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ASSETシステムについて

➢ ここでは、ASSET事業への参加期間中に継続して使用していただくシステム
（ASSETシステムと言います）について、説明します。

➢ 採択された皆さんは、必ずASSETシステムの利用者登録をしていただくことに
なっています。
本資料では、ASSETシステムへの登録方法、システムを通じて行っていただく
必要のあること（報告書の提出や排出枠償却など）について
説明を行いますので、必ず最後まで内容をご確認ください。



1. ASSETシステムとは？

 ASSET制度の排出量と排出枠の管理を一元的に
行うためのWEBシステム

 目標保有者、検証機関、取引参加者、環境省が、
それぞれASSETシステムを介して実施ルールに
基づく各種手続きを行うことになる

ASSETシステム
（WEBシステム）

✓ 目標保有者
✓ 検証機関
✓ 環境省（事務局）
✓ 取引参加者

インターネット

ASSETシステムの主な機能
・排出量管理機能：算定報告書の提出、検証、承認
・排出枠管理機能：排出枠の発行、取引、償却
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➢ スライドの下図に示したように、ASSETシステムには①排出量管理機能、②排出
枠管理機能の２つの機能があります。
参加者の皆様は、検証機関、環境省（事務局）等の主体と、
主にこの2つの機能に関して各種手続きを行っていただくことになります。

1



2. ASSETシステムに関連するスケジュール
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年度(第9期) ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11月 12月 １月 ２月 ３月

2020年度
設備導入年度

2021年度
削減目標年度

2022年度
調整・自主削
減年度

2023年度
報告年度

基準年度算定報告書を登録、
検証依頼

検証後、検証報告書を
登録、承認依頼

算定・検証報告書の
査読後、承認

排出枠
（JAA）
発行

排出枠（JAA）の取引・償却（随時）

算定報告書
を登録、検
証依頼

検証報告
書を登録、
承認依頼

算定・検証報
告書の査読後、

承認

排出枠（JAA)の取引・償却（随時）

2020年度排出量実績に
応じた排出枠を償却
償却期限：
2022年11月30日（厳守）

基準年度排出量の確定
排出枠発行量（基準年度排
出量－削減目標量）の確定

2021年度算定報
告書を作成・システ

ムより提出

算定報告書
の受領

2021年度の排出
量実績の検証を経
て、確定

目標保有者の作業 検証機関の作業 環境省（事務局）の作業

検証機関と契約

検証受検は不要

検
証
機
関
と
契
約

システム
登録申請
書の提出システム登録申請書

提出期限（消印有効）：
7月31日（金）（厳守）

報告書承認依頼期限：
12月18日（金）（厳守）

報書承認依頼期限：
2022年6月30日（厳守）

報告書提出期限：
2023年6月30日（厳守）

ASSETシステムに関連するスケジュール

➢ 本スライドでは、排出量算定や償却関連でご対応をお願いしたい事項について
、スケジュール表上で説明します。いずれもASSETシステムを使う必要がござい
ます。

➢ 皆様には2020～2023年度の4年間、ご対応をお願いしたい事項がございます。

➢ まず、今年度（2020年度）は、7月31日までにASSETシステムへの登録作業を
完了する必要があります。その後、9～12月にかけて基準年度排出量の第三者
検証を受検していただき
12月18日までに報告書を提出していただきます。（2020年度 設備導入年度）

➢ 次に、2021年度は、基準年度排出量に基づいて排出枠（JAA）が発行された後
、しばらくはご対応が必要になる事項はございません。
削減活動に励んでいただければと思います。（2021年度 削減目標年度）

➢ 2022年度は、5～6月にかけて2021年度排出量の検証を受検し、2022年6月30

日までに報告書を提出していただきます。その後、2022年11月30日までに
指定された排出枠を償却していただきます。（2022年度 調整・自主削減年度）

➢ 2023年度でも、2022年度排出量を反映した報告書を作成いただき、2023年6

月30日までに報告していただきます。(2023年度 報告年度）
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 ①ASSETシステム登録申請書（要社印）
②個人情報提供の同意書（要個人情報責任者
印）を、期日（7月31日（金））までに郵送
（※宛先は本資料の最終スライド参照）

 事務局に到着後、ログインIDとパスワードを担
当者宛てに郵送（※申請書の到着～ログインIDとパスワード通

知書の郵送までに、少々時間を要する予定）

3. ASSETシステム登録申請方法について

通知書
（担当者宛）

目標保有者 環境省(事務局) 

①ASSETシステム登録申請書
と②個人情報提供同意書※の
提出

目標保有者システム登録
（ログインID、パスワード発行）

ASSETシステム登録完了通知書
の送付（郵送）

ログインIDとパスワードで
ASSETシステムログイン

申請書

※環境省が、ASSETシステム登録に必要な個人情報を事務局に委託することに同意いただくもの。

ASSETシステムへの登録申請方法について

➢ ここでは、ASSETシステムへの登録方法ついてご説明します。
参加された皆様は、必ずASSETシステムに登録していただく必要があるので、
忘れずに対応をお願いします。

