ＥＶＩ環境推進協議会マッチングイベント
平成25年11月11日於：東京国際フォーラム

基調講演

環境省地球環境局地球温暖化対策課
市場メカニズム室 室長 熊倉 基之氏

予定です。その中で、地球温暖化の

や４００ｐｐｍに近づいていること

この事実を踏まえても、今すぐ実

が観測によってわかっています。

に急速に大気中に人間が放出して温

ければいけないと思います。

て、今から予防的対策に取り組まな

くりを進めております。今回は、地

に活用していただくという仕組みづ

しまして、広く企業・国民の皆様方

吸収のプロジェクトをクレジット化

っております。この数字はあくまで

海面水位も１メートル弱の上昇とな

予測で高いレベルでは約５度程度、

２１００年くらいの世界の平均気温

ＰＣＣの５次評価報告書によると、

度が上がるということです。このＩ

し、劣化して吸収量が落ち、更に濃

でが京都議定書の第２約束期間とな

り、ちょうど今年から２０２０年ま

務を課す枠組みが２０１２年まであ

京都議定書という先進国に削減の義

して参りました。御存じのとおり、

収のための枠組みを作ろうと交渉を

このため、世界各国も排出削減吸

グイベントにもこのように多数お越

世話になっており、今日のマッチン

非常に極端な現象を引き起こすと言

今日からＣＯＰ がワルシャワで始

国が入る新しい枠組みが必要です。

雨の少ない所は更に乾燥化が進む等、 に大きな排出国であるアメリカ・中

は更に高く、雨が多い所は更に多く、 ことになっております。特に、非常

せんが、地球温暖化が一定の底上げ

接的な因果関係は容易に説明出来ま

渉の場で、２０２０年以降全ての国

まりましたが、世界各国が集まる交
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地球温暖化の世界的な流れと

