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第２章 温室効果ガスの排出抑制・吸収の量に関する目
標
第２節 温室効果ガス別その他の区分ごとの目標
３．京都メカニズム
京都議定書の第１約束期間における削減約束に相当する排出量と同期間
における実際の温室効果ガスの排出量（温室効果ガス吸収量控除後の排出
量とする。）との差分については、京都メカニズムを活用することを目標
とする。
なお、温室効果ガス及び温室効果ガス吸収源の目標のうち、第１約束期
間において、目標の達成が十分に見込まれる場合については、こうした見
込みに甘んじることなく、引き続き着実に対策を推進するものとする。
※ 現時点の各種対策の効果を踏まえた各ガスの排出量見通しを踏まえれ
ば、差分は基準年総排出量比1.6％となるが、各種対策・施策の効果、
経済動向等により、変動があり得る。
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第３章 目標達成のための対策と施策
第５節 京都メカニズムに関する対策・施策

削除 : （３）

１．京都メカニズム推進・活用の意義

削除 : ○

京都議定書においては、削減約束の達成とともに、地球規模での温暖化
防止と途上国の持続可能な開発の支援のため、国別の約束達成に係る柔軟
措置として、他国における温室効果ガスの排出削減量及び吸収量並びに他
国の割当量の一部を利用できる京都メカニズム1（ＪＩ、ＣＤＭ及び排出量
取引）の活用2が認められている。
京都議定書の約束を確実に、かつ費用対効果を考えて達成するためには、
京都メカニズムについて、国内対策に対して補足的であるとの原則を踏ま
えつつ、適切に活用していくことが必要である。
また、今後、途上国等において温室効果ガスの排出量が著しく増加する
と見込まれる中、我が国が地球規模での温暖化防止に貢献する観点から、
京都メカニズムを推進・活用していくことが重要である。

２．京都メカニズムの推進・活用に関する政府の取組
（１）京都メカニズムの活用に関する基本的考え方

削除 : かつ費用効果的に

削除 : ①
削除 : 向けた
削除 : ○約束達成に向けた

我が国は、１９９７年の京都議定書採択以降、京都メカニズムの適正な
活用に向けた実施ルールの国際的な検討に参画するとともに、ＣＤＭ／Ｊ
Ｉプロジェクトが行われる国の体制整備支援（キャパシティビルディング）
の実施、民間事業者の取組の促進のためのＣＤＭ／ＪＩプロジェクトの実
現化可能性調査や相談窓口の設置等の取組を進めている。
我が国は、京都議定書の約束を達成するため、国内温室効果ガスの排出
1

共同実施（ＪＩ）は、先進国等における排出削減事業又は吸収源事業によって生じた排出削減量又は吸
収量を当該事業に貢献した他の先進国等の事業参加者が京都議定書第六条１に規定する「排出削減単位」
として獲得できる仕組みである。クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）は、途上国における排出削減事業又
は吸収源事業によって生じた排出削減量又は吸収量を当該事業に貢献した先進国等の事業参加者が京都議
定書第十二条３（ｂ）に規定する「認証された排出削減量」として獲得できる仕組みである。排出量取引
は、先進国等において京都議定書第三条７の規定により発行される「割当量」や対象森林における京都議
定書第三条３に規定する純変化に相当する量の「割当量」等の取引を行う仕組みである。排出量取引のう
ち、割当量等の移転に伴う資金を温室効果ガスの排出削減その他環境対策目的に使用するという条件で行
うものをグリーン投資スキーム
（ＧＩＳ）
という。
（
「排出削減単位」
「認証された排出削減量」
、
、
「割当量」
、
その他地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）第二条第六項各号に掲げる算定割
当量を、本計画においては「クレジット」という。
）
2
京都メカニズムの活用とは、ＣＤＭ、ＪＩのプロジェクトから生じるクレジットや先進国等のクレジッ
トを取得し、これを京都議定書の約束達成のために償却（割当量口座簿上の政府口座に移転した上で、さ
らに、クレジットの償却のための口座に移すこと）すること。
3

