
３．国内クレジット制度の
対象となる排出削減事業
及び排出削減量の算定方法及び排出削減量の算定方法



国内クレジット制度の対象となる排出削減事業の要件

① 日本国内で実施されること。

② 追加性※を有すること。
※国内クレジットの認証がない場合に、当該排出削減事業が実施されないことに基づく性状をいう（国内ク

設備更新又は設備導入等により温室効果ガス※排出量の削減を行う事業をいう。
※CO2、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等3ガス（HFC, PFC, SF6）の6ガスが対象。

排出削減事業とは

承認要件

場 排
レジットの認証がなくとも、当該排出削減事業が経済的に成り立つような場合は、基本的に追加性が認
められない）。排出削減設備の「投資回収年数」が、概ね３年以上か否かが一つの判断目安。ただし、排
出削減事業の種類によっては、ランニングコスト等その他の判断基準を設けている場合がある。

③ 自主行動計画※に参加していない者により行われること。
※産業界が業界単位で自主的に目標を設定し、その達成に向けて取り組んでいるもののうち、政府の関
係審議会等により評価・検証を受けているもの。

④ 承認排出削減方法論※に基づいて実施されること。
※温室効果ガスを削減する技術や方法ごとに排出削減量算定式やモニタリング方法等を規定したもの。

⑤ 審査機関又は審査員による審査を受けていること。
※審査に要する費用は政府による支援策が用意。

⑥ その他国内クレジット認証委員会の定める事項に合致していること。
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排出削減事業者の排出削減事業の承認を円滑に行うために、
温室効果ガスを削減する技術や方法ごとに排出削減量算定式
やモニタリング方法等を規定したもの。

排出削減方法論について

① 適用する削減技術や手法、及びバウンダリーが適切かつ合
理的 ある と

排出削減方法論の申請

国内クレジット認証委員会委員へ
申請内容を報告

（必要に応じ）
有識者・実務者等の意見聴取

【排出削減方法論の承認手続き】排出削減方法論とは

承認要件

理的であること

② ベースライン排出量の算定方法が適切かつ合理的であること

③ 排出削減量を算定可能な数式として示し、かつ算定に必要な
係数及び測定要素を特定していること

④ 算定に必要な係数及び測定要素について、適切かつ合理的
な計測方法を採用していること

⑤ ①～④に掲げるもののほか、委員会の定める事項に合致して
いること
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パブリックコメントの実施

意見の取りまとめ

国内クレジット認証委員会
における審議

排出削減方法論の承認

承認排出削減方法論の公表



第26回認証委員会（平成24年7月30日）現在において以下の67件の承認排出削減方法論がある。

承認排出削減方法論一覧 ①

番号 名 称 概 要

001 ボイラーの更新 既存のボイラーよりも高効率のボイラーに更新し、CO2排出量を削減

001-A ボイラーの新設 標準的なボイラーを新設よりも高効率のボイラーを新設することにより、CO2排出量を削減

002 ヒートポンプの導入による熱源機器の更新 既存の熱源機器よりも高効率のヒートポンプを導入し、CO2排出量を削減

002-A
ヒートポンプの導入による熱源機器の更新（熱回収型ヒートポン
プ）

熱回収型のヒートポンプを導入し、既存の熱源機器の消費燃料を削減することでCO2排出量を削減

002-B ヒートポンプの導入による熱源設備の新設 標準的な熱源設備よりも高効率のヒートポンプを新設することで、CO2排出量を削減

002-C
ヒートポンプの導入による熱源設備の新設（熱回収型ヒートポン
プ）

標準的な熱源設備よりも高効率の熱回収型ヒートポンプを新設することで、CO2排出量を削減

003 工業炉の更新 既存の工業炉よりも高効率の工業炉に更新し、CO2排出量を削減

004 空調設備の更新 既存の空調設備よりも高効率の空調設備に更新し CO2排出量を削減
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004 空調設備の更新 既存の空調設備よりも高効率の空調設備に更新し、CO2排出量を削減

