
【レベル１】

一般社団法人カーボン
マネジメント・アカデミー

ＮＰＯ法人生活・福祉環境づ
くり２１

(株)テクノファ (株)山武

（１）オリエンテーション（1時間） 1.15h 1h 1h 3h

・カーボンマネジャーに関する制度、役割、キャリアプラン、社会的意義 1.15h ※1 1h ※1 1h ※1 2h

・環境倫理など ※1 ※1 ※1 1h

（２）地球温暖化問題、エネルギー問題等に関する基礎知識（13時間） 13.2h 13h 13h 6h

・地球環境問題、温室効果ガス排出源 11.2h ※1 4.5h ※2 4.5h ※2 5h ※1

・エネルギー問題、エネルギー源 ※1 5.5h ※2 5.5h ※2 ※1

・地球温暖化防止に関する国際的枠組み ※1 1.5h ※2 1.5h ※2 ※1

・排出量取引、環境税等の経済的手法 ※1 1.5h ※2 1.5h ※2 ※1

・演習 2h ※2 ※2 1h

（３）省エネに関する各種制度（7時間） 8.9h 7h 7h 2h

・省エネ法 8.9h ※2 3h ※3 3h ※3 1.5h　※2

・エネルギー関連制度 ※2 1.5h ※3 1.5h ※3 ※2

・エネルギー計算、CO2計算 ※2 2.5h ※3 2.5h ※3 ※2

・演習 （各科目の中でそれぞれ実施） ※3 ※3 0.5h

（４）温室効果ガス削減等に関する国内の各種制度(10時間） 10.2h 11h 10h 4h

・京都議定書目標達成計画、温対法、自主行動計画制度など 10.2h ※3 2.5h ※4 3h ※4 3.5h ※3

・試行排出量取引制度、国内クレジット制度、JVERなど ※3 4h ※4 2.25h ※4 ※3

・地方自治体排出量取引制度、カーボンオフセット、カーボンフットプリント、グリーン電力証書 ※3 4.5h ※4 4.75h ※4 ※3

・演習 （各科目の中でそれぞれ実施） ※4 ※4 0.5h

（５）温室効果ガスの算出方法(2時間） 2.1h 2h 3h 1h

・６ガスの温暖化係数の基本知識 1.75h 2h ※5 3h ※5 0.5h

・演習 0.35h ※5 ※5 0.5h

（６）省エネ・温室効果ガス削減に関する代表的手法(11時間） 15h 11.5h 11.5h 25h

・省エネルギー診断、温室効果ガス削減診断 4h 0.75h ※6 0.75h ※6 22h ※4

・運用改善、設備更新 5.5h ※4 0.75h ※6 0.75h ※6 ※4

・ESCO事業 ※4 1.5h ※6 1.5h ※6 ※4

・再生可能エネルギーの導入 5.5h ※5 1h ※6 1.5h ※6 ※4

・森林吸収 ※5 1.5h ※6 1.5h ※6 ※4

・代表的業種、部門における省エネ診断例 ※4 3h ※6 3h ※6 ※4

・代表的業種、部門における温室効果ガス削減例 ※4 3h ※6 2.5h ※6 ※4

・演習 （各科目の中でそれぞれ実施） ※6 ※6 3h

（７）その他(事業主体独自のカリキュラム) 5.5h

・起業、社会活動に関する基礎知識 5.5h

（８）修了テスト(2時間) 2h 2h 2h 1ｈ

・テスト 2h 2h 2h 1h

総時間数 52.6h 47.5h 47.5h 47.5h

実働期間 1日 1ヶ月 1日以上 2011/10～2012/3

実働場所 外部での実施 職場、団体等での実施 職場、団体等での実施 自社内

評価者 事業主体 職場、団体の上司 職場、団体の上司 上司

テキスト 事業主体作成テキスト

環境プランナー・ベー
シック公式テキスト
環境プランニング学会
作成

環境プランナー・ベー
シック公式テキスト
事業主体作成テキスト

カーボンマネジメントア
カデミー「地域カーボン
カウンセラー養成講座」
（サブテキスト6冊）
「CO2削減プロジェクト
の最前線」「カーボンオ
フセットのしくみ」「温室
効果ガスの算定と報
告」「改正省エネルギー
法とその対応」「冷えう
省エネ手帳」「国内クレ
ジット制度の仕組みと実
務」