削除 : 従って国ごとに
削除 : 単位
削除 : 除去単位
削除 : 単位
削除 : 単位
削除 : 及び「除去単位」を総称し
削除 : 等
削除 : 国別登録簿の償却口座へ移
転

削減対策及び国内吸収源対策（以下「国内対策」という。）を基本として、
国民各界各層が最大限努力していくこととなるが、それでもなお京都議定
書の約束達成に不足する差分（基準年総排出量比1.6％。第２章第２節３（１
８頁）参照。）が見込まれる。
この差分については、補足性の原則を踏まえつつ、京都メカニズムを活
用したクレジットの取得によって確実に対応することが必要である。
京都メカニズムによりクレジットを取得するに際しては、①リスクの低
減を図りつつ、費用対効果を考慮して取得すること、②地球規模での温暖
化防止、途上国の持続可能な開発への支援を図ること、という観点を踏ま
えることが重要である。
また、約束達成に不足する差分が最終的に確定する2013年以降に京都メ
カニズムの活用に着手するのでは約束達成に必要な量のクレジットを取得
できないおそれが非常に高いこと、また、追加的な温室効果ガスの排出削
減及び吸収に寄与するＣＤＭ及びＪＩ並びに具体的な環境対策と関連付け
された排出量取引の仕組みであるグリーン投資スキーム（ＧＩＳ）につい
てはその計画から実施・クレジットの発行開始までに３～５年を要すると
いう実態を踏まえて対応を進める必要がある。さらに、国内対策だけでは
約束達成が困難と見込まれている諸外国では既に京都メカニズムの活用に
着手し、自国の約束達成に必要なクレジットの確保に向けて良質なプロジ
ェクトの選定等を計画的に進めており、こうした諸外国の取組状況にも留
意することが重要である。

削除 : の
削除 : により
削除 : を活用

削除 : （以下「ＣＤＭ／ＪＩ等」とい
う。）
削除 : 取得

削除 : こうしたことから、政府として
は、京都議定書の約束達成へ向けて最

（２）我が国の京都メカニズムの活用に向けた基盤の整備

大限の努力を行っていくため、2005
年度以降、京都メカニズムを本格的に

我が国が、第１約束期間が始まる２００８年から京都メカニズムを活用す
る資格を得るとともに、民間のクレジット取引の安全を図るため、国際的な
決定を踏まえ、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、政府や民間法
人がクレジットの取得、保有及び移転を行うための割当量口座簿の整備を行
い、適切に管理、運営する。また同様に、京都メカニズムを活用する資格を
得る上で必要な温室効果ガス排出量及び吸収量の算定のための国内制度を適
切に運用するとともに、２００６年夏までに条約事務局にこれらの制度等の
概要を報告することを目指す。

活用するよう努めるとともに、必要な
措置を計画的に講じていくものとす
る。

削除 : ア．プロジェクトの形成支援等

（３）ＣＤＭ・ＪＩ・ＧＩＳプロジェクトの促進

削除 : ／

将来我が国が取得可能なクレジット量の増加を図るとともに、我が国の優
れた技術の国際的な普及を図るため、我が国の民間事業者等によるＣＤＭ・
ＪＩ・ＧＩＳによる具体的な排出抑制・削減・吸収プロジェクト形成を促進
する取組が重要である。

削除 : 等の

ア．ＣＤＭ・ＪＩ制度の整備・改善への貢献

具体的には、京都メカニズムを推進・

広くＣＤＭを活発化させるため、国際ルールの改善等に積極的に貢献する。
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削除 : が数多く実施され、将来我が国
が取得可能なクレジット量を増加す
ることに重点を置いて取り組んでい
くことが重要である。
活用するための基盤の整備、プロジェ
クト案件の発掘及び案件形成を支援
するための取組を進める。

特に、途上国においては、今後の産業の発展に伴いエネルギー需要の増加が
見込まれるため、エネルギー使用の合理化が重要な課題となっており、引き
続き、省エネルギー・再生可能エネルギー関連ＣＤＭの推進に向けて、ＣＤ
Ｍ理事会におけるプロジェクト審査の迅速化、方法論の統合化等について国
際的な働きかけを行う。
また、京都議定書加盟国会合等を通じて、ＪＩに関する国際ルールの策定、
制度の運用に積極的に貢献する。
イ．ＧＩＳの具体的スキームの構築

