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１．国内クレジット制度の背景・意義国内ク ジット制度の背景 意義



世界の温室効果ガス排出量の現状と今後の見通し

○日本の排出量は、世界全体の４％弱。

○京都議定書の枠組みでは、米国・中国の主要排出国は削減義務を負っていない。

○今後、中国、インドをはじめとした新興国・途上国において排出量の急増が見込まれる中
で、こうした国での削減を進めることが重要。
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我が国の温室効果ガス排出量の現状①

○2010年度における我が国の総排出量は、基準年と比べ、0.3％の減少となっている。

4【出典】環境省 2010年度（平成22年度）の温室効果ガス排出量（確定値）



我が国の温室効果ガス排出量の現状②

○我が国の温室効果ガス排出のうち、約9割はエネルギー起源CO2。
○1990年度と比べ、産業部門の排出量は大幅に減少しているが、民生部門（業務その他、家庭）
の排出量は大幅に増大。

エネルギー起源CO2の部門別排出量の推移

1990
年度

1996
年度

2002
年度

2010年度

（確定値）

産業 482 480 461 422

単位：百万トンCO2

90年比
▲12.5％

2010年の温室効果ガス排出量 単位：百万トンCO2

非エネルギー起源CO2：
68 6（5 5%）

メタン： 20.4（1.6%）

一酸化二窒素： 22.1（1.8%）
HFCs：18.3（1.5%）

PFCs： 3.4（0.3%）
SF6： 1.9（0.1%）
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運輸 217 263 262 232

業務
その他

164 185 227 217

家庭 127 148 165 172

ｴﾈﾙｷﾞｰ
転換

67.9 71.5 76.6 81.0
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90年比
＋6.7％

90年比
＋31.9％

90年比
＋34.8％

90年比
＋19.3％

全体 90年比
＋8％

90年比
＋13％

90年比
＋6.1％

エネルギー起源CO2：
1,123（89.3%）

68.6（5.5%）

【出典】環境省 2010年度（平成22年度）の温室効果ガス排出量（確定値）

代替フロン等3ガス
（1.9%）



中小企業による低炭素投資の現状～中小企業の削減ポテンシャル～

大企業と中小企業のエネルギー効率（※）の比較

○大企業と中小企業のエネルギー効率の差は、この１５年間で徐々に拡大。中小企業には約２０％
の効率改善の余地。

○費用負担の大きさが、中小企業の低炭素投資が進まない最大の理由。

投資インセンティブを高め、中小企業の低炭素投資を促進する必要。

中小企業が省エネ投資に取り組まない理由

（出典）２０１０年版中小企業白書

3.4%

17.4%

※エネルギー効率＝（燃料使用額＋購入電力使用額）／生産額

49.6％
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（参考） 我が国における中小企業からの温室効果ガス排出量は、約１５４百万トンであり、我が国の総排出量の１２．６％、産業部門（製造業、農

林水産業、鉱業、建設業）の１１％となる （出所：中小企業白書２０１０）



１．産業部門の排出量は大幅に減少しているが、今後は、中小企業、民生部門
（業務、家庭）、運輸部門等における排出削減の促進が課題。

２．これまで、京都メカニズムクレジット購入に充てられていた資金を国内・地域
の投資・削減に振り向けることが有益。

国内クレジット制度の意義

課 題
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国内クレジット制度の活用

１．閣議決定（京都議定書目標達成計画）に基づく、政府全体の取組

２．京都議定書目達成のために、国内にいわゆる「真水」の削減効果をもたらす

京都メカニズムクレジットを代替する機能を有するもの

特 徴



２ 国内クレジット制度の概要２．国内クレジット制度の概要
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認証
国内クレジット

(①－②)

国内クレジット認証
委員会

国内クレジット制度の概要

○大企業等による技術・資金等の提供を通じて、中小企業、農林水産業、民生部門（業務・家庭）、

運輸部門等が行った温室効果ガス排出削減量を国内クレジットとして認証し、自主行動計画の目
標達成等のために活用できる制度。平成２０年１０月に開始された政府全体の取組。

