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削減貢献量とは

省エネ効果の高い製品・サービスや再生可能エネ

ルギーを活用する製品などを生み出すことで、そ

れらが無い場合と比べて、使用段階も含めた社会

全体での温室効果ガス排出量を削減すること。



国内の取組状況(1) 産業界

日本経済団体連合会「低炭素社会実行計画」
(2013.1.17)
• 主体間連携の強化
（低炭素製品・サービスの普及を通じた2020年時点の削減）

具体的には業界ごとに調査研究などの取組み
が進められてきた。例えば
• 日本電気工業会
• グリーンIT推進協議会
• 日本化学工業協会



経済産業省
– サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等に関
する調査・研究会 グローバル対応分科会 中間とりまとめ
(2012.3) ～「グリーン・バリューチェーン」の共創力強化
• 製品による排出量削減貢献効果算定手法検討を含む

• 考えられる重点取組（事務局試案）の例

– 製品・サービスの特性に合わせて業界主導で削減貢献効果の
定量化方法論を構築。

– 業界ごとに“国際ルール化”。

環境省

内閣府（総合科学技術会議）
– 環境エネルギー技術革新計画（2013.9.13決定）

国内の取組状況(2) 国



国内の取組状況(2) 国

３．国際展開・普及施策

(1)革新的技術の海外における普及・促進施策
⑧LCA（Life Cycle Assessment、ライフサイクルアセスメント）的手法
の活用

• LCA（Life Cycle Assessment、ライフサイクルアセスメント）的手法
の活用による製品等のライフサイクル全体での温室効果ガス等の

削減を促進するとともに、ライフサイクル全体での削減貢献量を

「見える化」することで、我が国の環境製品や企業のイメージ向上

に繋げる。

• 削減貢献量を国内外に効果的にPRするためには、算定手法の透
明性や信頼性の向上が不可欠であるため、我が国の算定手法の

国際標準化も推進していく。

環境エネルギー技術革新計画（2013.9.13決定）



国内の取組状況(3) 地方公共団体

滋賀県

「事業者行動計画制度」

（滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する

条例第20条、平成24年4月1日施行）

川崎市
「川崎メカニズム認証制度」

（平成25年度開始）

両制度の比較を、第9回日本LCA学会研究発表会（平成

26年3月4～6日、豊洲）で発表予定です。



滋賀県の取組状況



貢献量評価の目的
低炭素社会づくりへの貢献の視点で、県民等による事業活動

評価を可能にし、低炭素社会づくりに貢献する事業者の製品等

の選択・使用を通じた奨励、評価につなげます。



9学識者＋貢献量評価に先進的取組の実績ある県内事業所

仁連 孝昭（座長） 公立大学法人滋賀県立大学 副学長

笠坊 美紀 東レ(株)瀬田工場環境・エネルギー開発センター企画推進室

橘井 亨 京セラ(株)滋賀蒲生工場環境安全部環境課

椙山 和紀 パナソニック(株)アプライアンス社環境推進グループ企画チーム

竹内 正剛 ダイハツ工業(株)環境室

橋本 征二 立命館大学理工学部環境システム工学科教授

検討の経緯
平成23～24年度 「滋賀県製品等を通じた貢献量評価手法
検討会」

平成24年度～ 「滋賀県低炭素社会づくり推進条例に基づく
事業者行動計画書制度」開始

平成25年3月「滋賀県製品等を通じた貢献量評価手法 算定
の手引き」

滋賀県製品等を通じた貢献量評価手法検討会 (略敬称)



