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換をお願いしたいと思います。また JST に対するご意見がございましたら、それを聞かせて頂ければと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。簡単ではございますが、私からの挨拶とさせて頂きます。 
 
高瀬：外村理事、ありがとうございました。 
 では引き続きまして第 2 部の最初の講演は、経済産業省 産業技術環境局 環境政策課の森川様より、日本

の省エネルギー政策と J-クレジットについてです。 
 
 
省エネルギー政策と J クレジット 
森川 純 氏（経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境経済室 環境調和産業推進室 課長補佐） 

 

 

 皆さんこんにちは。只今、ご紹介にあずかりました経済産業省 産業技術環境局 環境経済室の森川と申し

ます。本日はこのような機会を与えて頂きありがとうございます。私の部署は、実は省エネではなく、どち

らかというと国の CO2削減目標、産業界の実施行動計画、市場メカニズムを活用したクレジット制度等を担

当しているところです。ただ、温暖化対策と省エネというのは、多くは表裏一体であること、そして私の担

当している J-クレジット制度というのが技術ベースで省エネ、省 CO2を進めていくという制度であることか

ら、グリーンディールに関連する議論に少しでもお役に立てるのではないかと思い、少しお話をさせて頂こ

うと思っています。 
 大きくはエネルギーの全体像、省エネ施策、J-クレジット制度という 3 つのパートに分けてご説明します。

最初の省エネの方は主に産業界の話で、本日のくらしの省エネということからは少し外れますので、簡単に

進めたいと思います。 
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 まず全体像です。本当に全体像の全体像なのですが、1973 年対比で日本の GDP は 2.4 倍になっている一

方、最終エネルギー消費は 1.3 倍に留まっています。その中でも右側の縦グラフを見て頂きますと、産業界

は実は 0.9 倍ということで 1 倍を切っている。一方で運輸部門は 1.8 倍。家庭部門、業務部門が 2.4 倍とい

うことで、2 倍以上増えているという状況になっています。 

 



 

79 

  

 日本のエネルギー・ポリシー、政策の歴史ということですが、日本は資源に乏しいということもあり、経

済やエネルギー情勢の変化に伴ってアダプトしてきました。例えばエネルギー・セキュリティーにエコノミ

ック・エフィシエンシーが足され、そのあとは環境が足されて、と、どんどん重点が、バランスがとれ、変

遷してきているというのがこちらの表です。これが全体像の政策の動向ということです。 

 

 次に省エネの話に特化して具体的な取組みについて簡単にお話しいたします。 
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 まず日本の省エネの努力です。やはりオイルショック以降、この左下の表を見てもわかるとおり、40％減

と相当省エネが進んでいる状況にあります。省エネ法というのもあり、右側の表ですが、GDP 単位というこ

とになりますが、世界最高水準のエネルギー消費を達成していると言っていいかと思います。 

 

 省エネ法というのは産業界、業務・家庭部門、運輸部門をカバーしています。中身で言うと、例えばエネ

ルギー消費量の定期的な報告、ビル・家庭の省エネ基準、トップランナー制度などを規定しているものです。
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どの分野を何がカバーしているかというのは詳しくは上のスライドをご覧ください。 

 

 具体的な工場の規制スキームについては、かなり産業の話になってしまうのですが、原油換算 1,500 キロ

リットル以上の工場をターゲットにしており、全体で言うと産業界の 90％、商業部門の 40％位をカバーし

ています。カバー率はかなり高いものになっています。例えば年率 1％の削減をしなさいというようなこと

がこの中で決まっており、かなり地道に積み上げるような施策になっています。 
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 もう 1 つトップランナーについて簡単に触れたいと思います。こちらは 3 年から 10 年以内の省エネのタ

ーゲット、目標を満たすことを義務づけている仕組みで、特に家電や自動車の省エネ施策、省エネの効率ア

ップに寄与しています。例えば左側の自動車のところで言いますと、ガソリン車だと 1995 年から 2010 年で

燃費が 48.8％向上しています。エアコンの方でも 32.3％、冷蔵庫も 2005 年から 2010 年で 43％というよう

なことで、かなり高いレベルの省エネ効果が得られていると考えています。 

 