○これまで、京都メカニズムクレジット購入に充てられていた資金を、国内・地域の投資・削減に振
り向けることで、環境と経済の両立を図る。

①対策を実施しなかった場合の
想定CO2排出量 （ベースライン）

②対策実施後の実際のCO2排出量

排出削減事業の実施

出
量
）

(① ②)

排出削減事業共同実施者
【大企業等】

資金等
の提供

共同事業

農林水産業（木質バイオマス等）、民生部
門（業務その他、家庭）、運輸部門等にお
ける温室効果ガス排出削減も広く対象。

・自主行動計画の目標達成
・試行排出量取引スキームの目標達成
・省エネ法の共同省エネルギー事業の報告

・温対法の調整後温室効果ガス排出量の報告
・その他（CSR活動（環境・地域貢献）、
オフセット等）

＜国内クレジットの活用＞

※ 京都クレジットと同等の価値・効果を有する

＜排出削減事業の例＞

高効率なボイラー、工業炉、ヒートポンプ、
空調設備、照明設備等の新設、更新など

クレジット
取得
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排出削減事業者【中小企業等】
※自主行動計画非参加者



国内クレジット制度における排出削減量の認証プロセス－「国内クレジット制度運営規則」より－

審査機関・審査員国内クレジット認証委員会

審査機関・審査員の登録

方法論の承認

事業の承認

「事業計画」の審査

中小企業等（排出削減事業者)

方法論に基づき
排出削減事業計画を作成

排出削減事業の承認申請

一定期間の事業の実施

○方法論：温室効果ガスを削減する技術や方式毎（ボイラーの更新、ヒートポンプの導入等） に、事業の実施前と実施後における排出量の差（排出削減量）を算定する方法等を定めた雛型

○事業計画：雛型（方法論）を引用して作成した排出削減のための事業計画

○実績報告書：事業計画に基づいて一定期間事業を実施し、モニタリングした排出削減量を実績とした報告書

○国内クレジット：排出削減事業により実現された温室効果ガスの排出削減量に対して、審査機関又は審査員が確認を行い、国内クレジット認証委員会が認証した排出削減量
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排出削減量
（国内クレジット）の認証

「実績報告書」の確認

国内クレジットの認証申請

定期間の事業の実施
排出削減量のモニタリング

「実績報告書」の作成

事業の継続



○役割

国内クレジット制度の運営のため、排出削減方法論及び排出削減事業の承認、排出削減量の認証・管理等
を行う。

○業務
① 排出削減方法論の承認
② 排出削減事業の承認
③ 排出削減量の認証・管理
④ 審査機関及び審査員の登録・管理
⑤ ①～④に関する承認、認証、登録及び管理の執行に必要な細則又は解釈規準の制定
⑥ 国内クレジ ト制度に係る情報提供

国内クレジット認証委員会 －「国内クレジット制度運営規則」より－

⑥ 国内クレジット制度に係る情報提供
⑦ 上記に掲げるもののほか、本運営規則その他に基づき委員会に属せられた業務

○委員
委員長 茅 陽 一 財団法人地球環境産業技術研究機構理事長
委員 大 塚 直 早稲田大学大学院法務研究科 教授

熊 崎 実 筑波大学名誉教授
松 橋 隆 治 東京大学大学院工学系研究科 教授
宮 城 勉 日本商工会議所常務理事
椋 田 哲 史 一般社団法人日本経済団体連合会常務理事

○事務局
経済産業省産業技術環境局、 環境省地球環境局、 農林水産省大臣官房
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審査機関

【審査機関の登録の要件】
① 法人であること

② 人的構成に照らして、審査業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び
経験を有していること(※)
③ 業務運営において中立性及び公正性が確保されていること

④ 審査において知り得た秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持
するための取扱いの方法を定めていること
⑤ 業務に関する苦情の取扱いについて定めていること⑤ 業務に関する苦情の取扱いについて定めていること

