている配管の断熱材の追加を検討する。使用中でない配管に水が

停滞しないよう、運用手順を見直す。水が停滞する可能性のある行き止ま

り配管を特定する。 

4. 苛性ソーダシステムの能力を見直し、予想される低温時にも液体の状態が

保たれるようにする。 

5. 冬季は定期的に道路の点検とメンテナンスを行い、溜水があれば排除する 

6. 路面にまく滑り止めの砂を用意する 

7. 荷重の増大に耐えられるよう、構造物の設計を見直す。 

    

3.4  日常的な豪雨 

1. 予想される地表水と洪水を管理するために適切な施策が実施されている 

a. 排水システムの点検とメンテナンスが行われている 

b. 屋外で廃棄物の取り扱いや保管が行われる区域には、閉ざされた排

水[contained drainage]が備わっている 

c. サイトの排水システムと廃液処理プラントは、十分な貯蔵または処

理能力を持つ 

2. サイトに出入りする適切な代替輸送ルートがあることを確かめる。 

    

 

47 英国化学工業協会, 2021.  気候変動における化学ビジネスの保護。気候変動適応計画を作成する方法 
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番号  
水素製造施設での 

適応とレジリエンスの判断基準 

証拠あり 総合評価 

検証者記入欄 

3.5  季節的な降雨の増加  

1. 予想される地表流または地下水氾濫を管理するために、適切な施策が実施

されていることを確かめる。 

2. 以下を含む洪水計画を作成する:  

a. 洪水によるリスクが最も高いプロセス装置とサービスのリスク評価 

b. 洪水の水を除去する非常用ポンプの設置と、洪水の水を排出するた

めに最もリスクの低い場所の特定 

c. 制御および電気システムの保護 

d. 洪水時に浮遊するリスクがある平底タンクの特定と保護 

3. 極端な気象に際しても機能し、化学品の安定性と安全性を保証できるバッ

クアップ電力を確保する。 

    

3.6  海面上昇  

1. 以下を含む洪水計画を作成する:  

a. 洪水によるリスクが最も高いプロセス装置とサービスのリスク評価 

b. 洪水の水を除去する非常用ポンプの設置と、洪水の水を排出するた

めに最もリスクの低い場所の特定  

c. 制御および電気システムの保護 

d. 洪水時に浮遊するリスクがある平底タンクの特定と保護 

2. 腐食を防止する。例えば、腐食しやすいプラントまたは装置に次のような

対策を講じる:  

a. 防食塗装などで保護する 

b. 定期的な点検とメンテナンス 

    

3.7  気候の乾燥化  

1. 水の使用を見直し、最小限に抑えるとともに、雨水の採取と利用を最大限

にする施策が講じられている 

a. 粉塵抑制や清掃などの活動に利用できる雨水が減少することを考慮

に入れて、水道水の供給能力は適切である 

2. サイトからの粉塵放出が増加する可能性 

    

3.8  河川流量の低下  

1. サイト内の廃液処理に由来する水の排出に関する環境リスク評価を見直す 

2. 既存の環境リスク評価を点検し、評価に用いた低水量が今も有効であるこ

とを確かめる。もし有効でなければ、環境庁(地域のサイトインスペクター

および水質チーム)と協議し、最新の環境リスク評価を実施する 

    

3.9  山火事  

1. 火災検知器、ガス検知器、スプリンクラーシステムの設計、ラインディテ

クターの使用、一斉放水システムの設計、ガス消火システムの設計など、

能動的な火災予防手段を実施する 29  

2. 倉庫の恒久的な不活性ガス消火設備、配管ラックの支持物、配線の防火加

工、耐火性電線被覆の使用、タンクファームの保護といった、受動的な防

火手段を実施する 

3. 工業団地内で延焼を防止する物理的距離の確保などの貯蔵所保護手段 

4. 荒蕪地と植生の管理 

    

4. セクション 4: 施設は、それを運用する所定のシステムの気候レジリエンスに害を及ぼさない。これは、本チェ

ックリストの項目 1 で特定された境界および当該システムとの重要な相互依存関係によって示される。 
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番号  
水素製造施設での 