➢ 登録にあたって、2点ご準備いただく書類がございます。1点目は「ASSETシス
テム登録申請書」、2点目は「個人情報提供の同意書」です。
いずれも、7月31日（金）までに事務局に郵送にてご提出をお願いします。各書
類の書き方は次スライド以降で説明します。

➢ 2点の書類が事務局に到着し、内容の確認が取れましたら、事務局にてASSET

システムのログインIDとパスワードを発行します。
ログインIDとパスワードを記載した通知書を「ASSETシステム登録申請書」に記
載のご担当者宛に郵送します。
なお、発行処理には少々お時間いただく予定ですので、ご了承いただければと
思います。
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 システム登録の申請者
⚫ 代表事業者が申請すること。

⚫ 目標保有者が複数いる場合は代表事業者が申請内容を取り
まとめる

 担当者
⚫ ASSETシステムの全般的な管理を行ったり、運営者との連絡
窓口となる

⚫ 担当者は目標保有者（代表事業者、共同事業者）に所属する
方が望ましいが、目標保有者の同意が取れている場合に限り、
それ以外（別会社の事務代行者等）の方が担当することを許可。

⚫ ログインIDとパスワードは担当者宛てに郵送

3. ASSETシステム登録申請方法について

目標保有者

代表事業者

共同事業者

共同事業者

申請者

担当者はシステムに関する連絡窓口であり、
通知書の送付先となるため代表事業者が責任
をもって選任の上、申請してください。

それ以外の事業者

担当者

ASSETシステムへの登録申請方法について

➢ ASSETシステムの登録の申請者ですが、かならず代表事業者でお願いします。
目標保有者が複数いる場合には、代表事業者が取りまとめてください。

➢ ASSETシステム登録申請書には、担当者の情報を書いていただきます。担当
者とは、ASSETシステムの全般管理を行ったり、事務局との
連絡窓口になっていただく方です。
担当者は目標保有者（代表事業者、共同事業者）に所属する方が望ましいです
が、目標保有者の同意が取れている場合に限り、
それ以外（別会社の事務代行者等）の方が担当することを許可します。
ASSETシステムのログインIDとパスワードは担当者宛にお送りします。
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 1件の登録申請に対して、2種類（目標保有者A
とB）のログインIDとパスワードを発行

1. 目標保有者AのログインID

⚫ 全ての機能が使用可能

⚫ パスワード変更や排出枠の取引、償却等が可能

⚫ 1担当者でシステムを使う場合はこのIDのみでOK

2. 目標保有者BのログインID（任意使用）

⚫ 排出量管理機能（算定報告書の提出）のみ使用可能

⚫ 排出量管理のみ行う担当者が使用

⚫ 排出枠の情報（残高、取引量等）は閲覧できない

4. 二種類のログインIDと登録メールアドレス

ASSETシステムのログインIDと登録するメールアドレスについて

➢ ASSETシステムへのログインIDは2種類発行されます。1つ目は目標保有者A、
2つ目は目標保有者BのログインIDです。

➢ 目標保有者AのログインIDは、ASSETシステムのすべての機能を使用可能なID

です。
一人の担当者がASSETシステムを使う予定であれば、目標保有者AのIDのみを
お使いいただければと思います。

➢ 目標保有者BのログインIDは、排出量管理機能（算定報告書の提出、差戻等）
のみ使用可能です。
報告書作成は別の担当者が行う場合などは、目標保有者BのログインIDを使用
していただければと思います。
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 ASSETシステムは、算定報告書の提出や排出
枠の移転等の操作時に目標保有者にメールを
自動配信

1. 目標保有者Aのメールアドレス（登録必須）

⚫ 全ての配信メールが送信される

⚫ 担当者が閲覧できるメールアドレスであること

2. 目標保有者Bのメールアドレス（登録任意）

⚫ 排出量管理（算定報告書の提出）に関する配信メール
のみが送信される

⚫ 担当者以外のメールアドレスでも可

⚫ 目標保有者BのログインIDを使用しなければメールア
ドレスの登録も不要

4. 二種類のログインIDと登録メールアドレス

ASSETシステムのログインIDと登録するメールアドレスについて

➢ ASSETシステムではメールアドレスを2種類登録することができます。
それぞれの違いは前スライドのログインIDの違いと同様です。
目標保有者Aのメールアドレスは登録が必須なので、こちらは必ずお願いします
。
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4. 二つの認証種別と登録メールアドレス

ASSETシステム

●基本情報管理機能

・担当者情報変更

・パスワード変更

・バンキング申請 等

●排出量管理機能

・算定報告書登録

・検証依頼

・差し戻し依頼 等

●排出枠管理機能

・発行（を受ける）

・取引（移転）

・償却

・残高明細確認 等

目標保有者AのログインID

※メールアドレス登録必須
担当者が閲覧できるメールアドレス
である必要があります。

目標保有者BのログインID

※メールアドレス登録任意

：操作可能

：メール配信

１件の目標保有者に対して

「目標保有者A」と「目標保

有者B」の認証種別（ユーザ

権限）が１つずつ登録され

ます。

例えば・・・
ABC株式会社
本社 総務部長A
（排出枠の取引等を担当）

例えば・・・
ABC株式会社××工場
設備課長B
（工場の算定を担当）

ASSETシステムのログインIDと登録するメールアドレスについて

➢ 2つのログインIDとメールアドレスの機能の違いを模式化した図です。
前スライドの説明のとおり、それぞれ操作可能な機能が異なります。
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5. 提出書類記入注意点：①システム登録申請書