004-A フリークーリングの導入
冷水を利用する既存空調設備において、冷却塔での自然冷却により冷水を製造するシステム（フリークーリ
ング）を追加し、冷凍機の使用エネルギーを削減することでCO2排出量を削減。

004-B バイオマスを燃料とするストーブの新設
バイオマスを燃料とするストーブを新設することにより、標準的な暖房機器を導入した場合よりもCO2排出量
を削減

004-C 空調設備の新設 標準的な空調設備よりも高効率の空調設備を新設することでCO2排出量を削減

004-D バイオマスを燃料とするストーブへの更新 既存の暖房機器をバイオマスを燃料とするストーブへ更新することにより、CO2排出量を削減

005
間欠運転制御、インバータ制御又は台数制御によるポンプ・ファン
類可変能力制御機器の導入

既存のポンプ・ファン類の設備に、間欠運転制御、インバータ制御、又は台数制御の装置を付加することで、
CO2排出量を削減

006 照明設備の更新 既存の照明設備よりも高効率の照明設備に更新し、CO2排出量を削減

006-A 照明設備の新設
新築または増築の際に、標準的な照明設備（点灯・消灯装置を含む）よりも消費電力の少ない高効率照明設
備を導入することでCO2排出量を削減

007 コージェネレーションの導入 コージェネレーションを導入し、CO2排出量を削減

007-A コージェネレーションの新設 標準的な熱源装置に代えてコージェネレーションを新設することでCO2排出量を削減

008 太陽光発電設備の導入 太陽光発電システムを導入し、太陽光発電による電力を利用することによりCO2排出量を削減



承認排出削減方法論一覧 ②

番号 名称 概要

009 温泉熱及び温泉排熱のエネルギー利用
温泉熱又は温泉排熱を利用して温水又は温風を製造し、既存の熱源設備の消費燃料を削減することでCO2
排出量を削減

010 高効率変圧器への更新 既存の変圧器を高効率変圧器に更新し、変圧器による電力ロスを削減することでCO2排出量を削減

011 コンセント負荷制御機器の導入
コンセント負荷制御機器（タイマー制御器、ON-OFF制御器など）を導入し、待機電力をカットすることでCO2
排出量を削減

012 溶融炉におけるコークスからバイオマスへの切り替え 溶融炉において還元剤として利用されているコークスをバイオマズに切り替えることによりCO2排出量を削減

013
外部の高効率熱源設備を有する事業者からの熱供給への切り替
え

自前の熱源設備を停止し、外部の高効率熱源設備を有する事業者からの熱供給に切り替えることにより
CO2排出量を削減

014 回収した未利用の排熱を利用した発電設備の導入
未利用の排熱を利用する発電設備を導入することにより、系統電力使用量を削減することでCO2排出量を
削減。

015
系統電力受電設備等の増設による自家用発電機（発電専用機に
よるもの）の代替

系統電力を受電するための電力関連設備を増設し、事業実施前において自家用発電機（発電専用機）によ
り発電していた電力を、系統電力で代替することによりCO2排出量を削減

016 太陽熱を利用した熱源設備の導入 太陽熱を利用した熱源設備を導入し、製造した温熱を給湯・暖房等に利用することによりCO2排出量を削減
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016-A 太陽熱を利用した熱源設備の新設
太陽熱を利用した熱源設備を新設することにより、標準的な熱源機器を導入した場合よりもCO2排出量を削
減

017 小規模水力発電設備の導入 小規模水力発電設備を導入し、小規模水力発電による発電電力を利用することによりCO2排出量を削減

018 回収した未利用の排熱を供給する蓄熱システムの導入
回収した未利用の排熱を供給する蓄熱システムを導入することにより、既存の熱源設備の消費エネルギー
を削減することでCO2排出量を削減