講師
内部講師を基本(一部
外部講師）

内部講師　環境プラン
ニング学会

内部講師、外部講師
地域カーボンカウンセ
ラー養成講座講師陣

テストの形式 選択式 記述式／選択式 記述式／選択式 選択式

テキスト持ち込み 無 有 有 無

育成プログラムの内容
実証事業主体名

実働内容(予定)

テキスト・講師

修了テスト

資料２



【レベル２】

公立大学法人大阪府立大
学

一般社団法人カーボン
マネジメント・アカデミー

(株)住環境研究所、
デロイトトーマツコン
サルティング(株)

ＮＰＯ法人生活・福祉
環境づくり２１

(株)テクノファ (株)山武

（１）オリエンテーション（1時間） 1.5h 1h 0.5h 1h 1h

・カーボンマネジャーに関する制度、役割、キャリアプラ
ン、社会的意義

1.5h ※1 1h ※1 0.5h 1h ※1 1h ※1

・環境倫理など ※1 ※1 - ※1 ※1

（２）省エネ(15時間) 7.5h 15h 14h 15h 16.5h

①エネルギー管理 6.5ｈ ※2 2.5h ※2

・エネルギー管理の基本、定型的（受変電設備、照明設
備、空調設備、ボイラー等）設備のエネルギー管理

※2 ※2 2h 3.5h ※2 3h ※2

・ビル、工場におけるエネルギー管理 ※2 ※2 4h 1.5h ※2 1.5h ※2

・家庭、小口需要家の省エネ、節電方法 ※2 5h 2h 1h ※2 1.5h ※2

・ＩＳＯ５０００１ ※2 ※2 1h 2h 1.5h

②定期報告書（中小規模の定型的な設備を有する事業
場関係

0.5h ※3 1.25h ※3

・概念理解 ※3 ※3 0.5h 1.5h ※2 3h ※2

・定期報告書の作成 ※3 ※3 0.5h 3h ※2 3h ※2

③中長期計画書（中小規模の定型的な設備を有する事
業場関係）

0.5h ※4 1.25h ※4

・概念理解 ※4 ※4 0.5h 0.5h ※2 0.5h ※2

・中長期計画書の作成 ※4 ※4 0.5h 2h ※2 2.5h ※2

④演習 実働の中で実施 5h 3h ※2 ※2

（３）温室効果ガス削減等(15時間) 10.5ｈ 15h 11h 15.5h 15.5h

①ＩＳＯ１４０６４-１ ※5 2.5h ※5

・ 概念理解 ※5 ※5 2h 1h ※3 2h ※3

②試行排出量取引（エンティティベース） 5.0ｈ ※5 2.5h ※6

・算定ガイド ※5 ※6 4h ※1 3h ※3 4.5h ※3

・算定実務 ※5 ※6 ※1 1h ※3 1.5h ※3

・報告書の作成 ※5 ※6 ※1 4.5h ※3 4.5h ※3

③地球温暖化対策法の算定・報告・公表制度（エンティ
ティベース）

5.5ｈ ※6 6.25h ※7

・算定ガイド ※6 ※7 0.5h 2.5h ※3 1h ※3

・算定実務 ※6 ※7 0.5h ※2 1.5h ※3 0.5h ※3

・報告書の作成 ※6 ※7 ※2 2h ※3 1.5h ※3

④演習 実働の中で実施 3.75h 4h

（４）その他(事業主体独自のカリキュラム) 1.5ｈ 10.5h

・低炭素社会の実現に向けて 1.5h

・起業、社会活動に関する基礎知識 5.5h

・企業のカーボンマネジメントに関する実践知識 1.5h

・民生業務分野のカーボンビジネス実践 2h

・産業分野のカーボンビジネス実践 1.5h

（５）修了テスト(３時間) 1.5ｈ 3h 3h 3h 3h 2h

・テスト 1.5h 3h 3h 3h 3h 2h

総時間数 22.5ｈ 34h 28.5h 34.5h 36h 53.5h

実働期間 2～3週間 1日 1ヶ月 １ヶ月 1日以上 過去5年

実働場所 自社内 外部での実施 受講生の各職場
職場、団体等
での実施

職場、団体等
での実施

社内および削減現場

評価者 上司、本学教員 外部有識者 受講生の上司等
職場、団体等
の上司

職場、団体等
の上司

上司