【押印欄】
代表事業者の社印を押印ください。「○○事業所」や
「△△工場」の印は不可です。代表取締役印（丸印）、
角印のいずれかでお願いします。

【ASSETシステム口座名】
事業所名と同じにするなど、他の参加者（排出枠の取
引先など）が見て分かりやすい名称としてください。

【事業所名】
公募申請時の事業場・工場名（環境省報道発表による
ASSET採択リストに記載）を記入してください。

【共同事業者名】
3者以上共同事業者がいる場合は、行をコピーの上、
ご記入ください。

【担当者メールアドレス（メールアドレスA）】
担当者メールアドレスは目標保有者A用アドレスとなり
ます。担当者が閲覧できるメールアドレスを記入くださ
い。

【申請書のダウンロード場所】
http://www.asset.go.jp/system
→「ASSETシステム登録申請書
（目標保有者用）」

【メールアドレスB】
メールアドレスBは目標保有者B用アドレスとなります。
任意ですので記入しなくとも結構です。

ASSETシステム登録申請書の記載方法

➢ ASSETシステム登録申請書は、スライド左上に記載のURLよりダウンロードをお
願いします。

➢ 吹き出しで留意点を示しているので、システム登録申請書を作成する際にご参
照ください。
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5. 提出書類記入注意点：②個人情報提供の同意書

【会社名及び氏名記入欄】
●日付は本書類の作成日としてください。
●ASSETシステム登録申請書にご記入いただい
た「担当者情報」の法人に所属する個人情報責
任者様のお名前と捺印をお願いします。
会社代表印である必要はありません。

9

個人情報提供の同意書の記載方法

➢ こちらも提出が必要です。前スライド左上に記載のURLよりダウンロードをお願い
します。
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6. ASSETシステムへのログイン

 URL：https://asset.env.go.jp/asset/
※ASSETウェブサイトの画面上部タブ「ASSETシステム」からも
ログイン可能

 システム登録完了通知書に記載されたログインIDとパス
ワードでログイン（目標保有者AまたはB）

ASSETシステムログイン画面

ASSETシステムの概要

➢ ここからは、実際のシステムの画面を用いて、どんな機能があるのかご紹介した
いと思います。
ログインIDとパスワードが届きましたら、自身でログインして確認をお願いします。

➢ ASSETシステムへは、スライドに記載のURLよりログイン可能です。
このURLはASSETウェブサイトからリンクされていますので、そちらからもアクセ
スできます。
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6. ASSETシステムへのログイン

 ログイン後の画面（ホーム画面）には現時点の実
績情報が表示される

 目標の遵守状況を確認
排出枠管理・売買掲示板は目標保有者A
でログインした時にのみ表示される

【基準年度排出量・削
減目標量】
基準年度算定報告書
の承認後、表示。

【削減目標年度実績排出量/償却義務量】
削減目標年度算定報告書の承認後、表示。
削減目標年度の排出量の確定後、ここに表
示された排出量と同量を償却する必要があ
る。

【償却状況（遵守、未遵守）】
償却が完了すると「遵守」状
態になる。

ホーム画面

ASSETシステムの概要

➢ ASSETシステムにログインいただくと、このような画面がホーム画面として表示さ
れます。

➢ ここでは、法人名や事業所名、参加期、基準年度排出量などの各種基本情報
が確認できます。

➢ 画面上部のタブのうち、「排出枠管理」「売買掲示板」というタブは、目標保有者
Aでログインした場合のみ表示されるようになっています。
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 算定に関連する以下の手続きをシステムで実施する。
⚫ 目標保有者が実施

✓ 基準年度/削減目標年度（検証有り）の場合

• 算定報告書のシステムアップロード、検証依頼、差戻依頼

✓ 調整・自主削減年度（検証無し）の場合

• 算定報告書のシステムアップロード、提出、差戻依頼

⚫ 検証機関が実施

✓ 算定報告書の差戻

✓ 検証報告書のシステムアップロード

✓ 算定報告書・検証報告書の承認依頼、差戻依頼

✓ 算定報告書及び検証報告書に関する査読書類の返信

⚫ 環境省（事務局）が実施

✓ 算定報告書及び検証報告書に関する査読書類の送信

✓ 算定報告書・検証報告書の差戻、承認、受理

7. 排出量管理機能について（操作マニュアルP25～P35）

※基本的には、承認依頼や査読書類のやり取りは、検証機関と環境省（事務局）で行うが、
場合によっては、検証機関から目標保有者へ対応を求めることもある。

ASSETシステムの機能：排出量管理機能について

➢ ここでは、ASSETシステムの主要な機能の一つである、排出量管理機能につい
てご説明します。

➢ ASSETシステムの排出量管理機能は、スライドに示したとおり、行う主体によっ
て3種類に分類できますが、
皆様は主に「目標保有者が実施」の項目の操作を行っていただくことになります
。