018-A 回収した未利用の排熱への熱源の切り替え 既存の熱源設備から発生させていた熱を回収した未利用の排熱へ切り替えることにより、CO2排出量を削減

019 雪氷融解水のエネルギー利用
雪氷融解水を利用して冷熱を製造し、既存の冷熱源設備の消費エネルギーを削減することでCO2排出量を
削減

020 電気自動車への更新
ガソリン自動車等既存の自動車から電気自動車に更新し、燃料使用量の削減や燃料転換により、CO2排出
量を削減

020-A 電気自動車の新規導入 標準的な自動車よりも低排出の電気自動車を新規に導入することで、CO2排出量を削減

021 自動販売機の更新
既存の自動販売機を高効率の自動販売機に更新することにより、電力使用量を削減することでCO2排出量
を削減

022 冷凍・冷蔵設備の更新
既存の冷凍・冷蔵設備を高効率の冷凍・冷蔵設備に更新することにより、電力使用量を削減することでCO2
排出量を削減

022-A 冷凍・冷蔵設備の新設
高効率の冷凍・冷蔵設備を新設することにより、標準的な冷凍・冷蔵設備を新設した場合よりもCO2排出量
を削減



承認排出削減方法論一覧 ③

番号 名称 概要

023 風力発電設備の導入
風力発電設備を導入し、風力発電による発電電力を利用することにより、系統電力を利用し続けた場合より
もCO2排出量を削減

024 蓄電池で駆動する船舶への更新
既存の化石燃料で駆動する船舶を、蓄電池で駆動する船舶へ更新し、燃料消費量の削減や燃料転換によ
り、CO2排出量を削減

025 ポンプ・ファン類の更新 既存のポンプ・ファン類を高効率のポンプ・ファン類へ更新することにより、CO2排出量を削減

026 電動式建設機械・産業車両への更新
エンジン式の建設機械・産業車両から電動式の建設機械・産業車両に更新し、燃料使用量の削減や燃料転
換により、CO2排出量を削減

026-A ハイブリッド式建設機械・産業車両への更新
エンジン式の建設機械・産業車両からハイブリッド式の建設機械・産業車両に更新することにより、燃料使用
量を削減し、CO2排出量を削減

027 工作機械の更新 既存の工作機械を高効率の工作機械へ更新することにより、CO2排出量を削減

028 化石燃料からバイオディーゼル燃料への切り換え 化石燃料に代替してバイオディーゼル燃料を使用することにより、CO2排出量を削減

028-A 化石燃料からバイオガスへの切り替え 従来使用していた化石燃料に代替してバイオガスを使用することにより、CO2排出量を削減
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029 プレス機械の更新 既存のプレス機械を高効率のプレス機械へ更新することにより、CO2排出量を削減

030 自家用発電機の更新 既存の自家用発電機を高効率の自家用発電機へ更新することにより、CO2排出量を削減

030-A バイオマスを燃料とする発電機の新設
バイオマスを燃料とする発電機を新設することにより、系統電力を使用又は化石燃料を使用する標準的な自
家用発電機を導入した場合よりもCO2排出量を削減

031 テレビジョン受信機の更新 既存のテレビジョン受信機を高効率のテレビジョン受信機へ更新することにより、CO2排出量を削減

032 射出成形機の更新 既存の射出成形機を高効率の射出成形機へ更新することにより、CO2排出量を削減

033 豚への低タンパク配合飼料の給餌
豚の飼養において、慣用飼料に代えて、低タンパク配合飼料を給餌することにより、排せつ物中の窒素量を
低減し、排せつ物管理からの一酸化二窒素（N2O)排出量を削減

034 家畜排せつ物の管理方法の変更
家畜の飼養における排せつ物の管理方法を変更することにより、温室効果ガス（メタン（CH4）＋一酸化二窒
素（N2O)排出量を削減