適応とレジリエンスの判断基準 

証拠あり 総合評価 

検証者記入欄 

4.1 投資期間中の入手可能な最善の証拠の原則に基づき、本チェックリストの項目

1 で定める境界および重要な相互依存関係を考慮に入れ、施設自体は、それが

設置されるシステムや、他の自然、社会、または経済的資産に著しいリスクを

もたらさない。 

1. 供給の停止または中断が、供給を受ける電力利用者または住民に及ぼす影

響;  

2. 山火事の悪化;  

3. 資産／活動と周囲の水域および水路との関係;  

4. 資産／プロジェクトとプラント周辺の住宅地との関係;  

5. 暴風で倒壊するリスクのある境界付近の構造物による、近隣不動産の損害

または価値低下;  

6. 極端な悪天候のため化学施設によって引き起こされる汚染(例えば極端な悪

天候時の安全システムの故障による有毒物質の放出)による、近隣不動産の

価値低下;  

7. 生物多様性または保護価値の高い48生息場所の縮小;  

8. 資産／プロジェクトと付近の洪水地帯との関係;  

9. 大気質に影響を及ぼす火災および事業活動;  

10. 付近の弱者集団49からの土地または経済的資産の収用。   

    

5. セクション 5: リスクの重要性とレジリエンス施策に関する継続的なモニタリングと評価が実施され、必要に応

じてこれらの施策の修正が行われる。 

5.1  本チェックリストの項目 2 で特定されたリスクの指標が提供されている。 

• 新たな適応施策の設定50の対象となるリスク閾値／トリガーレベルがモニ

ターされている 

   

5.2  本チェックリストの項目 3 で特定されたリスクの指標が提供されている。 

• 計画された産出高と適応施策の成果が達成されたかどうかを判定する51。 
    

5.3  発行者は、以下のモニタリングと評価を毎年実施するための、実行可能な計画

を持っている 

1. 気候リスク閾値／トリガー、 

2. 気候レジリエンス実績、 

3. 気候レジリエンス施策の適切性、ならびに気候リスクの変化に対応するた

めに必要な修正。 

    

 

  

 

48 www.hcvnetwork.org による保護価値の高い (HCV)生息場所 

49 IFC 実績基準による 

50 適応プロセス、Coastal Climate Adaptation Decision Support (C-CADS), 2018.   

51 国立気候変動適応研究施設。 NCCARF, 2018.   

http://www.hcvnetwork.org/


気候ボンドイニシアチブ - 水素製造に関する判断基準 文書 

発行用最終版  

 

 

水素製造に関する判断基準- 気候ボンドイニシアチブ  P a g e  |  28 

4.2.2 その他の環境影響 

全体的要件 

• 地域の規則に従い、独立の第三者専門家によって実施される、施設とそのサイトの環境影響評価。 

• 海水淡水化プラントを利用する水素製造については、EIA プロセスの中で策定され、承認された塩水管理計画。

これは、塩水の処分に関連した、想定されるすべての環境リスクおよび緩和施策を対象とし、Climate Bonds

の水に関する部門別判断基準52に含まれる淡水化プラントの Climate Bonds 判断基準を満たすものとする。 

 

加えて、以下の個別的要件が適用される:  

a. 汚染防止 

o 化石資源からの水素製造については、排出は、石油およびガス精製で「利用可能な最善の技術」53よ

り低くなければならない。 

b. 土地利用 

o バイオマスからの水素製造については、施設は、Climate Bonds バイオエネルギー判断基準の要件 2

「土地利用の間接的影響の軽減」54を満たさなくてはならない。 

c. 水消費 

o 水資源管理計画。どのような場合に淡水の帯水層を利用するか、およびこれらの帯水層が現時点で飲

用に用いられているかどうか55 。 

o 環境認証プロセスの一環として、地域の環境管理機関から交付された水使用許可書。 

o 地域の水供給評価、および水素製造のための水使用が、飲用水と農業用水の供給に影響を及ぼさない

ことの証明。代替手段として海水淡水化が利用できない水不足56 の地域には、水素製造用資産を設置

してはならない。 

 

4.2.3 開示コンポーネント 

透明性と開示を目的として、認証気候ボンドの発行者は、取引に関わる資産および資金使途に関して、以下の事項を

公開する必要がある:  

• 施設が遵守しなくてはならない計画基準、環境規制、および他の規制。 

• 環境影響評価および想定されるリスクに対処する施策。 

  