➢ 具体的には、制度参加中、排出量の算定報告書を3回作成いただきますが、そ
の提出作業はすべてシステムを通じて行っていただきます。
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【ASSETシステム上での手続きの模式図（基準年度/削減目標年度の場合）】

環境省（事務局）検証機関目標保有者

②算定報告書の検証依頼

④算定報告書の承認依頼
検証報告書の承認依頼

①算定報告書の作成
（システム登録）

③検証報告書の作成
（システム登録） ⑤査読書類の

やり取り

⑥算定報告書の承認
検証報告書の承認

7. 排出量管理機能について（操作マニュアルP25～P35）

環境省（事務局）目標保有者

②算定報告書の提出

①算定報告書の作成
（システム登録）

③算定報告書の受理

【ASSETシステム上での手続きの模式図（調整・自主削減年度の場合）】

検証が無いため、目標保有者が
直接環境省（事務局）に提出する。

算定報告書の
差戻依頼、差戻
（必要があれば）

算定・検証報告書
の差戻依頼、差戻
（必要があれば）

算定報告書の差
戻依頼、差戻
（必要があれば）

ASSETシステムの機能：排出量管理機能について

➢ こちらは前スライドの内容を模式化したものです。

➢ 算定報告書の提出は、検証の必要な場合（基準年度・削減目標年度）と、検証
が不要な場合（調整自主削減年度）の場合でフローが異なります。

➢ 検証の必要な場合（基準年度・削減目標年度）は、皆様が算定報告書を提出す
る際、間に検証機関を挟みます。
検証機関は検証報告書を作成し、算定報告書とまとめて事務局に提出してもら
うことになります。
検証機関から事務局に報告書を提出する期限が、スライド2ページ目に示したス
ケジュールの中の報告書提出期限に該当しますので、ご留意ください。

➢ 検証が不要な場合（調整自主削減年度）は、検証機関を間に挟みません。事務
局に直接提出していただきます。
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7. 排出量管理機能について（操作マニュアルP25～P35）

 「報告書情報一覧」から算定報告書の登録、閲覧、検
証依頼、差戻依頼が可能

 検証報告書や査読書類の閲覧も可能

検証機関が未定
の場合は空欄
（決定後に検証）

基準年度の
報告書情報

報告書情報一覧画面

削減目標年度の
報告書情報

調整・自主削減年
度の報告書情報
（検証無しのため
算定報告書のみ）

各報告書の
ステータスが表示

ファイルの登録、
閲覧ボタン

検証依頼、
差戻依頼
ボタン

ASSETシステムの機能：排出量管理機能について

➢ こちらもASSETシステムの画面です。報告書はこちらの画面から提出していた
だきます。

➢ 報告書のアップロード方法、提出方法はASSETシステム操作マニュアル
（https://asset.env.go.jp/asset_manual_user.pdf の25～35ページ）に記載さ
れているので、そちらをご確認ください。

14



7. 排出量管理機能について（操作マニュアルP25～P35）

←報告書情報登録/削除画面

算定報告書

・算定報告書の登録、閲覧
・算定報告書は指定様式（Excel）のため、
その他のファイルは登録エラーとなる（排
出量を自動で取り込む）
・複数回登録できるが、最新の登録ファイ
ルが正とされる
・担当検証機関が閲覧可

・添付ファイル（その他の方法にかかる報
告様式３や敷地図等を別紙とする場合）
がある場合は任意で登録可能。
・担当検証機関が閲覧可

検証機関が検証報告書を登録すると、目
標保有者も閲覧が可能

検証機関と環境省（事務局）がやり取りす
る査読書類の閲覧も可能

 「登録／閲覧」画面

添付ファイル

検証報告書

査読書類
15

ASSETシステムの機能：排出量管理機能について

➢ こちらは実際に報告書をアップロードする画面になります。

➢ 実際は、皆様は算定報告書と添付ファイルの欄に資料を適宜アップロードいた
だくことになります。

➢ なお、算定報告書以外にも、検証報告書（検証機関が作成する報告書）、査読
書類（事務局による報告書チェック結果）もこの画面から閲覧可能です。

15
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 算定報告書はASSET制度指定の様式。それ以外のファイ
ルはシステムへのアップロードが出来ない。
⚫ 算定報告書の参加期、算定年度、単独/グループの別、事業場/
工場の別が誤っている場合も不可能。

作成した算定報告書の
参加期、算定年度、単独
/グループの別を確認。

事業場/工場の別が正しく選択されていることを確認。
（グループ参加者の場合は「1-2.事業所リスト」シー
トに記載欄あり）

7. 排出量管理機能について（操作マニュアルP25～P35）

【算定報告書（「基本情報」シート・単独）】

ASSETシステムの機能：排出量管理機能について

➢ 実際にシステムにアップロードする算定報告書についてご説明します。算定報
告書は、公募時点では別添4として作成いただいた資料です。

➢ アップロードする時、参加期や算定年度、単独・グループ参加の別、事業場・工
場の別が正しく選択されているか必ずご確認ください。
ここが間違っていると、システムにアップロードできません。
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7. 排出量管理機能について（操作マニュアルP25～P35）