削除 : ａ．基盤の整備
我が国が京都メカニズムを活用す
るために必要となる基盤を整備し、ま
た、幅広い国・地域、事業分野等でＣ
ＤＭ／ＪＩ等の実施を可能とするた
めの取組を進める。
・ＣＤＭ及びＪＩの事業を行う場合に
京都議定書の規定に基づき必要とな

ＧＩＳの適切な活用に向けて、各国政府との間で検討を進め、早急に具体
的スキームの構築を図る。

る我が国政府としての事業の承認を
引き続き行う。また、我が国が、第１
約束期間が始まる2008年から京都メ

ウ．プロジェクトの発掘及びプロジェクト形成の支援

カニズムを活用する資格を得るため、
クレジットの移動等を追跡し記録す

ＣＤＭ・ＪＩ・ＧＩＳのプロジェクトの発掘や形成を促進し、我が国がそ
れらのＣＤＭ・ＪＩ・ＧＩＳのプロジェクトからクレジットを取得できるよ
う取組を進める。また、ＣＤＭ・ＪＩ・ＧＩＳプロジェクトの円滑な実施に
向けて、事業が行われる相手国（以下「ホスト国」という。）における京都
メカニズムの理解を深めるとともに、ホスト国が京都メカニズムの参加資格
を満たせるよう、国内制度等に係る体制整備支援を行う。

るための国別登録簿システム、温室効

・ＣＤＭ・ＪＩ・ＧＩＳプロジェクトについて、有望なエネルギー・環境
技術を活用した案件の発掘並びに実現可能性の調査等の充実を図るとと
もに、その実施を促進する。
・我が国は、ホスト国政府との関係の重要性を踏まえ、これまでＣＤＭ・
ＪＩプロジェクトの促進に向けた首脳間共同声明を発出する等の取組を
進めている。今後とも、こうした二国間の協力体制の構築を進める。
・政府間協議やセミナー等の開催、技術協力等を通じて、ホスト国におけ
る重点分野の把握を図るとともに、ホスト国における京都メカニズムの
知識の普及、政府承認指針の策定支援や人材育成などの体制整備への支
援を進める。

・ＣＤＭ／ＪＩ等に関連する国際的ル

果ガス排出量及び吸収量の算定のた
めの国内制度を整備し、2006年夏まで
に条約事務局にこれら制度等の概要
を報告することを目指す。さらに、国
際合意等を踏まえ、我が国の国別登録
簿を適切に運用する。

ールを汎用的かつ合理的なものとす
るため、その策定・運用改善に積極的
に貢献する。また、政府間協議やセミ
ナー等の開催、技術協力等を通じ、ホ
... [1]
削除 : ｂ．案件の発掘及び案件形成の
支援
削除 : ＣＤＭ／ＪＩ等の事業に係る
案件の発掘や形成を促進し、また、我
が国が
それらのＣＤＭ／ＪＩ等の事業から
クレジットを取得できるよう取組を
... [2]

（４）我が国のクレジット取得に関する取組
国内対策に最大限取り組んだとしてもなお1.6％の不足が見込まれている
が、我が国として京都議定書の約束達成へ向けて最大限努力していくため、
官民が適切な連携を図り、様々な手法を効果的に活用しながら、京都メカニ
ズムによるクレジットを取得していくことが必要である。
ア．政府のクレジット取得制度の整備とクレジット取得の実施

削除 : イ．京都メカニズムの本格活用
削除 : このため、2005年度以降の民間
事業者等によるＣＤＭ／ＪＩ等の事
業促進のための補助事業について、ク
レジットの円滑な取得が進むよう、官
民が協力して着実に推進する。
削除 : さらに、
削除 : として