要因は、人間活動が原因である可能
性が極めて高いと示されています。

が、私達の子供・孫の世代には大変

Ｊ ク
- レジット制度

なことになるという危機意識を持っ



原因のひとつは、何億年も前に化
私は、
国内のＪ クレジット制度と、
石として蓄積されている石油や石炭
海外の２国間クレジット制度を活用

感が持てない環境問題ではあります

等を産業革命以降わずか数百年の内

ついての担当をしております。いず

室効果が起こり、温室効果ガスを吸

したカーボン・オフセットの制度に
れも国内外でいろんな方々が取り組

球温暖化対策の全体的な流れと、政

も世界の平均で、地域や季節によっ

排出削減吸収のための枠組み

府で進めておりますＪ ク-レジット
制度について御紹介をしたいと思い

ります。日本はこれには参加しない

まれている温室効果ガスの排出削減、 収してくれる森林が世界各地で減少

ます。

て大きく変動します。気温が高い所

しいただきまして環境省の方からも

われています。今年の異常気象も直

日頃からＥＶＩさんの取組にはお

お礼を申し上げたいと存じます。
まず国際交渉の状況ですが、地球

しかし、２０２０年まで何もしな

温暖化問題は世界史上最大の環境問

いのではなく、前々回のＣＯＰ 、

が参加する法的枠組みの発行実施を
この様に気温上昇はいろいろ顕在

をしていると、多くの研究者が警鐘

化しており、ＣＯ２の濃度も産業革

題と言われております。これまで何
者が集まった地球温暖化に関する会

カンクンで開かれた会議で﹁カンク

目指して議論をしています。
議でレポートが提出され、今年から

命以前は２８０ｐｐｍでしたが、今

を鳴らしております。

来年にかけて第５次の評価書が出る

度もＩＰＣＣという世界各国の科学

19

環 境 を 考 え る

環境省 経済産業省 農林水産省共同で

に生育する植物などが温暖化のスピ

思います。温室効果ガス排出量のほ

て出て来るのがほとんどですが、他

ン合意﹂がなされ、２０２０年まで

海中におきましてもサンゴ礁の白

にメタン、ＨＦＣという代替フロン

ぼ９割がエネルギー起源ＣＯ２で、

化現象、また、熱帯魚が千葉県の沖

等も温室効果を有しております。

化石燃料、石油、ガス石炭を燃やし

際的にしっかり算定公表する仕組み

合でも見られる等の異変が既に観測

一番比率の高いものは産業部門です

ードに追い付けないのではないかと

となっています。２０２０年以降の

されており、これまでの歴史にない

が、様々な省エネの努力により推移

いう心配があります。

将来枠組みですが、１９９０年の排

早いスピードで気温が上昇すること

は削減傾向にあります。一方、
業務・

に各国が自主的に削減目標・削減行

出はほとんど先進国でしたが、現在

に生物が追い付けないのではないか

動を掲げ、誓約し、各国の取組を国

は中国・インドその他発展途上国も

と心配しています。

ギー転換は少し増えて、３． 以降、

しなくてはなりません。更にエネル

は排出量が増えており、対策を強化

家庭等、オィスビルや住居において

エネルギー起源ＣＯ２の排出量の

非常に多くの排出源となっており、

次に温室効果ガス排出量ですが、

京都議定書の目標

京都議定書に入らなかった米国も含
めて全ての国に適用される法的枠組
みが非常に大事であります。フラン
スで開催されるＣＯＰ での採択を

書の目標では ％、森林吸収分も含

００万トンを基準として、京都議定

あり、電力の排出係数も悪化してい

原子力発電所が止まっていることも

目指して議論をしているところです。 今まで１９９０年の排出量 億６１

国内の自然現象

11

Ｊ ク
- レジット制度

さて本題のＪ ク-レジット制度で
すが、環境省は企業や自治体、農業

２０１２年度の我が国の温室効果

部門、家庭など様々な削減への取組、

ガスの排出状況から、気象被害、気

京都メカニズム、これは京都期間中

また、森林の間伐等による吸収の取

ガス排出量の速報値は基準年比で＋
だろうと考えております。例えば大

の海外での削減をクレジット化して

組を登録して認証してクレジットを

温上昇、海面の上昇等、世界の中の

雨のリスクですが、国交省の調査に

持ってくるもので、それを加味する

に気温の上昇による農作物の品質の

くなるのではないかと思います。更

られるところですが、ますますひど

な異常気象は昨今の状況からも感じ

５０年には半減という目標が挙げら

序の口で、世界全体の排出量を２０

達成できそうです。ただし、これは

苦しいながらも京都議定書の目標は

収がないという違いはありますが、

産業省中心にやってきたのは森林吸

発行するＪ Ｖ-ＥＲ制度という仕組
みを運営してきました。一方、経済

6.3

自主行動計画という経団連さんの計

～ 倍程度、
既に大雨、
洪水等の様々

1.8

れており、実現できるかが勝負だと

-8.2

よりますと今世紀末頃には現在の

と５か年年平均で基準年比 ％で、

％増ということで、森林吸収量と

めて削減しようと努力してきました。 る現状です。

-6

一部としてそれ相応の被害を受ける

次に国内の状況ですが、温室効果

12
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劣化や、生態系もブナ林や寒い地域
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4.4

してきた国内クレジット制度があり
トは売却して利益になることがあり

ストの低減効果も見込め、クレジッ

です。プロジェクト計画は、排出削

吸収プロジェクトの計画作成が必要

す。Ｊ クレジット実施の手続きと
してまずは、
温室効果ガス排出削減・

燃料又は系統電力の代替、太陽光発

木質バイオマスの固形燃料で化石

てクレジットの発行となります。

ました。それぞれ取り組んできた両

減・吸収技術について、制度で承認

電設備の導入によって通常の系統電

ているということで、ランニングコ

制度は目的も似通っているので、今
ます。Ｊ Ｖ-ＥＲ制度を引き継いで
いるので、森林吸収対策及び、ＣＯ

された方法論から選択し、作成しま

てカーボン・オフセットを実施され

セットの取組ですが、環境貢献とし

実施できます。更にカーボン・オフ

いわゆるルールの様なものです。

これだけ排出削減・吸収ができる、

す。方法論とは、このような取組で

を木に固定化させる吸収のプロジェ

適切な経営、間伐を実施し、ＣＯ２

気を使わない方法、森林経営活動で

購入等によって自分の削減に使用す

というのは創出されたクレジットを

クレジット活用者はクレジットを買

会貢献等でＰＲをしていただくこと

ビス等を消費者へＣＳＲ・企業の社

ドキュメント（ＰＤＤ）を作成し、

も見込めるのではないかと思います。 の計画、プロジェクト・デザイン・

その方法論に則ってプロジェクト

省・経済産業省・農林水産省です。

いただくのが制度管理者である環境

能です。この取組をチェックさせて

新しい方法論を提案されることも可
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画の達成に使うことを主目的に運営