算定報告書及び添付書類のアップロード後、
検証依頼画面のボタンを押し、検証依頼を行う。
検証依頼を行うと、算定報告書及び添付書類
のファイルの差替や編集が不可となる。

検証依頼後に提出書類の差替を行う場合には、
検証機関に「差戻依頼」を行う。

 検証依頼・差戻依頼

ASSETシステムの機能：排出量管理機能について

➢ 報告書を正しくアップロードした後、提出する操作も必要になります。提出はこち
らの画面から行います。
また、一度提出した報告書を差し戻して修正したいときも、こちらの画面から操
作が可能です。

17



8. 排出枠管理機能について（操作マニュアルP34～P71）

遵守口座
AST-XXXX

目標保有者

遵守口座
AST-YYYY

取引口座
AST-ZZZZ

他の目標保有者 取引参加者

取引
（移転先口座番号を

指定）

償却口座
AST-8 or 

AST-9

取消口座
AST-101

ｵﾌｾｯﾄ口座
AST-201

償却

取消やオフセット
（必要時のみ）

 削減目標年度排出量の確定後、2022年11月30日までに、
削減目標年度排出量と同量の排出枠（JAA又はjVER）を償
却すること。償却はASSETシステム上で行う（次スライド以降参照）。

 ASSET制度の排出枠（JAA又はjVER）を他の参加者と取
引することも可能。

18

ASSETシステムの機能：排出枠管理機能について

➢ ここからが排出枠管理機能についてご説明します。

➢ 排出量管理機能では算定報告書の提出を皆様にお願いしましたが、排出枠管
理機能でも、皆様に必ずご対応いただきたいことがあります。

➢ 2022年度4～9月にかけて、2021年度（削減目標年度）の算定報告書の検証を
受検していただきますが、
その検証が終わり排出量が確定した後、2022年11月30日までに、「削減目標年
度排出量と同量の」排出枠の償却作業をASSETシステムにて必ず行ってくださ
い。
償却作業とは、平たく説明すると事務局に対して排出枠を収める作業です。

➢ 図で示すように、皆様にはASSETシステムに登録いただいた時点で「遵守口座
」が自動的に開設されます。
また、基準年度排出量確定後（2021年4月頃）には、初期排出枠（通称JAA）と
呼ばれる排出枠が
事務局より交付されます。このJAAは、基準年度排出量から削減目標量を差し
引いた値と同量です。
ASSET制度では事業者同士の排出枠取引を認めていますので、交付された排
出枠を使用して、（一定の限度はありますが）自由に取引を行うことが可能です。
2022年11月30日までに、削減目標年度排出量と同量の排出枠を事務局に対し

18



て償却する必要があるため、
削減目標年度排出量＜JAA発行量になりそうな時は、他事業者から排出枠を
調達する必要があります。
反対に、JAA発行量＞削減目標年度排出量になりそうな時には、他事業者に
排出枠を売却し、利益を得ることが可能です。

➢ ASSETで使うことのできる排出枠の種類は、JAAとjVERの2種類がございます。
JAAは、基準年度排出量確定後に事務局から発行される排出枠です。jVERは
後のスライドでご説明します。
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 ASSETシステムの主な機能の紹介

⚫ 「排出枠管理」タブは、目標保有者AのログインIDでロ
グインした場合のみ表示され、操作できる。

「移転」：本資料23ページ参照

「償却」：本資料21ページ参照

「残高照会」：本資料20ページ参照

【目標保有者Aのシステムログイン後の画面】

8. 排出枠管理機能について（操作マニュアルP34～P71）

売買掲示板

「売買掲示板」：本資料25ページ参照

19

ASSETシステムの機能：排出枠管理機能について

➢ ここからはASSETシステムの排出枠管理機能について説明します。
排出枠管理機能は、目標保有者Aでログインした時にしか操作できないのでご
留意ください。

➢ 吹き出しで示すように、大きく4つの機能があります。主に、排出枠管理機能は
2022年度に使用していただくことになるので
今は重要性がさほど高くない機能になりますが、2022年度に操作が必要になっ
た時は、本資料を見るように覚えておいていただければと思います。
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【コミットメントリザーブ量】
・ASSET制度では、償却前に排出枠全量を取引（売却）す
ることを禁止している。必ず一定量（＝コミットメントリザー
ブ量）の排出枠を保持しなければならない。償却完了後に
は0となる。
・コミットメントリザーブ量＝JAA発行量－排出削減目標量
－償却済量

 残高照会（操作マニュアルP70～）

⚫ 自身の保持する排出枠量や、取引可能な排出枠量を確認できる。

8. 排出枠管理機能について（操作マニュアルP34～P71）

【排出枠情報】
・自分の持っている排出枠の基本的な情報（排出枠種別、
発行期など）を確認可能。

ASSETシステムの機能：排出枠管理機能について

➢ 残高照会画面では、現在自分が保有している排出枠の情報を確認することが出
来ます。
具体的には、持っている排出枠の種類（JAAまたはjVER）、発行期、排出枠量
などが確認できます。