035 乾燥設備の更新 既存の乾燥設備を高効率の乾燥設備へ更新することにより、CO2排出量を削減

036 マグネシウム溶解鋳造用カバーガスの変更
マグネシウム鋳造用カバーガスをSF6から低温室効果ガスへと変更することにより、温室効果ガス排出量を
削減

037 麻酔用一酸化二窒素回収・分解システムの導入 大気放出されていた麻酔用N2Oを回収・分解する装置を導入することにより、温室効果ガス排出量を削減



承認排出削減方法論一覧 ④

番号 名称 概要

038 天然ガス自動車への更新 既存のガソリン車等を天然ガス自動車へ更新することにより、CO2削減量を削減

038-A 天然ガス自動車の新規導入 天然ガス自動車を新規に導入することにより、標準的な自動車を導入した場合よりもCO2排出量を削減

039 印刷機の更新 既存の印刷機を高効率の印刷機へ更新することにより、電力使用量を削減し、CO2排出量を削減

040 共同配送への変更 従来個別に行っていた配送を共同配送へと変更することにより、燃料使用量を削減し、CO2排出量を削減

042 サーバー設備の更新
既存のサーバー設備を省電力のサーバー設備へ更新することにより、電力使用量を削減し、CO2排出量を
削減

043 節水型水まわり住宅設備への更新
既存の水まわり住宅設備を節水型の水まわり住宅設備へ更新し、水使用量を削減することにより、上水道
及び下水道又は浄化槽で消費されるエネルギーを削減し、CO2排出量を削減

043-A 節水型水まわり住宅設備の新設
標準的な水まわり住宅設備よりも節水型の水まわり住宅設備を新設し、水使用量を削減することにより、上
水道及び下水道又は浄化槽で消費されるエネルギーを削減し、CO2排出量を削減

044 外部データセンターへのサーバー設備移設による空調の効率化
外部データセンターへサーバー設備を移設し、サーバー冷却のための空調を効率化することによりCO2排出
量を削減

※承認排出削減方法論の詳細については制度ＨＰを参照 → http://jcdm.jp/process/methodology.html
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量を削減

045 地中熱を利用した熱源設備の導入
地中熱を利用した熱源設備を導入し、空調・融雪等の熱源として利用することにより、既存の熱源設備を使
用した場合と比べてCO2排出量を削減

045-A 地中熱を利用した熱源設備の新設
地中熱を利用した熱源設備を新設し、空調・融雪等の熱源として利用することにより、標準的な熱源設備を
導入した場合と比べてCO2排出量を削減

046 蒸気駆動エアーコンプレッサーへの更新 既存のエアーコンプレッサーを高効率の蒸気駆動コンプレッサーへと更新することにより、CO2排出量を削減

047 微生物活性剤による汚泥の減容
浄化槽に微生物活性剤を添加することにより汚泥を減容し、汚泥の処理に係るエネルギー消費量を削減す
ることにより、CO2排出量を削減。また、汚泥の処理に伴うN2O排出量を削減。

048 再生可能エネルギー熱を利用した発電設備の導入
再生可能エネルギー熱（温泉熱、地熱、太陽熱）を利用する発電設備を導入することにより、既存の系統電
力の消費電力量を削減することでCO2排出量を削減。



随時追加可能 太陽光発電設備設置住宅

プログラム型排出削減事業
（改善後のバンドリングを適用）

認証委員会

事業計画の承認

クレジットの認証

削減活動実施者
の負荷低減

個々の削減活動
（※削減量500t-CO2/年以下）

基準適合確認
（※１の②）

プログラム型排出削減事業について

※通常は事業を
追加申請する際に
新規の事業として
申請が必要

運営・管理者
・プログラム型排出削減事業の
運営・管理（※１）

・承認・認証申請手続を実施

共同実施者

サプライヤー、販売・
メンテナンス事業者、
ESCO事業者、ＮＧＯ、

自治体等

クレジット審査機関

審査・確認のコスト
を低減可能

・事業計画書に定められた
(1)運営・管理方法（※１）
(2)典型的な削減活動
の妥当性について審査

審査・確認

※２ 削減活動が満たすべき基準

・通常の排出削減事業が満たすべき
要件に合致
・適用する方法論、ベースライン設定、
モニタリング方法等が体系的に整理・
把握可能
・他の排出削減事業と二重登録されて