我が国の京都議定書の約束達成に向けて、政府としてクレジットの取得を
適切に進める。その際、①リスクの低減を図りつつ、費用対効果を考慮して
5

削除 : へ
削除 : ため、

取得すること、②地球規模での温暖化防止、途上国の持続可能な開発への支
援を図ること、という観点を踏まえることが重要である。なお、政府のクレ
ジット取得は、京都メカニズムに積極的に取り組む我が国民間事業者等の海
外展開や我が国の優れた技術の国際的な普及に資するものである。このため、
次のとおり取得を図る。
○ ＣＤＭ・ＪＩ・ＧＩＳプロジェクトによるクレジットの取得に最大限
努力する。
○ 個々のクレジット取得におけるリスクを厳正に評価・管理することに
加えて、取得事業全体として取得に係る国や相手方の分散に努めること
や原則公募を行うことなどにより、クレジット取得に伴うリスクの低減
を図りつつ費用対効果を考慮した取得を図る。
○ クレジットの取得に当たっては、国際ルール等を踏まえ、クレジット
を生成するプロジェクトに係る環境に与える影響及び地域住民に対する
配慮を徹底する。
○ 政府は、クレジットの取得に当たって、独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）を活用する。その
際、ＮＥＤＯが蓄積してきた京都メカニズムに関連する専門的知見、海
外とのネットワーク等を活用して、クレジット取得に伴うリスクの低減
を図るとともに、クレジット取得を長期的かつ安定的に行わせる。
削除 : クレジットの円滑な取得のた
めの具体的な仕組みを第２ステップ

イ．政府のクレジット取得制度以外における公的資金の活用

の可能な限り早期に検討・構築するこ
とが必要であり、2006年度からの実施

京都メカニズムを推進・活用するに際しては、国際的なルールに従いつつ、
被援助国の同意を前提として、ＯＤＡの有効な活用を進める。また、その他
の公的資金についても有効な活用を進める。その結果得られたクレジットに
ついては、政府のクレジット取得に最大限寄与することとなるよう努める。

を目指して、関係府省で連携して検討
し、必要な措置を速やかに講ずるもの
とする。その際、必要なクレジット量
を費用効果的に取得することに配慮
する。
削除 : また、

（５）京都メカニズム推進・活用のための体制整備
政府内の関係府省は、京都メカニズム推進・活用に関する対策・施策に対
して一体となって取り組んでいくことが重要であり、関係府省が協力して効
率的に取組を進めるため、政府内及び政府関係機関の連携を強化する。
京都メカニズムの推進・活用のための関係府省間の連携強化と実施する対
策・施策の促進を図るため、京都メカニズムの総合的な推進・活用を目的と
して関係府省で構成する『京都メカニズム推進・活用会議』において2006年
度以降の施策の具体化と促進を図る。
関係府省は、それぞれの特に以下の分野について積極的、主体的に取組を
進めていくものとする。