 震災の後、省エネの継続のために、従来のエネルギー消費量を少なくしようという取組みに加えて、右側

の方のピークカットの話、今回の話にも関わってくると思いますが、ビル・家庭の省エネの話、エネルギー・

マネージメント・システムを促進しようという方向が追加されてきています。 
 
 具体的な話で言うと、例えば BEMS や HEMS です。ビルや家庭のエネルギー・マネージメント・システ

ムの導入が今進んでいまして、BEMS の Aggregator では、取りまとめるような方が中小にマネジメントサ

ービスの提供等をしています。今後デマンド・レスポンスというサービスの提供も期待しているところです。 
 
 更にもう一歩進むと、ZEB、ZEH と言っている、Net zero energy building や Net zero energy house、そ

の先にはスマート・コミュニティーという形でそれが面的に広がっていくことを今、期待しているところで

す。 
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 それでは、今回私の方から 1 番ご紹介したい J-クレジット制度というスキームについて簡単にご紹介した

いと思います。 

 

 もともと国内クレジット制度というものがありました。京都議定書の下で日本は 6％の削減義務を負った

ことから、産業界の方は自主行動計画という形で自主的に省エネ、省 CO2を進めるということになりました。

それを達成できなかった場合には京都クレジットや、国内の CO2削減の分を使おうということで、日本の国
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内クレジット制度を立ち上げたのです。Japan’s Domestic Credit と書いてあるところです。2008 年の 10
月にスタートし、プロジェクトでいうと 1,466 プロジェクトが実施され、トン数で言うと 150 万トンくらい

の CO2削減のクレジットが認証されました。 

 

 こういう制度を始めようと考えた、省エネや省 CO2のバリア、障壁について話します。まず大企業と中小

企業のエネルギー消費効率の差があります。左側の表です。大企業と中小企業の省エネ効率の差が、実は 20％
くらいあり、省エネの余地が特に中小企業の方にまだあるのではないかと考えています。中小企業ではどう

して省エネ投資がなかなか進まないのかを聞いたアンケートの結果が右の表で、半分くらいの中小企業が、

導入コストが高いためになかなかそういう投資ができないのだと答えています。何をやったらいいかわから

ないとか、自分ではできないというような答えもあるのですが、一番の障壁はコストだろうということで、

クレジットを売却することで少しでも導入コストを抑えて中小企業の省エネが進まないか、ということで制

度が始まりました。 
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 具体的なスキームです。これは前の国内クレジット制度の時代ですが、大企業と中小企業、農業や家庭も

あります。基本的には中小企業や家庭が新しい省エネ、省 CO2に繋がる設備を導入する。例えばボイラーや

太陽光発電設備といったものを導入して、それに対して実際にどれくらい CO2が削減されたかをきちんとモ

ニタリングし、その削減した分を国の方の委員会でクレジットとして認めて、それを大企業に売却すること

ができるというスキームになっています。 
 この制度は経済産業省、環境省、農林水産省の 3 省の共同事務局が 2008 年から行いました。大企業の自

主行動計画、省エネ法や温対法の報告、CSR 的にオフセットをするというのが主な使用用途となっています。 
 
 国内クレジット時代の成果についてです。先ほど申し上げたとおり 1,460 件くらい実際にプロジェクトが

行われたのですが、左上のプロジェクトが行われた場所ということで言いますと、半分くらいが工場になっ

ています。その次が実は家庭で、家庭の太陽光発電の導入などが多くなっています。それ以外に温泉施設、

病院、ホテルなど、いろいろなところでプロジェクトが行われました。その下の、導入された設備の種類と

いう円グラフですが、バイオマスボイラーも含めると半分以上がボイラーということになっています。ボイ

ラーというのは投資回収年数が短く、わりと簡単に投資回収ができるので、企業としても取組み易いという

ことで、半分位がボイラーということになりました。それ以外も照明、LED 化、ヒートポンプなど各種の設

備が導入されています。 
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 次のページにいきまして、真ん中の表の左側にある Domestic CDM というのが、国内クレジット制度です。