年度から統合したものです。これに
２以外のフロンの対策も制度として

省の三省共同の制度が発足すること

た企業とか、商品、イベント、サー

排出削減・吸収プロジェクト

より環境省・経済産業省・農林水産
になりました。Ｊ ク-レジットは、
プロジェクト実施者、削減や吸収を

クト等、既に の排出削減・吸収の

行う方々、また、クレジット活用者

る方々が関係します。プロジェクト

それについてしっかり削減・吸収さ

制度文書の決定、プロジェクトの登

方法論が承認されています。また、

実施者は、もちろん温室効果ガス排

うのですから、それ相応のメリット

録認証、チェックされる審査機関の

認証登録委員会とは

出削減、省エネを実施していただい

れているかどうか中身が妥当かどう

度のプレーヤーとしても大事で、プ

かの妥当性確認（バリデーション）

ロジェクト計画の妥当性確認、モニ

がないと買ってい

この登録に基づき排出削減・吸収

タリングした算定結果の検証チェッ

ただけません。地

プロジェクトを実施していただきま

クが重要で、その能力が非常に重要

登録等々の決定を行う運営委員会・

すが、このプロジェクトをやった場

を第三者機関によって行って、国の

ネの実施報告が義

合とやってない場合との差で生み出

です。ＩＳＯ １４０６５という温

球温暖化対策推進

務づけられていま

される排出削減・吸収量を一年間な

室効果ガスの検証に係わる国際規格

認証委員会は、本年度既に数回開催

すので、クレジッ

どの一定の期間についてモニタリン

があり、この認定を受けている機関

制度である認証委員会に登録をして

トを獲得された方

グし、
算定後に第三者機関の検証
（ベ

法、省エネ法にお

は報告の中でその

リフィケーション）を受けた後、国

しております。審査機関の方々は制

分排出削減したと

の方々にＪ ク-レジット制度の審査
をしていただいています。

いただきます。

いうことで、調整

の認証委員会での審議を経て、晴れ

スの排出量や省エ

後の報告ができま

いて、温室効果ガ

56

自分だけでは削減

トの仕組みは、自

ーボン・オフセッ

ットを活用したカ

ています。クレジ

供させていただい

安心材料として提

その地域の森林保全活動を応援する

効果ガスを削減し、 ジェクトのクレジットを購入すれば

分が排出する温室

ことになり、中山間地域など地方の

う側面があります。森林吸収のプロ

できるように、お金で支援するとい

その環境努力を継続的に行うことが

現場が見えることが非常に重要で、

電プロジェクトをしている所など、

適切に施業している場所、太陽光発

ずつはっきりしております。森林を

的メリットがあります。Ｊ ク-レジ
プロバイダーを決
めるに当たっての、 ットは各プロジェクトの現場が一つ

持っていただき、取引がなされるこ

商品や農林水産業や物流にも関心を

取組を知っていただくことで、関連

非常に重要で、多くの方々にＪ クレジット、カーボン・オフセットの

イベントも我々の取組の一環として

Ｏを開催します。本日のマッチング

また、カーボン・マーケットＥＸＰ

地域レベルでの取組を盛り上げます。

と活用する人のマッチングをして、

会の立ち上げ、クレジットを作る人

推進、各地域の拠点となる地域協議

域におけるカーボン・オフセットの

頼性を確保しております。プログラ

ロバイダー・プログラムを設けて信

性が重要ですので、オフセット・プ

扱われるプロバイダーの業務は信頼

す。目に見えないクレジットを取り

の中継ぎとして重要なプレーヤーで

レジットを生み出す方と買われる方

セット・プロバイダーの方々も、ク

制度の普及には、カーボン・オフ

どうしても削減しきれないＣＯ２を

に事業活動も生活もできないので、

です。しかし、全くＣＯ２を出さず

でできることに取り組むことが大事

調の調節や自動車を控える等、自分

国民に義務付けはありませんが、空

その上で自ら減らすのが基本です。

フセット（相殺）することです。オ

地域等で削減・吸収されたものをオ

途上国の支援やグリーン成長も応援

また、二国間クレジット制度は海外

りが取り組めます。また、企業はＣ

ことは国としても率先してやってい

を実行したいと考えており、できる

どもクレジットの仕組みで可能です。 ンピックではカーボン・オフセット

ことにも繋がります。故郷の応援な

ＳＲとして終わらせずに、環境保全

行までは至っておりませんが、今年
きます。Ｊ ク-レジット、カーボン・
から工事は着工しています。今後は、 オフセットの仕組みは国民一人ひと

めております。未だクレジットの発

に対して引き続き高い志を持って積

悪いのですが、決してそうではなく、 における削減・吸収プロジェクトを、 でももちろんカーボン・オフセット

フセットというとお金で解決のよう

するという趣旨で二国間クレジット

自分の温室効果ガスの排出量を知り、 設備補助事業を通じて環境省でも進

に安易に考えられると非常に印象が

制度もよろしくお願いします。

とを期待しています。ロンドンオリ

りますが、今年度につきましては地

しきれない部分を

すれば、その地域の取組を支援する

他の企業、事業者、 クレジットを購入してオフセットを

ムに参加するためには、審査機関に

クレジットを購入することで、オフ

かーぼん・オフセットの仕組み

よる予備審査でプロバイダーとして

セットしようということです。カー

います。そして本日のマッチングイ

極的に取り組んでいただきたいと思

をしていたので、東京オリンピック

の業務の透明性などを確認し、カー

環境省では今後もＪ クレジット、 ベントがその一助になればと思いま
す。ご静聴ありがとうございました。
カーボン・オフセットを推進して参

今後の取組み

ボン・オフセット制度登録認証委員

会での登録を受ける必要があります。 ボン・オフセットには多面的・社会
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