➢ 償却や移転操作を行う時、これらの情報が必要になりますので、償却や移転操
作前にあらかじめスクリーンショットやメモ等を行って
情報を把握しておくことをお勧めします。

➢ この画面では、コミットメントリザーブ量というものが表示されます。コミットメントリ
ザーブ量は、排出枠の過剰な売買を制限するための数値です。
償却作業が完了する前に、この量を超える排出枠取引はできません。償却作業
が完了した後は、コミットメントリザーブ量は0となりますので、無制限で取引可能
です。

20
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①ログイン後、画面上部のタブ
「排出枠管理」に表示される、
「償却」をクリックする。

②「償却方式選択」の画面で、
移転方法を選択する。

●排出枠総量指定方式：排出枠種別、
発行期、排出枠量を指定し償却する。
（特段のこだわりがない場合、こちらを
選択）

●排出枠シリアル番号指定方式：排出
枠シリアル番号を指定し償却する。

 償却（操作マニュアルP42～）

8. 排出枠管理機能について（操作マニュアルP34～P71）

ASSETシステムの機能：排出枠管理機能について

➢ ここでは償却作業についてご説明します。

➢ 手順はスライドに示すとおりです。排出量の償却方式選択画面では、こだわりが
ない場合は「総量指定方式」を選択いただくようにご案内しています。

21



③「移転排出枠情報」の欄に、下記の情報を記入し、「追加」ボタンを押す。
●排出枠種別･･･JAAかjVERのどちらかを選択。
●発行期･･･（JAAを選択した場合のみ）9期を選択。
●排出枠量･･･償却する排出枠の量を記入。

④「確認」ボタンを押下後、画面の指示に従ってすすむと償却が完了する。
※「ホーム」画面の「削減目標年度排出量/償却義務量」に表示される数量
を償却すること。「遵守状況（遵守、未遵守）」が「遵守」となっていれば償却
が完了したことになる。「未遵守」の場合は、償却量が不足している等の理
由で、償却が完了していない。

22

※総量指定方式の処理

 償却（操作マニュアルP42～）

8. 排出枠管理機能について（操作マニュアルP34～P71）

ASSETシステムの機能：排出枠管理機能について

➢ 前スライドの続きの説明です。ここでは償却する排出枠の情報を入力していただ
く画面です。
画面にしたがって排出枠の種類（JAAまたはjVER）、発行期、排出枠量などを入
力します。
確定ボタンを押して、償却が完了します。

22



【口座番号】
・移転（取引）時には取引相手の口座番
号を入力する必要がある。
・連絡先の一覧表としては表示されない
ので、取引時に相手に聞き把握しておく。

 移転（操作マニュアルP34～）

⚫ 「償却」と基本的に操作手順は変わらないが、取引相手の「口座
番号」が必要になる。

【移転排出枠情報】
●排出枠種別･･･JAAかjVERのどちらかを選択。
●発行期･･･（JAAを選択した場合のみ）発行期を選択。
●排出枠量･･･移転したい排出枠の量を記入。

8. 排出枠管理機能について（操作マニュアルP34～P71）

23

ASSETシステムの機能：排出枠管理機能について

➢ ここでは「移転」操作についてご説明します。移転とは、排出枠を他事業者に移
動することを指します。
この操作は、排出枠を移転する方が行っていただきます（移転される側は操作
不要）。

操作方法は基本的に償却と大きくは変わりませんが、移転する先のの口座番号
を前もって取得しておく必要があります。
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 基準年度排出量確定通知
⚫ 基準年度検証終了後（2021年4月以降）、基準年度の排出量が確定し、
初期排出枠（JAA）の発行量が決定した旨の通知が、環境省からメール
で目標保有者A宛に発行される。

⚫ その後、各目標保有者のシステム上の口座にJAAが発行され、取引が
可能な状態となる。

8. 排出枠管理機能について【補足】

【記載される主な内容】
●検証を受検して確定した基準年度排出量

●初期排出枠（JAA）発行量
※JAA発行量＝基準年度排出量ー削減目標量

●コミットメントリザーブ量
※償却が完了するまでは、必ず保持していなければな
らない（＝売却することが出来ない）排出枠量。詳細の
説明は前スライド参照。

2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月~

算定・検証報告書の
査読後、承認

JAAの
取引・償却

基準年度排出量確定通知（イメージ）

※4月以降のスケジュールは多少前後する可能性がある。

基準年度算定報告書承認後のスケジュール

JAA
発行

排出量確定
通知の発行

ASSETシステムの機能：排出枠管理機能について（補足）

➢ 基準年度排出量が確定した後、初期排出枠（通称JAA)が発行されます。JAA発
行前に、環境省から通知書（PDF形式）が送付される予定です。
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売買情報一覧
⚫排出枠の売買を希望している事業者が、売買情報（排出
枠量、金額、連絡先等）をシステムに登録できる。