もう 1 つ、環境省の方で森林の CO2吸収をクレジット化する J-VER 制度というものがありました。京都議

定書が終わる 2013 年 3 月に制度が両方とも一旦終わるということで、2013 年 4 月からは 2 つの制度を一体

化しました。その名前が J-クレジット制度です。2013 年以降も引き続き CO2削減を進めていかなくてはい

けない、産業界の低炭素社会実行計画や CSR などで引き続き国内のクレジットを使ってもらおうということ
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で、基本的には 2 つの制度の最大公約数をとる形で、今まで参加してきた人に加えて新たな参加者を募ろう

と進めています。 

 

 具体的なプロセスです。先ほどのグリーンディールのプロセスも結構複雑だったと私は思ったのですが、

こちらの方も中小企業にとってはなかなか複雑な制度です。最初に、例えばボイラーや太陽光という技術毎

に、どのように CO2削減量を計算するかという方法論が必要です。今 60 以上方法論があるので、普通は既

存の方法論を使えばいいのですが、自分が使いたい方法論を選択してまずどれくらい CO2が削減できそうか

という計画書を作ります。これが②番のプロジェクト・プランニングというところの Development of PDD
というところになります。計画書を作ったら第三者の審査機関がありますので、そちらの審査機関が計画書

をチェックし、問題無いという Validation を行います。Validation が終わった後、参加者は国の方の委員会

に登録申請を行い、国の方で問題なければそちらの方を登録します。そちらがプロジェクトの登録、③番と

④番ということになります。一定期間、1 年なり 2 年なり 3 年なり、実際に設備を稼働してもらい、実際に

どれくらい CO2が削減されたのかをきちんとモニタリングして、それを再び実績報告書という報告書の形に

中小企業の方ですることになります。それに対して第三者の認証機関が実際に報告書どおり CO2が削減され

ているということを認証し、その報告書と共に国の方に提出して、国の方に最終的にクレジットの発行の決

定権があるというプロセスになっています。 
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 具体的な制度文書もいろいろあります。一番上にあるのが実施要項、全体を統括するような文書。その下

に方法論を作るための文書や、実際に実施するためにはどういうプロセスを踏んで下さいという文書が整備

されています。 

 

 具体的な審査体制、国の方の体制です。3 省で持っている制度ですが、2 つほど委員会があります。1 つが

Steering Committee と書いてある運営委員会、もう 1 つが実際に個別のプロジェクトを審議して、承認や認
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証していく認証委員会ということになっています。主に運営委員会の方で制度文書、制度全体の運営に関す

る審議や、方法論の作成を行い、認証委員会の方で具体的なプロジェクトの登録やクレジットの認証を行う

ことになっています。Secretariat と書いてある事務局の方、我々の方でそちらをサポートするという形です。 

 

 もう 1 つ、先ほどから出てきている、計画書などをチェックする審査機関なのですが、こちらは ISO14065
を取得しきちんと体制が整っている審査機関を国の方で登録し、Validation と Verification を行うことにな

っています。 
 

 具体的なプロジェクトです。どういうプロジェクトが登録できるかということで、条件が①から⑦とあり

ます。国内の制度なので、当然国内でやっていること。2013 年以降の制度なので、2013 年 4 月以降にスタ

ートしたこと。③番が環境の制度特有の話なのですが、追加性を満たしていることということで、単純に言

うと投資回収年数が 3 年以上であるというのが、追加性があるということです。投資回収年数が 3 年未満の

ものについては、それは企業などが自分で、こういう制度の後押しが無くても自分たちで導入していくだろ

うということで、投資回収年数がある程度長いものをこういう制度で後押ししようということから定められ

ている要件になっています。それから④番の先ほど申し上げた具体的な方法論に基づいていること、⑤番の

審査機関がきちんと審査をしていること、というような条件があります。 
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 今、申し上げた方法論なのですが、方法論としてはエネルギー分野、特に省エネ分野と再エネ分野、それ