削除 : ウ．
削除 : 体制を整備する
削除 : ＣＤＭ／ＪＩプロジェクトの
政府承認を目的とした現在の「京都メ
カニズム活用連絡会」を改組し、
削除 : （仮称）
削除 : を速やかに設置する。
同会議
削除 : 、クレジットの円滑な取得のた
めの仕組みの在り方、関係府省の役割
分担等を速やかに検討し、
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（環境省）
・京都議定書の約束の達成に向けて、地球温暖化対策推進本部副本部長として、政府の
京都メカニズム推進・活用全般について主体的に取り組む。
・プロジェクト形成に向けた民間事業者等の取組の促進、ＣＤＭ／ＪＩ等を通じたホス
ト国の持続可能な発展への貢献等の観点から、京都メカニズムの推進・活用について
主体的に取り組む。
・ＮＥＤＯのクレジット取得業務の主務大臣として、経済産業大臣とともにＮＥＤＯを
通じたクレジット取得について主体的に取り組む。
（経済産業省）
・京都議定書の約束の達成に向けて、地球温暖化対策推進本部副本部長として、政府の
京都メカニズム推進・活用全般について主体的に取り組む。
・プロジェクト形成へ向けた民間事業者等の取組の促進、我が国の持つエネルギー・環
境技術の国際的な普及、エネルギー利用制約の緩和等の観点から、京都メカニズム推
進・活用について主体的に取り組む。
・ＮＥＤＯのクレジット取得業務の主務大臣として、環境大臣とともにＮＥＤＯを通じ
たクレジット取得について主体的に取り組む。
・国際的なルールに従いつつ、被援助国の同意を前提として、ＯＤＡを活用した京都メ
カニズムの推進・活用について主体的に取り組む。
（外務省）
・国際条約の遵守の観点から、京都議定書の約束の達成に向けて、政府の京都メカニズ
ム推進・活用全般について主体的に取り組む。
・我が国が京都メカニズムを推進・活用する上で必要となる外国政府との交渉や合意形
成等の取りまとめ、京都メカニズムに関する外国政府との協力関係の構築、必要な調
査の実施、国際機関等への参加を通じた京都メカニズムの推進・活用について、主体
的に取り組む。
・国際的なルールに従いつつ、被援助国の同意を前提として、ＯＤＡを活用した京都メ
カニズムの推進・活用について主体的に取り組む。
（国土交通省）
・交通分野及び社会資本整備分野における京都メカニズムの推進・活用について主体的
に取り組む。
（農林水産省）
・森林分野における京都メカニズムの推進・活用について主体的に取り組む。
（財務省）
・国際開発金融機関の積極的な活動の支援や国際協力銀行の活用など、国際金融の観点
から、京都メカニズム推進・活用について主体的に取り組む。
・国際的なルールに従いつつ、被援助国の同意を前提として、ＯＤＡを活用した京都メ
カニズムの推進・活用について主体的に取り組む。

また、独立行政法人や政府系金融機関、在外公館など京都メカニズム推進・
活用のための対策・施策の実施を担う政府関係機関等が連携し、一体となっ
て京都メカニズムの推進・活用に取り組んでいくこととする。
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削除 :

３．民間事業者等による京都メカニズムの活用
民間事業者等が、自主行動計画を始めとした自らの目標を達成するために、
国内温室効果ガス排出量を抑制する努力とともに自らの負担において自主的
に京都メカニズムを活用することは、優れた技術による地球規模での排出削
減や費用対効果の観点から、積極的に評価することができる。
こうした民間事業者等による京都メカニズム活用を促進するため、上記２．
（３）に加えて、相談対応・情報提供、プロジェクトの発掘及び形成段階で
の支援、京都メカニズムの利用のための解説書等の整備、いわゆる炭素基金
の組成等に対する出資制度の有効な活用、クレジット取得を円滑化する措置、
クレジットを自主的に償却する場合の制度基盤の整備等の施策を講ずるもの
とする。
参考：京都メカニズムを活用する際の会計上、税務上の扱い
民間事業者等が自主的に京都メカニズムを活用する際の会計上、税務上の扱いは、以下のと
おり。
①企業会計上の取扱い
企業会計基準委員会実務対応報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」
（平成16年11月30日）に基づき、クレジットの取得時に「無形固定資産」又は「投資その他
資産」として計上し、クレジットを償却した年度に「販売費及び一般管理費」として処理さ
れることとなる。
②法人税法上の取扱い
課税所得は、別段の定めがあるものを除き、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基
準に従って計算される」（法人税法（昭和40年法律第34号）第22条第４項）こととされてい
る。クレジットの税務上の取扱いについても、原則として、上記会計基準に従って取り扱わ
れることとなる。
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削除 : ②