 

52 Climate Bonds 水に関する判断基準.  4.2.2.  淡水化プロジェクトおよび資産; ならびに補遺 1, セクション 5. 淡水化プラント 

www.climatebonds.net/files/files/Water%20Criteria%20Document%20Final_100822.pdf 

53 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0738&from=EN  

54 Climate Bonds 生物多様性判断基準 www.climatebonds.net/files/files/standards/Bioenergy/Bioenergy%20Criteria%20Document%20Mar%202021.pdf   

55 総溶解固形物 10,000 mg/L 未満を含有する帯水層。U.S.  EPA 地下圧入規制プログラム(2014). 

56 水の需要が供給を上回る場合、または水質が悪く用途が限られる場合を言う。 

http://www.climatebonds.net/files/files/Water%20Criteria%20Document%20Final_100822.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0738&from=EN
http://www.climatebonds.net/files/files/standards/Bioenergy/Bioenergy%20Criteria%20Document%20Mar%202021.pdf
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5 事業体とサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)の判断基準 

 

注: 気候ボンド基準 v4.0 が最終決定されるまで、事業体と SLB の認証は可能にな

らない。なぜなら基準 v4.0 では、以下に述べる水素部門固有の判断基準に加えて、事

業体と SLB の認証で適合する必要のある、部門固有でない新たな要件が含められるか

らである。詳細については、ここを参照していただきたい。基準 v4.0 は、年末までに

最終決定される予定である。 

 

以下のセクションでは、認証対象に応じて、類似しているが異なる判断基準について述べる:  

• 事業体全体(この場合、本書の判断基準の適用範囲内で水素を製造する事業セグメントまたは会社の一部分) – セク

ション 5.1 

• 本書の判断基準の適用範囲内で水素を製造する事業体によって発行される SLB – セクション 5.2 

 

セクション e には、事業体と SLB の両者に適用される方法論に関する注記を述べる。 

 

注: 現在の提案では、会社の一部分のみ、もしくは会社のグループ (「評価対象事

業体」) の認証、または会社の一部分のみ、もしくは会社のグループ に関連す

る SLBの認証が容認される。完全な詳細については、ここに掲載された気候ボ

ンド基準 4.0 草案パート D セクション 2.2 を参照していただきたい。 

 

 

5.1 適格な非金融企業の部門別判断基準 

表 6 に示すように、2 段階の事業体認証が可能である。 

表 6: SLB の段階認証 

e 事業体認定の要件 

段階 1  

気候緩和の判断基準 

1. 認証の時点で、評価対象事業体の水素製造施設の平均排出強度は、事業体レベルのパス

ウェイ閾値を満たしており、債券クーポンにリンクする施設の将来の実績目標は、2050

年まで漸減する閾値に適合し続ける(セクション 4.1, 表 4 を参照); ならびに 

2. 評価対象事業体の移行計画は、2050 年までの将来の実績目標が満たされるという、信用

できる証拠を提供している(移行計画に関する詳細な要件については、気候ボンド基準

v4.0 草案 (パート D セクション 3.2)を参照); ならびに 

3. 評価対象事業体は、これらの実績目標と移行計画に関して、十分な外部的透明性と保証

を提供している(開示と外部保証に関する詳細な要件については、気候ボンド基準 v4.0 草

案(パート D セクション 6 および 7)を参照); ならびに 

4. 評価対象事業体の現在もしくは将来の水素製造施設のいずれかにおいて、代替原料もし

くは代替燃料が使用される場合、電化が実施される場合、または CCU もしくは CCS が採

https://www.climatebonds.net/climate-bonds-standard-v4
https://www.climatebonds.net/climate-bonds-standard-v4
https://www.climatebonds.net/files/files/DRAFT-climate-bonds-standard-v4-public-consultation-060922-Final.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/DRAFT-climate-bonds-standard-v4-public-consultation-060922-Final.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/DRAFT-climate-bonds-standard-v4-public-consultation-060922-Final.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/DRAFT-climate-bonds-standard-v4-public-consultation-060922-Final.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/DRAFT-climate-bonds-standard-v4-public-consultation-060922-Final.pdf
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用される場合、それらは セクション 6 の横断的判断基準を満たさなくてはならない。詳

細については セクション 3、表 2 を参照。 

 