テキスト 事業主体作成テキスト 事業主体作成テキスト
別添

（資料３参照）
環境プランニング
学会作成

事業主体
作成テキスト

一般知識：レベル1同様
専門知識：事業主体作成
テキスト

講師 本学教員、外部講師 内部講師
別添

（資料３参照）
内部講師　環境プ
ランニング学会

内部講師、外部講師
一般知識：レベル1同様
専門知識：内部講師

テストの形式 記述式
記述式

(一部選択有）
省エネ：両方
GHG：記述式

記述式／選択式 記述式／選択式 選択式

テキスト持ち込み 有 無
省エネ：無
GHG：有

有 有 無

実働内容(予定)

テキスト・講師

修了テスト

育成プログラムの内容

実証事業主体名

全
レ
ベ
ル
共
通
一
般
知
識



【レベル３】

一般社団法人カーボン
マネジメント・アカデミー

(株)住環境研究所、デ
ロイトトーマツコンサル
ティング(株)

(株)テクノファ (株)山武

（１）オリエンテーション（1時間） 1h 0.5h 1h

・カーボンマネジャーに関する制度、役割、キャリアプラン、社会的意義 1h ※1 0.5h 1h ※1

・環境倫理など ※1 - ※1

（２）省エネ(15時間) 15h 16.5h 15h

①　設備に関する技術知識 1.25h ※2

・燃焼理論 ※2 1h 1.5h ※2　※5

・熱勘定の基礎 ※2 1h ※2　※5

・電気（3相交流） ※2 1h 1.5h ※3　※5

・回転機器など ※2 0.5h ※3　※5

②ビル、工場における省エネ 2.5h 2h 1.5h ※4　※5

③家庭における省エネ 1.25h 1h ※4　※5

④定期報告書（中小規模だが定型的設備以外も有する事業場関係） 1.25h ※3 4h ※1

・定期報告書の作成 ※3 ※1 3h ※5

⑤中長期計画書（中小規模だが定型的設備以外も有する事業場関係） 1.25h ※4 ※1

・中長期計画書の作成 ※4 ※1 3h ※5

⑥管理標準 1.25h 2h 3h ※5

⑦簡易省エネ診断のための基礎知識 1.25h 1h 1.5h ※5

⑧演習 5h 3h 　※5

（３）温室効果ガス削減等(15時間) 15h 6h 17h

①ＩＳＯ１４０６４-２ 2.5h ※5

・概念理解 ※5 1h 1.5h ※6

②「排出削減方法論」の基礎 3.75h

・承認排出削減方法論(ボイラー、空調、照明、ヒートポンプ) 2.5h 1.5h 4.5h ※6

③　排出削減計画書（ＰＤＤ）の作成 1.25h ※6 3.5h ※2

・排出削減計画書（ボイラー、空調、照明、ヒートポンプ） 2.5h ※2 6.5h ※6

④上記方法論に関する削減量の算定・報告（プロジェクトベース） ※6 ※2 4.5h ※6

⑤演習 2.5h ※2 　※6

（４）その他(事業主体独自のカリキュラム) 2h 10.5h

・起業、社会活動に関する基礎知識 5.5h

・企業のカーボンマネジメントに関する実践知識 1.5h

・民生業務分野のカーボンビジネス実践 2h

・産業分野のカーボンビジネス実践 1.5h

・国内排出権取引制度 1h

・ＩＳＯ５０００１ 1h

（５）修了テスト(３時間) 3h 3h 3h 2h

・テスト 3h 3h 3h 2h

総時間数 34h 28h 36h 53.5h

実働期間 2日 3週間 1～3週間 過去5年

実働場所 外部での実施 受講生の各職場
受講生の各職場、協力会
社、コンサル依頼先

社内および削減現場

評価者 事務局 受講生の上司等
受講生の上司、

コンサル依頼先代表者等
上司

テキスト

GHG排出：
事業主体作成テキスト

省エネ：
外部講師作成テキスト

別添
（資料３参照）

・事業主体作成テキスト
・『地球温暖化対策報告書
作成ハンドブック－地球温
暖化対策メニュー編』東京
都作成・出版
・『省エネ法対応　定期報
告・中長期計画の書き方と
記入例－工場・事業場編』
財団法人省エネルギーセン
ター編・出版