から工業プロセス分野、農業分野と廃棄物、森林分野ということでかなり幅広く CO2が削減されたり吸収さ

れたりする分野をカバーしている制度になっています。右側の方に Baseline and Credit の基本的な考え方

という枠があるのですが、こちらの方は、例えばボイラーを新しく入れ替えたというようなプロジェクトの

場合、仮に新しいボイラーを入れてなくて前のボイラーを使い続けていたらいったいどれくらい CO2が出た
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のだろうかというのがベースラインになります。古い設備を使い続けた場合の CO2排出量というのが家庭の

CO2排出量になり、それと比べて実際に新しいボイラーを導入した場合の CO2排出量がどれくらいだったの

か、こちらの方は実測をすることで、その差分が CO2削減量になるという考え方になっています。 
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 具体的な方法論がずらっと 58 個承認されています。わりと使われているものから上に並べているのですが、

ボイラーやヒートポンプというものもあれば、下の方に行くにつれて、私も英語を見てすぐにパッと日本語

が出てこないような方法論もあります。こういう技術についてエネルギー分野の方に 38 個の方法論があり、

再エネ分野が 9 個、工業プロセスが 5 個、農業で 3 個、廃棄物 1 個、森林関係が 2 個というような方法論で

実施しているところです。 
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 最後に 1 つだけ、家庭との絡みで言いますと、後から新しくプロジェクトを追加できるプログラム型プロ

ジェクトというスキームがあります。普通の場合はボイラーを 1 個入れると 1 つのプロジェクトということ

になってしまうのですが、例えば家庭の太陽光というのを 1 万件集めてきます。普通、1 家庭あたり年間に

CO2は約 1 トンしか削減されないのですが、それを 1 万件集めることで 1 万トンの削減量になるという、費

用対効果が非常に良いようなプロジェクトというタイプを用意しています。こちらは先ほどの HEMS や

BEMS の Aggregator のような形で、運営をとりまとめる人を置き、統計学的なサンプリング手法を使いな

がら費用対効果を良くする形で運営しています。今こちらの方がクレジットの制度の中で占める割合がかな

り大きくなっているという状況になっています。 
 
高瀬：森川様、ありがとうございました。実は J-クレジットのプログラム型の一環として、日本でグリーン

ディールを行ったらどうなるかといったような実験ができないかということがあり、森川様に J-クレジット

について是非詳細にお話しして頂きたいということをお願いしました。引き続き環境省の地球環境局 地球温

暖化対策課 増田課長補佐よりお話を頂きたいと思います。環境省ではこれからご紹介頂く家庭エコ診断とい

う、グリーンディールで言えばアドバイザに相当するような方を育成するというプログラムを最近始められ

ました。グリーンディールを視野に入れた政策もずいぶん工夫されてきたという経緯についてもお話し頂こ

うと思っています。増田さん、よろしくお願いします。 
 
 
地球温暖化対策の取り組みについて～低炭素ライフスタイルに向けて～ 
増田 大美 氏（環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 課長補佐） 

 
増田：皆様こんにちは。私、先ほどご紹介頂きました環境省 地球温暖化対策課の増田と申します。本日はお

招き頂きましてありがとうございます。 
 今日は温暖化対策の中でも、特にグリーンディールの話と関連が深い、家庭向けのエコ診断について中心

的にご説明できればと思います。家庭版の ESCO 事業を念頭に置いて進めていきたいという考えのもとで始

めています。また住宅の省エネルギー、あるいは低炭素住宅という観点から申しますと、国土交通省をはじ

めとして経済産業省、環境省、この 3 省が主に関わって、温暖化対策の住まいと住まい方という点で一緒に

取組んできているという経緯があります。よろしくお願いします。 
 