削除 : ①
削除 : 、人材の育成
削除 : 、案件発掘及び案件形成段階で
の支援

第４章 地球温暖化対策を持続的に推進するために
第１節 排出量・吸収量と個々の対策の評価方法
１．基本的考え方
本計画の実効性を確保し、京都議定書の６％削減約束を確実に達成してい
くためには、温室効果ガス別その他の区分ごとの目標の達成状況、個別の対
策・施策の進捗状況について、各種データの整備・収集を図りつつ、適正に
透明性をもって事後評価し、柔軟に対策・施策の見直し又は追加を行うこと
が不可欠である。
また、個別の対策・施策が効果を上げるためには、政府の施策だけでなく、
その対策に関わる各主体が積極的な取組を行うことが不可欠であり、そうし
た取組を促していく観点から、本計画に掲げた対策ごとに関連する各主体の
取組の状況について事後評価していくことが必要である。
このため、地球温暖化対策推進本部は、毎年、個々の対策について政府が
講じた施策の進捗状況等を、対策ごとに設定する対策評価指標も参考にしつ
つ点検することにより、必要に応じ施策の強化を図る。
また、2007 年度に、本計画の定量的な評価・見直しを行い、第１約束期間
において必要な対策・施策を 2008 年度から講ずるものとする。
毎年の点検、2007 年度の定量的な評価・見直しに際しては、
「地球温暖化
問題への国内対策に関する関係審議会合同会議」において委員の意見を聴取
する。
計画の定量的な評価・見直しに当たっては、パブリックコメントの実施は
もとより、評価・見直しの過程に国民の参画が実質的に確保されるような場
を設けることとする。
なお、社会経済システムの変革につながる対策・施策等、現時点で対策評
価指標等の評価方法が必ずしも十分に確立していない分野については、適切
な評価方法を早期に確立する。
２．定量的評価・見直し方法の概略
（１） 温室効果ガス別その他の区分ごとの目標に関する評価方法
③ 京都メカニズムの推進・活用に関する評価方法
京都メカニズムを推進・活用するための国内・国際面での基盤の整備の状
況やプロジェクトの案件形成の状況、政府口座に移転が予定されている、あ
るいは、移転されている京都メカニズムクレジットの量、政府内及び政府関
係機関の体制整備の状況、民間事業者等による京都メカニズムの活用に向け
た環境整備の状況等により評価を行う。
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ページ 5: [1] 削除
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ａ．基盤の整備

我が国が京都メカニズムを活用するために必要となる基盤を整備し、また、幅広い国・地域、事業分
野等でＣＤＭ／ＪＩ等の実施を可能とするための取組を進める。

・ＣＤＭ及びＪＩの事業を行う場合に京都議定書の規定に基づき必要となる我が国政府としての事業の
承認を引き続き行う。また、我が国が、第１約束期間が始まる 2008 年から京都メカニズムを活用す
る資格を得るため、クレジットの移動等を追跡し記録するための国別登録簿システム、温室効果ガス
排出量及び吸収量の算定のための国内制度を整備し、2006 年夏までに条約事務局にこれら制度等の
概要を報告することを目指す。さらに、国際合意等を踏まえ、我が国の国別登録簿を適切に運用する。

・ＣＤＭ／ＪＩ等に関連する国際的ルールを汎用的かつ合理的なものとするため、その策定・運用改善
に積極的に貢献する。また、政府間協議やセミナー等の開催、技術協力等を通じ、ホスト国における
京都メカニズムに対する理解を深めるとともに、ホスト国が京都メカニズムの参加資格を満たせるよ
う、国内制度等に係る体制整備支援を行う。

ページ 5: [2] 削除

情報システム厚生課

2006/04/12 午前 11 時 7 分

ＣＤＭ／ＪＩ等の事業に係る案件の発掘や形成を促進し、また、我が国が
それらのＣＤＭ／ＪＩ等の事業からクレジットを取得できるよう取組を進める。
・我が国の民間事業者等がＣＤＭ／ＪＩの独立組織及び運営組織に係る指定を受けることができるよう
人材育成等の支援を行う。また、ＣＤＭ／ＪＩ等の事業について、有望なエネルギー・環境技術及び
案件の発掘並びに実現可能性の調査等の充実を図るとともに、その実施を促進する。さらに、ホスト
国政府との交渉、合意形成に取り組み、クレジットの我が国への移転を図る。

・政府間協議やホスト国の体制整備の支援等を通じて、ホスト国との関係強化や重点分野の把握を図る
とともに、必要に応じホスト国政府等との間で合意の締結等を行うなど、ホスト国から我が国へのク
レジットの移転を円滑に行うための条件整備を進める。