⑥ 当該登録の申請に係る事業者の事業を実質的に支配している者その他の当該登
録の申請に係る事業者と著しい利害関係を有する事業者について、審査及び実績
確認を行わないこと
⑦ その他委員会の定める事項に合致していること

（※）「審査業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること」

① 国内クレジット制度について十分な理解を有していること
② 排出削減事業の審査及び排出削減量の実績の確認に係る技能を有していること
③ 審査対象となる排出削減事業の技術、測定対象となる温室効果ガスの定量化及び計測に関する専門技術を備えてい
ること

④ 審査又は実績確認若しくはこれらに関連する経験を有していること
⑤ その他委員会の定める事項に合致していること
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審査機関一覧（20機関）
●株式会社あらたサステナビリティ認証機構

〒104-0061東京都中央区銀座八丁目21番1号住友不動産汐留浜離宮ビル
連絡先 03-3546-8430 担当：本多

●ＳＧＳジャパン株式会社

〒220-8138横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー38F
連絡先 045-330-5021 担当：西

●ＫＰＭＧあずさサステナビリティ株式会社

〒162-0821東京都新宿区津久戸町1番2号 あずさセンタービル

連絡先 03-3266-7520 担当：斉藤

●株式会社ＪＡＣＯ ＣＤＭ

〒107-0052東京都港区赤坂二丁目2番19号
連絡先 03-5572-1753 担当：田中

●株式会社新日本サステナビリティ研究所

〒100 6028東京都千代田区霞ヶ関3 2 5 霞ヶ関ビル29F

●一般社団法人日本能率協会

〒105-8522東京都港区芝公園3-1-22
連絡先 03-3434-1245 担当者：平川

●一般財団法人日本品質保証機構

〒100-8308東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル12F
連絡先 03-6212-9333 担当者：滝口

●ビューローベリタスジャパン株式会社

〒231-0023横浜市中区山下町1番町 シルクビル2F
連絡先 045-641-6024 担当者：坂口

●ペリージョンソンレジストラー クリーンディベロップメントメカニズム株式会社

〒150-0012東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー9F
連絡先 03-5774-9565 担当者：松井

●ロイドレジスタークオリティアシュアランスリミテッド

〒220-6010 横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA10F

※第25回国内クレジット認証委員会（平成24年5月28日）終了時点

〒100-6028東京都千代田区霞ヶ関3-2-5 霞ヶ関ビル29F
連絡先 03-3503-1028 担当：岡

●デット ノルスケベリタスエーエス

〒231-0062横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル14F
連絡先 045-650-1125 担当：壬生

●テュフズードジャパン株式会社

〒532-0003大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号新大阪第一生命ビル
ディング 10階 連絡先 06-6396-0108 担当：吉田

●株式会社トーマツ審査評価機構

〒104-0005東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル

連絡先 03-4334-8143 担当：多田

●ＢＳＩグループジャパン株式会社
〒107-0061東京都港区北青山2-12-28 青山ビル5F
連絡先 03-6890-1172 担当：立石、泉

●株式会社日本スマートエナジー

〒105-0003東京都港区西新橋1-4-9 TAMビル3F
連絡先 03-3591-3012 担当者：尾石

〒220 6010 横浜市西区みなとみらい2 3 1 クイ ンズタワ A10F
連絡先 045-682-5290 担当者：飯尾

●シー・アイ・ジャパン株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目7番2号 東京サンケイビル15F
連絡先 03-3516-2411 担当者：倉内

●一般社団法人日本プラント協会

〒101-0051東京都千代田区神田神保町3-5住友不動産九段下ビル3F
連絡先 03-3222-8100 担当者：吉沢

●日本検査キューエイ株式会社

〒104-0041東京都中央区新富2丁目15番5号RBM築地ビル
連絡先 03-5541-2752 担当者：丸山

●日本海事検定キューエイ株式会社
〒108-0023東京都港区芝浦2-14-9海事ビル1階
連絡先 03-5427-2505 担当者：廣瀬

●一般財団法人建材試験センター

〒103-0012東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番4号日本橋コアビル5F
連絡先 03-3664-9238 担当者：山口 13