いない

・実績確認を定期的に実施

①事業の実施のために必要となる
情報の記録・管理

①～③の方法については事業計画書
に具体的に記載する

③個々のクレジット収益の処分方法
及びその他の事項について削減活動
を実施する者と合意してバンドリング

②削減活動が満たすべき基準（※２）
の確認手順を定め、適合が確認
された削減活動をバンドリング

※１ 運営・管理者による運営・管理方法

（※ ②）
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国内クレジット参加者等のメリット

① 温室効果ガス排出削減、省エネルギー
対策の実施

② 通常行われないランニングコストの低減
効果（省エネメリットに加え、国内クレ
ジット売却益）

① 自主行動計画の目標達成

② 試行排出量取引スキームの目標達成

③ 省エネ法の共同省エネルギー事業の
報告

大企業等（国内クレジット活用者）中小企業等（排出削減事業者）

③ PR効果（地球温暖化対策への積極的な
取組）

報告

④ 温対法の調整後温室効果ガス排出量
の報告

⑤ その他（CSR活動（環境・地域貢献）、オ
フセット等）

○ 顧客サービスにおける付加価値の提供

省エネ設備等サプライヤー（※）

※省エネ設備等のサプライヤー：省エネ設備等のメーカー、同販売代理店、エンジニアリング会社、エネルギー供給事業者、ESCO事業者、
リース会社、銀行 等
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地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）

①自主行動計画の目標達成への活用

○ 国内クレジット制度は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき策定された京都議
定書目標達成計画上の取組として位置付け。

○ 国内クレジット制度において認証されたクレジットは、京都議定書目標達成計画において
主要な対策として位置付けられている産業界の自主行動計画※の目標達成等のために活
用することができる。

※ 産業界が、業界単位で自主的に目標を設定し、その達成に向けて取り組んでいるもの。政府は、その確実な達成
を担保するため、関係審議会等による評価・検証を行っている。平成２２年３月時点で、全１１３業種が策定（産業部
門５１業種、業務部門４１業種、運輸部門１７業種、エネ転部門４業種）

国内クレジット

目標達成に各種クレジットを活用可能

京都クレジット

京都議定書目標達成計画

そ
の
他

各
種
施
策

産業界の自主行動計画

温暖化対策推進の基本方針、国・事業者・国民等の排出抑制措置、削減量・吸収量の目標等を定める
（第８条、９条）。
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（参考）自主行動計画策定業種一覧

（平成23年12月19日現在） 24



②試行排出量取引スキームの目標達成への活用

� 企業が自ら削減目標を設定して取り組む仕組み。目標達成には、自らの

削減努力に加え、排出枠・クレジットを活用可能。超過達成分の排出枠

は、他者に売却することも可能注。

� 総量目標、原単位目標など様々なオプションが選択可能。

� 自主行動計画と整合的な目標とし、妥当性を政府で審査。

（目標設定者数:214 (341社)）

①試行排出量取引スキーム

• 2008年10月から「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」を開始。
• 試行的実施は、下記の３つのスキームを統合（スキーム間での排出枠・クレジットの取引を可能とした）。
• 2011年6月現在、1,586社が参加申請。我が国の産業部門の排出量の７割をカバー。