制度の概要と「手引き」

制度の概要

• 一定規模以上の事業者に計画書と毎年度の実
績報告書の提出義務。（任意提出も可能）

• 事業者自身の低炭素化のために講ずる措置
• 他者の低炭素化に貢献する取組

手引き（「滋賀県製品等を通じた貢献量評価手法 算定の手引き」）

• 事業者が貢献量の定量化を検討する際に参考に
していただくための手引き

• 「解説編」と「実践編」から構成



滋賀県製品等を通じた貢献量評価手法

【解説編】

１ はじめに

２ 製品等を通じた貢献量評価の目的

３ 貢献量評価の基本的考え方

４ 貢献量の算定方法

算定の手引き 解説編



滋賀県製品等を通じた貢献量評価手法

【実践編】

１ 算定作業シート

２ 算定事例

３ 貢献シナリオ例

４ 代表的製品のLCA事例

５ 算定に用いるデータの情報源一覧

算定の手引き 実践編



事業者行動計画書での活用①

（1）計画書提出事業所数

（2）「これまでの取組」記載

（3）計画期間内における取組
ア．「自らの排出削減の取組」記載

イ．「事業活動による他者削減
貢献取り組み」記載

ウ．「その他の取組」記載

93%

100%

100%

42%

67%

事業所数（割合は提出事業所数に対するもの）

• 計画書提出事業所数：290



事業者行動計画書での活用②

※定量的な記載の件数 38件
（提出事業者全体の13％）

エコカー、
炭素繊維など

「事業活動により他者の温室効果ガス排出削減に貢献する取組」の内容内訳

その他の取組
31％

(2)その他
の取組

31％ (1)省エネ製
品等の製造
69％

ア 自動車等の輸送機器またはその部品
等の製造 20％

イ 創エネ製品またはその部
品等の製造 9％

ウ 高効率照明またはその部品
等の製造 5％

太陽光発電など

LED照明など

省エネ家電・産業用機器など

エ その他の省エネ製品または
その部品等の製造 35％

省エネ製品の販売、
省エネサービスの
提供など

ア

イ

ウ

エ



今後の見通し①（弊社見解）

企業・業界団体によるPR目的の活用は今後ますま

す盛んとなるのではないか。

例：消費者に対するアピールに使用（イオン様）

本日、講師がご発表される手法の標準化等による、

透明化・信頼性向上が要求される。

国際標準化等の例

• IEC（国際電気標準会議）

• ITU-T（国際電気通信連合）

• ICCA（国際化学工業協会協議会）

PR目的での自主的活用



今後の見通し②（弊社見解）

企業・事業所の排出量と貢献量を差し引き（相殺）し

た評価を、現在の国の法律（温暖化対策推進法に

おける算定報告公表制度）へ導入することには困難

な点もあるのでは。

滋賀県や川崎市のように、自治体における貢献量

の制度化は実例がある。

その中でどのようなインセンティブを与えうるかが重

要ではないか。

自治体の制度化とインセンティブ



今後の見通し②（弊社見解）

滋賀県の公表パンフレット



今後の見通し②（弊社見解）

最終製品

滋賀県の購買（グリーン購入）において考慮する

ことは可能か？

低炭素社会システムを構成する製品等

滋賀県が実験・実証のためのフィールドを提供ま

たはアレンジする等の応援は可能か？

表彰、経済的インセンティブ付与等

既存のスキームへの組み入れは可能か？

金融機関と連携したスキーム等は可能か？

自治体が可能なインセンティブ付与とは



今後の見通し②（弊社見解）

地球温暖化対策税の税収は、初年度（平成24年度）391億円か

ら平年度（平成28年度以降）2,623億円へと段階的に増加する。

この税収を活用して、例えば、リチウムイオン電池などの革新

的な低炭素技術集約産業の国内立地の推進、（略）、グリーン

ニューディール基金等を活用した地方の特性に合わせた再生

可能エネルギー導入の推進等の諸施策が行われることとされ

ている。

出典：環境省ホームページ

地球温暖化対策税

例：低炭素技術集約産業の同定・評価・選択方法とは？



今後の見通し③（弊社見解）

ダブルカウント厳禁

販売者、消費者も含めた貢献量の配分が必要

配分理論は研究者（五味ら、2013）により開発さ

れたが、実務実装にはパラメータの決定が必要

であり、依然容易ではない。

クレジット制度ごとの挑戦となるのでは
（新規方法論構築または別枠）

削減貢献量のクレジット化



本日の御講演内容と講師の先生方

「製造業での取組について」

吉清 元造 様（日本化学工業協会）

「情報通信業での取組について」

端谷 隆文 様（富士通(株) ）

「流通・販売業での取組について」

椛島 裕美枝 様（イオン(株) ）

講演1

講演2

講演3