適応とレジリエンスの判断基準:  

認証の時点で、評価対象事業体のすべての施設は、セクション 4.2 に述べる適応とレジリエ

ンスの判断基準を満たさなくてはならず、それは債券期間中、5 年ごとに再評価され、再確

認される。 

段階 2  

判断基準は、第 1 項に関する事項を除き、段階 1 と同じである:  

評価対象事業体の水素製造施設の平均排出強度は、認証の時点で排出強度閾値を満たさない

が、将来の実績目標は、2030 年までに事業体レベルの排出閾値に適合し、その後も 2050 年

まで適合し続ける(セクション 4.1, 表 4 を参照)  

 

 

5.2 サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)の判断基準 

表 7 に示すように、2 段階の SLB 認証が可能である:  

 

表 7: SLB の段階認証 

事業体の段階 事業体認証の要件 

e 

気候緩和の判断基準 

1. 認証の時点で、評価対象事業体の水素製造施設の平均排出強度は、事業体レベルのパス

ウェイ閾値を満たしており、それらの 2050 年までの将来の実績目標は、漸減する閾値に

適合し続ける(セクション 4.1, 表 4 を参照); ならびに 

2. 評価対象事業体の移行計画は、2050 年までの将来の実績目標が満たされるという、信用

できる証拠を提供している(移行計画に関する詳細な要件については、気候ボンド基準

v4.0 草案 (パート D セクション 3.2)を参照; ならびに 

3. 評価対象事業体は、これらの実績目標と移行計画に関して、十分な外部的透明性と保証

を提供している(開示と外部保証に関する詳細な要件については、気候ボンド基準 v4.0 草

案(パート D セクション 6 および 7)を参照); ならびに  

4. 評価対象事業体の水素製造施設のいずれかにおいて、代替原料もしくは代替燃料が使用

される場合、電化が実施される場合、または CCU もしくは CCS が採用される場合、それ

らはセクション 6 の横断的判断基準を満たさなくてはならない。詳細についてはセクシ
ョン 3, 表 2 を参照。 

5. 認証の日より後に運用を開始するプラントについては、そのプラントは、運用開始の初

日からセクション 6 の判断基準を満たす。これに関する詳細は、会社の移行計画に記載

される。 

 

適応とレジリエンスの判断基準:  

認証の時点で、会社のすべての施設は、セクション 4.2 に述べる適応とレジリエンスの判断

基準を満たし、それは債券期間中、5 年ごとに再評価され、再確認される。 

Tier 2  

判断基準は、以下の事項を除き、段階 1 と同じである:  

1. 評価対象事業体の水素製造施設の平均排出強度は、認証の時点で排出強度閾値を満たさ

ないが、将来の実績目標は、2030 年までに事業体レベルの排出閾値に適合し、その後も

2050 年まで適合し続ける(セクション 4.1, 表 4 を参照)  

  

https://www.climatebonds.net/files/files/DRAFT-climate-bonds-standard-v4-public-consultation-060922-Final.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/DRAFT-climate-bonds-standard-v4-public-consultation-060922-Final.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/DRAFT-climate-bonds-standard-v4-public-consultation-060922-Final.pdf
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6 横断的緩和の判断基準 

6.1 施設の年齢による追加的判断基準 

2023 年またはそれ以降に運用を開始する新規設備は、化石ガス使用時に CCSまたは CCU を採用する場合に限り、適格

とされ、これは 2035 年まで適格である57。 

 

6.2 使用原料による追加的判断基準 

施設は、原料に応じて表 2 に掲げた要件を満たす必要がある。 

化石ガスは、CCS または CCU 施策と組み合わせた場合にのみ適格とされる。 

 

6.3 電力源による追加的判断基準 

施設は、各種の電力源について、表 2 に掲げた要件を満たす必要がある。 

6.4 CCS または CCU を採用した場合の追加的判断基準 

CCS または CCU を採用する施設は、表 2 の判断基準を満たす必要がある。施設全体の認証については、最小捕集率を

立証する必要はない。これらの排出量は、総 GHG 会計に 含めなくてはならない。 

 

 

57 施設全体の認証については、CCS に関連した排出が総 GHG 会計に含まれるため、最小 CCS 捕集率を立証する必要はない。Box を参照。 
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