� 大企業の技術・資金等を提供して中小企業等

が行った温室効果ガス排出抑制のための取

組による排出削減量を認証。大企業は目標達

成のためにそれを活用。

②国内クレジット

※制度開始以来、これまで908件の事業計画が提出されている。

国内統合市場

（915社）（目標設定者数:468 (595社)）

（目標設定者数:214 (341社)）

� 京都議定書上、各国の目標を達成するため
の柔軟措置として認められたクレジット。

� 取引当事者国（先進国－途上国、先進国－
先進国）の違い等により、複数の制度が存在。

C社（中小企業等）

資金・技術

国内クレジット

排
出
削
減

� 環境省が05年度から開始。08年度参加者より、試行排出量取引ス
キームにおける参加類型の一つとして位置づけられた。

� CO2排出削減設備に対する設備補助等と引き替えに、一定量の
CO2排出総量削減の約束を求めるとともに、排出枠の取引を認める。

※環境省自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）

削減目標

B社 A社

実
排
出
量

削
減
量

実
排
出
量

③京都クレジット

※制度開始以来、これまで908件の事業計画が提出されている。

●この他、専ら排出枠の取引を行う（削減目標の設定は行わない）ことを目的に参加
する「取引参加者」が存在（76社）

（目標設定者数:254）

（注）排出枠の売却希望者、検証希望者、自主行動計画非参加企業
は第三者検証機関による検証を受検する。
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�共同省エネルギー事業を実施した事業者は、定期報告書に、共同省エネルギー事業の取組状況について自主的に書類
を添付できる。

共同省エネルギー事業に対する配慮

「①他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与し、②我が国全体のエネルギーの使用の合理化
に資する事業」と法律上定義。

共同省エネルギー事業とは

事業者が自主的に行う共同省エネルギー事業について、国はその取組を促進するよう、改正省エネ法の施行にあたり、
適切な配慮を行う。

◆概要

③省エネ法における共同省エネルギー事業の報告への活用

を添付できる。
�共同省エネルギー事業の取組状況にかかる書類に基づき、国は事業者の取組について勘案・評価。
�定量化が可能な場合は、中立的な第三者の認証を受けた場合に限り、共同省エネルギー量について報告可能。

�事業者が共同省エネルギー量を報告した際、当該事業者が自らの省エネルギー努力を十分に行っているにもかかわら
ず、エネルギー消費原単位が年平均１％以上低減できていなかったとしても、報告する年度においてエネルギー消費原
単位を年平均１％以上低減する際に必要となるエネルギー削減量見合い以上の共同省エネルギー量を報告する場合
は、そのような状況を国として勘案・評価。

�国内クレジット制度で認証を受けた事業について、中立的な第三者の認証を受けた共同省エネルギー事業として簡易に
報告できる。

国内クレジット制度の活用

共同省エネルギー量
当該事業が実施された場合
のエネルギー使用量

＝ ｰ当該事業が実施されなかった
場合のエネルギー使用量
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○ 地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）平成２０年度改正により、算定・報告・公表制度において、