⚫登録された売買情報は、環境省（事務局）、システムに登
録している全事業者が参照可能。排出枠の残高情報とは
連動せず、システム内での掲示板としての位置づけ。

9. 売買掲示板機能について

目標保有者
（排出枠購入希望の場合）

予定より排出量
が増えたので、排
出枠が不足して
いる。他の参加者
から調達したい。

㈱△△
●t-CO2
購入希望です
連絡先：aa＠
…

方法❶
売買情報一覧への

情報登録

売買情報一覧

方法❷
売買情報一覧での
購入情報検索

売却希望の事業者を発見
することが出来た。
記載されている連絡先に
連絡した。（取引成立）

売買情報一覧に掲載し
た情報を見た、売却希望
の参加者から連絡が来
た。（取引成立）

売買情報一覧

・数量：
●t-CO2
・希望単価：
◎円/t-CO2

※売却希望の場合も流れは同様。

売買掲示版機能について

➢ ここではASSETシステムの売買掲示板機能についてご説明します。
売買掲示板機能は、排出枠取引を円滑に進めることを目的として設置していま
す。

➢ 具体的には、排出枠の売買を希望している事業者が、売買情報（排出枠量、金
額、連絡先等）を掲示板に登録していただくと
全事業者がその情報を見ることができるため、その内容を見た事業者から連絡
が来て、スムーズに取引に進むことができるというものです。

➢ スライドの図で示したとおり、排出枠の取引を行いたいと考えた事業者は、掲示
板を用いて2通りの方法で取引相手を探すことができます。
1点目は直接掲示板に書き込んでいただく方法、2点目は掲示板に書き込まれ
ている内容を検索して探していただく方法です。

➢ 売買掲示板を使用せずに取引相手を探すこともできなくはないですが、こちらを
使用していただくことで少しでも作業の手間が軽減できればと思います。
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売買情報管理画面

9. 売買掲示板機能について

売却希望か、購入希望かを選択。

書き込みを掲示板に掲載するか、
しないかを選択する。

希望排出枠量と希望単価の入力は任意。

※取引成立後や、売買意向が
変わった際は、適宜ご自身で
書き込みの削除や更新を行っ
てください。

26

売買掲示版機能について

➢ こちらが実際の売買掲示板の画面です。
担当者のご連絡先、取引したい排出枠の量などを書き込んでいただくようになっ
ています。

➢ なお、こちらの書き込みは適宜自身で書き込みの削除や更新を行っていただく
ようにお願いします。
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売却情報検索・一覧画面

9. 売買掲示板機能について

以下から選択する。
・法人名
・更新日付(初期表示時)
・売却可能な排出枠量
・売却希望単価

※空欄で検索すると、売却したい全事
業者の書き込みを閲覧可能。
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売買掲示版機能について

➢ こちらは実際に書き込みが表示される画面です。排出枠を売却したい事業者の
情報が表示されます。

➢ 検索条件のところで、法人名や購入量は空欄で検索をかけていただくことで、全
事業者の書き込みを表示することができます。
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購入情報検索・一覧画面

9. 売買掲示板機能について

購入

購入

以下から選択する。
・法人名
・更新日付(初期表示時)
・購入を希望する排出枠量
・購入希望単価

※空欄で検索すると、購入したい全
事業者の書き込みを閲覧可能。
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売買掲示版機能について

➢ こちらは実際に書き込みが表示される画面です。排出枠を購入したい事業者の
情報が表示されます。

➢ 検索条件のところで、法人名や購入量は空欄で検索をかけていただくことで、全
事業者の書き込みを表示することができます。
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10. jVER発行申請手続きについて

 ASSET制度で使用可能な国内認証排出削減量
1. 国内クレジット制度において認証された温室効果ガスの量

2. J-VER制度において認証された温室効果ガスの量

3. グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度において認証されたCO2の量

4. J-クレジット制度において認証された温室効果ガスの量

①各国内認証排出削減
量の運営事務局に無効
化申請を行い、「無効化
証明書」もしくは「償却
通知書」を取得する

②「jVER発行申請書」
に必要事項を記入の
上、取得した「無効化
証明書」または「償却
通知書」と共に

ASSET制度事務局に
郵送

③書類を元
に、環境省
（事務局）が
jVER発行手
続きを行う

④システム上で
jVER発行完了

を確認

jVER発行手順

ASSET制度で利用するためには、
jVER（ASSET制度専用の外部クレジット）に変換する必要がある

29

jVER発行申請手続きについて

➢ ASSETで使用できる排出枠は2種類ございます。JAAは初期排出枠と言って、
先述したとおり基準年度排出量が確定後に事務局より発行される排出枠です。
ここではもう一方のjVERという排出枠についてご説明します。

➢ ASSET制度では、ASSET制度以外の制度にて発行された排出枠も使用するこ
とが出来ます。具体的にはスライドにあげた4つの制度です。
（国内クレジット制度、J-VER制度、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制
度、J-クレジット制度）

➢ これらの制度で発行された排出枠を、ASSET制度専用の排出枠（JVER）に変
換することで使用することが出来ます。
発行手順は以下のとおりです。
①各国内認証排出削減量の運営事務局に無効化申請を行い、「無効化証明書
」もしくは「償却通知書」を取得します。
②ASSETウェブサイトより「jVER発行申請書」をダウンロード。必要事項を記入
の上、取得した「無効化証明書」または「償却通知書」と共にASSET制度事務
局に郵送します。
③それを元に事務局にて発行手続きを実施します。
④発行後、事業者様宛にASSETシステムから自動でメールが送信されます。
システム上で発行完了を確認できます。
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【ログインID】
目標保有者の方は目的保有者A
のログインＩＤをご記入ください。