一般知識：レベル1同様
専門知識：
事業主体作成テキスト

講師
別添

（資料３参照）
内部講師、外部講師

一般知識：レベル1同様
専門知識：内部講師

テストの形式 記述式（一部選択有）
省エネ：両方
GHG：両方

記述式／選択式 選択式

テキスト持ち込み 無
省エネ：無
GHG：有

有 無

実働内容(予定)

テキスト・講師

修了テスト

育成プログラムの内容

実証事業主体名

全
レ
ベ
ル
共
通
一
般
知
識



【レベル４】

一般社団法人カーボン
マネジメント・アカデミー

(株)テクノファ (株)山武

（１）オリエンテーション（1時間） 1h 1h

・カーボンマネジャーに関する制度、役割、キャリアプラン、社会的意義 1h ※1 1h ※1

・環境倫理など ※1 ※1

（２）省エネ(15時間) 7.5h+※2 15h

①　省エネに関する総合管理（企画・立案、指示、提言等） 1.25h ※3

・　業務の概要（チームマネジメントを含む） ※3 3h ※2

②　中長期も含めた基本戦略策定（各種規制・リスクへの対応やＣＳＲ推進） 1.25h ※4

・　業務の概要 ※4 6h ※2

③　定期報告書の内部検証 1.25h 3h ※2

④　中長期計画書の内部検証 1.25h 1.5h ※2

⑤  エネルギー管理標準の内部検証 1.25h 1.5h ※2

⑥　演習 1.25h 　※2

（３）温室効果ガス削減等(15時間) 21.25h 17h

①温室効果ガス削減等に関する総合管理（企画・立案、指示、提言等） 1.25h 3.5h ※3

②ＩＳＯ１４０６４-３ 1.25h ※5

・概念理解 ※5 1.5h ※3

③中長期も含めた基本戦略策定（各種規制・リスクへの対応やＣＳＲ推進、
SRI・CDP等の調査対応、排出量取引の活用、クレジットの会計処理等）

5h 3h ※3

④排出削減計画書（１つ以上の「専門技術分野」） 3.75h 2h ※3

⑤多様な排出削減方法論の理解、新規方法論の作成 3.75h 3h ※3

⑥排出削減計画書の内部審査 1.25h ※6 1.5h ※3

⑦排出削減報告書の内部検証 ※6 1h ※3

⑧第三者審査・検証（審査員補クラス） 5h ※7

・内部審査・検証と第三者審査・検証 ※7 1.5h ※3

⑨演習 （各科目の中でそれぞれ実施） 　※3

（４）その他(事業主体独自のカリキュラム) 7.5h ※2 10.5h

・省エネに関する専門家研修 7.5h

・起業、社会活動に関する基礎知識 5.5h

・企業のカーボンマネジメントに関する実践知識 1.5h

・民生業務分野のカーボンビジネス実践 2h

・産業分野のカーボンビジネス実践 1.5h

（５）修了テスト(３時間) 3h 3h 2h

・テスト 3h 3h 2h

総時間数 40.25h 36h 53.5h

実働期間 2日 1～3週間

実働場所 内部での実施 受講生の各職場等

評価者 事務局
受講生の上司、
専門部署担当者等

テキスト

GHG排出：
事業主体作成テキスト

省エネ：
外部講師作成テキスト

事業主体作成テキスト

講師 内部講師、外部講師

テストの形式 記述・選択式 記述式／選択式 記述式／選択式

テキスト持ち込み 無 有 有／無

実働内容(予定)

テキスト・講師

修了テスト

育成プログラムの内容

実証事業主体名

全
レ
ベ
ル
共
通
一
般
知
識