事業者は、①に加えて②が報告可能となった。

① 『温室効果ガス算定排出量（実排出量）』

② 『調整後温室効果ガス排出量』 （京都メカニズムクレジットや国内クレジットなどの償却を反映）

調整後温室効果ガス排出量の報告

④温対法における調整後温室効果ガス排出量の報告への活用

事業者は、国内クレジットなどの償却により、自社の調整後排出量を引き下げることが可能。

温室効果ガス排出量

国内クレジットなど

調整後温室効果
ガス排出量

①京都メカニズムクレジット（償却分）

②国内認証排出削減量（償却分）＝ －

調整後排出係数
（t-CO2／kWh）

発電に伴う
ＣＯ２排出量（t-CO2）

①京都メカニズムクレジット（償却分）

②国内認証排出削減量（償却分）－

販売電力量（kWh） 国内クレジットなど

＝

○ 電気の排出係数についても、各電力会社による京都メカニズムクレジットや国内クレジットなど注の償却を

反映した「調整後排出係数」が設定された。（調整後排出係数は、事業者が調整後排出量を算出する際

に使用。） 注）平成２３年１月に調整後排出係数の算出方法を見直し、国内クレジットなども反映可能となった。

調整後排出係数の算出

事業者は、国内クレジットなどの償却により、自社の調整後排出量を引き下げることが可能。

電力会社は、国内クレジットなどの償却により、自社の調整後排出係数を引き下げることが可
能。

27



セロリー株式会社の例
（カーボン・オフセット商品としての活用）

○ セロリー社は、国内クレジットでオフセットしたユニフォームを販売。購入者は、同商品の購入を通じて、京都議
定書目標達成、国内CO2排出削減事業の促進に貢献。

カーボン・オフセット
ユニフォーム
購入者

共同実施者
（商社等）

�京都議定書目標への貢献
�国内CO2排出削減事業の促進

資金

セロリー株式会社

⑤その他（CSR活動、オフセット等）の活用(1)

排出削減事業者

償却口座

カーボン・オフセット商品
カーボン・オフセット証明書

国内クレ
ジット

資
金
等

国内クレジット

カーボン・オフセットの実行量

721トン-CO2
（2010年3月～2011年6月までの累計）

国内排出削減プ
ロジェクト
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イオン株式会社の例（CSRでの活用）

有料レジ袋収益金
(1億円)

○ イオン株式会社は、レジ袋の無料配布を中止したことによるレジ袋収益金を活用して、森林保全に寄与す
るCO2削減事業（国内における重油や灯油など石油系燃料の木質バイオマス化事業等）から生じた国内ク
レジット約15千トンを購入・償却。

共同実施者
（商社等）

有料レジ袋
収益金

(約2億円)
イオン株式会社

⑤その他（CSR活動、オフセット等）の活用(2)

償却口座

国内クレジットの購入

排出削減事業者
（中小企業等）

国内クレジット

資
金
等

国内排出削減プロ
ジェクト

地域の環境保全活
動等に寄付

2010年度償却量
14，860トン

有料レジ袋収益金
(約1億円)

日本のCO2削減目標達
成に寄与

重油ボイラー バイオマスボイラー

重油

森林保全に寄与するＣＯ２削減事業

木屑、
ペレット等
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・本スキームは、東日本大震災の復興支援と中小企業等における温室効果ガス排出量の更なる削減を進めるために、全国

各地の排出削減事業者及び国内クレジット活用企業の協力を得て、排出削減事業者が得た、国内クレジットの売却代金の

半額を東日本大震災の被災地へ寄付を行う取組みです。

・ 本スキームを活用して、これまでに７５０万円を越える寄付金を岩手県、宮城県、福島県に送金致しました。

全国各地の排出削減事業者（複数）
（共同実施者）

売却代金－寄付金 国内クレジット

寄付実施状況

実施日 寄付金額 クレジット購入企業
対象排出
削減事業

第１回 2011.11.29 総額　3,519,000円 東京エレクトロン（株） １１事業者

　　宮城県　1,854,304円 （株）三井住友銀行

スキーム図

⑤その他（CSR活動、オフセット等）の活用(３)
～東日本大震災復興支援型国内クレジット活用スキーム～

株式会社イースクエア
（運営管理者）

売却代金－寄付金 国内クレジット

国内クレジット購入代金

国内クレジット活用企業

委

託

寄
付
金

被災地

岩手県経
済
産
業
省

宮城県

福島県

　　宮城県　1,854,304円 （株）三井住友銀行

　　福島県　1,262,418円 ユニ・チャーム（株）

　　岩手県　　402,278円 （社）日本カーボンオフセット

第２回 2012.　6.27 総額　4,042,500円 東京エレクトロン（株） １５事業者

　　宮城県　2,142,526円 （株）三井住友銀行

　　福島県　1,491,798円 ユニ・チャーム（株）

　　岩手県　　408,176円 （株）イトーキ

帯広信用金庫

山喜（株）

・本スキームについては、http://jcplr.jp/shinsai/index.html（委託先ホームページ）をご覧ください。