【口座名・口座番号】
口座開設時に付与された口座番
号をご記入ください。

【担当者情報】
担当者の情報をご記入ください。

【該当する国内認証排出削減量】
下記から一つ選択してください。

【上記で選んだ制度で無効
化された排出量】
該当箇所を記入の上、各制
度の事務局から発行された
「無効化証明書」もしくは「償
却通知書」を添付する必要
があります。

他者が国内認証排出削減
量を無効化する場合、他者
が自らの代理として無効化
をしたことに同意している場
合には、「無効化証明書」ま
たは「償却通知書」に無効化
を行った他者の代表者印又
は社印が押された書類を添
付してください。

【法人名】
システム登録時に記入した法人名
をご記入ください。

【押印欄】
代表事業者の社印をご押印ください。

30

10. jVER発行申請手続きについて

【申請書のダウンロード場所】
http://www.asset.go.jp/system
→「jVER発行申請書（Excelファイ
ル）」

jVER発行申請手続きについて

➢ こちらがjVER発行申請書です。申請書はASSETウェブサイトよりダウンロードで
きます。

➢ このスライドに記載上の留意点をまとめています。ご確認ください。
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 例：J-クレジット制度の国内認証排出削減量をjVERに変える場合
（代理人がJ-クレジットの無効化を行う場合）

31

代理人 クレジット販売会社

③ASSETウェブサイトから
ダウンロードした「jVER発
行申請書」に必要事項を記
入の上、「無効化証明書」と
共に事務局に郵送

J-クレジット運営事務局

目標保有者

環境省（事務局）

無効化通知書

無効化通知書

jVER発行申請書

①代理人と目標保有者
間で、代理人がJ-クレ
ジットの無効化を行うこ
とを合意。
その上で、代理人がJ-
クレジット運営事務局に
対して、代理人が持つ
J-クレジットの無効化申
請を行い、「無効化証明
書」を取得。

㊞

㊞

②代理人の印が押された「無効
化通知書」を目標保有者が入手
する。

100t-co2

④環境省より目
標保有者に
jVERが発行

無効化通知書

㊞
100t-co2

10. jVER発行申請手続きについて

jVER発行申請手続きについて

➢ jVERは、目標保有者以外の方（代理人と呼んでいます）がJ-クレジット等を持っ
ている場合でも、目標保有者のためにjVERを発行することが出来ます。
具体的には図に示した手順に従い、手続きをお願いします。
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11.その他の機能について（操作マニュアル各項参照）

 パスワード変更（操作マニュアルP89～P92）

⚫ 目標保有者Aとしてログインした場合のみ、目標保有者Aと
Bのログインパスワードを変更可能。

 担当者情報変更申請（操作マニュアルP78～P83）

⚫ 目標保有者Aとしてログインした場合のみ、担当者情報と
メールアドレスの変更をシステム上で手続き可能。

⚫ 担当者が変更になった際は、必ず手続きを行うこと。

 法人名、代表者氏名、事業所名、口座名の変更

⚫ システムでの変更が出来ないため、「口座情報／ユーザー
情報変更申請書」の作成・捺印・郵送が必要。申請書は
ASSETウェブサイトの以下のページに掲載されている。
http://www.asset.go.jp/system 32

ASSETシステムのその他の機能

➢ ここまで説明した機能(排出量管理機能、排出枠管理機能など）以外の、
ASSETシステムの機能についてご紹介します。

➢ 担当者や法人名、代表者氏名などが変更になった場合も、所定の手続きが必
要ですので、忘れずにお願いします。
特に、担当者のメールアドレスが変更になると、ASSETシステムからの重要なお
知らせが受信できなくなりますので、ご留意ください。
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 ASSETシステムのＵＲＬ
⚫ https://asset.env.go.jp/asset/

 ASSETシステム操作マニュアル
⚫ ASSETシステムにログイン後、トップページからダウンロードが可能。
https://asset.env.go.jp/asset_manual_user.pdf

 ASSETシステム登録申請書とその他のシステム関連様式
⚫ ASSETウェブサイトの以下のページに掲載されているので、ここからダウ
ンロードすること。
http://www.asset.go.jp/system

 ASSETシステム登録申請書、個人情報提供の同意書の郵送先
⚫ 〒100-8141 東京都千代田区永田町2丁目10番3号

株式会社三菱総合研究所 ASSET担当（EE2） 長谷川宛

※7/31（金）までに郵送（投函）してください（期限厳守）。

 ASSETシステム・排出量取引に関する問い合わせ先
⚫ asset-sec@mri.co.jp ※お問い合せはメールのみ受け付けております。 33

12.問い合わせ先等

問い合わせ先等

➢ 各種URLをこちらに掲載します。

➢ 7/31までに、必ずASSETシステム登録申請書、個人情報提供の同意書をこちら
の郵送先までお送りください。
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