
   ASSET システム 操作マニュアル（検証機関編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作マニュアル 

（検証機関編） 
 

 

1.9 版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ASSET システム 操作マニュアル（検証機関編） 

        

 

版数 更新日 更新理由 

1.0 2013.4 初版制定 

1.1 2014.7 「6 お問合せ先」を更新 

1.2 2015.12 ご利用推奨環境の変更に伴い以下の箇所を更新 

・「1.2 ご利用環境」を更新 

・「2.5 ブラウザ設定」を更新 

・「4.4 最新のマニュアルがダウンロードできない。」を更新 

1.3 2016.3 排出枠種別名称の変更に伴い以下の箇所を更新および追加 

・「1.6 用語集」 

・「5.2 jVER について」 

1.4 2016.6 項目名称の変更に伴い以下の箇所を変更 

・「1.6 用語集」 

・「5.2 jVER について」 

1.5 2017.1 URL の変更に伴い以下の箇所を更新 

・「1.4 本システムの URL」 

1.6 2017.6 ご利用推奨環境の変更に伴い以下の箇所を更新 

・「1.2 ご利用環境」 

・「4.4 最新のマニュアルがダウンロードできない。」 

機能改善に伴い以下の箇所を更新 

・「3.3 算定報告書を承認依頼／差戻する」 

・「3.4 算定報告書を差戻依頼する」 

・「3.6 検証報告書を承認依頼する」 

・「3.7 検証報告書を差戻依頼する」 

・「3.10 査読結果返信する」 

検索・一覧画面の検索結果下部にページリンクを追加 

1.7 2018.2 アップロードするファイルサイズに関する注意書きの追記に伴い以下の箇所を更新 

・「3.2 算定報告書を参照する」 

・「3.5 検証報告書を登録する」 

・「3.8 査読結果を参照する」 

・「3.9 査読結果の返信内容を登録する」 

1.8 2019.5 機能改善に伴い以下の箇所を更新 

・「3.11 ユーザ情報を参照する」 

・「3.12 担当者情報を変更申請する／申請結果を確認する」 

1.9 2019.11 ご利用推奨環境の変更に伴い以下の箇所を更新  

・「1.2 ご利用環境」 



   ASSET システム 操作マニュアル（検証機関編） 

        

 

目次 

1 はじめに .................................................................................................................................................................................. 1 

1.1 本書の目的 ........................................................................................................................................................................ 1 

1.2 ご利用環境 ........................................................................................................................................................................ 1 

1.3 ご利用可能時間 .............................................................................................................................................................. 1 

1.4 本システムのURL ....................................................................................................................................................... 1 

1.5 本システム利用上の注意事項 ................................................................................................................................. 2 

1.6 用語集 .................................................................................................................................................................................. 3 

2 共通ルール ............................................................................................................................................................................. 4 

2.1 画面構成 ............................................................................................................................................................................. 4 

2.2 ホーム画面 ........................................................................................................................................................................ 5 

2.3 入力画面 ............................................................................................................................................................................. 7 

2.4 変更画面 ............................................................................................................................................................................. 7 

2.5 ブラウザ設定 ................................................................................................................................................................... 8 

3 操作マニュアル ............................................................................................................................................................... 12 

3.1 ログインする ............................................................................................................................................................... 17 

3.2 算定報告書を参照する ............................................................................................................................................ 20 

3.3 算定報告書を承認依頼／差戻する ................................................................................................................... 24 

3.4 算定報告書を差戻依頼する .................................................................................................................................. 28 

3.5 検証報告書を登録する ............................................................................................................................................ 32 

3.6 検証報告書を承認依頼する .................................................................................................................................. 36 

3.7 検証報告書を差戻依頼する .................................................................................................................................. 40 

3.8 査読結果を参照する ................................................................................................................................................. 44 

3.9 査読結果の返信内容を登録する ........................................................................................................................ 48 

3.10 査読結果返信する ................................................................................................................................................. 49 

3.11 ユーザ情報を参照する ....................................................................................................................................... 53 

3.12 担当者情報を変更申請する／申請結果を確認する ............................................................................ 55 

3.13 配信情報を参照する ............................................................................................................................................ 61 

3.14 パスワードを変更する ....................................................................................................................................... 63 

3.15 ログアウトする ..................................................................................................................................................... 67 

4 困ったときは？ ............................................................................................................................................................... 68 

4.1 ログイン IDを忘れてしまった。 ...................................................................................................................... 68 

4.2 パスワードを忘れてしまった。 ........................................................................................................................ 68 

4.3 パスワードを変更したい。 .................................................................................................................................. 68 

4.4 最新のマニュアルがダウンロードできない。 ........................................................................................... 68 

4.5 ファイルダウンロード時の処理が遅い。 ..................................................................................................... 68 

4.6 システムに登録した情報を変更したい。 ..................................................................................................... 69 

4.7 メニュー画面の「配信情報」には何が表示されるのですか？ ......................................................... 69 

4.8 エラー画面が表示された。 .................................................................................................................................. 69 



   ASSET システム 操作マニュアル（検証機関編） 

        

5 その他 ................................................................................................................................................................................... 70 

5.1 エラー画面対処方法 ................................................................................................................................................. 70 

5.2 jVER について............................................................................................................................................................ 73 

6 お問合せ先 ......................................................................................................................................................................... 74 



   ASSET システム 操作マニュアル（検証機関編） 

        - 1-        

 

1 はじめに 

1.1 本書の目的 

本書は、検証機関における ASSETシステムの操作方法（基本情報管理、排出量管理等）を

説明します。 

 

1.2 ご利用環境 

本システムのご利用にあたり、以下の環境を推奨しています。 

OS・ブラウザ Windows8.1・Internet Explorer 11 

Windows10・Internet Explorer 11 

ディスプレイ XGA（1024×768）以上 

インターネット インターネットに正常に接続できること 

https アクセス可能であること（※1） 

※1 本システムでは、強固なセキュリティを確保するため、通信には、SSL プロトコルを使

用します。このため、貴社（または貴事業所）において、ファイアウォール等を導入している

場合、またはルータ等でプロトコルのフィルタリング設定を行っている場合は、「https」の

通信許可を設定する必要があります。設定状況について、貴社（または貴事業所）の情報シス

テム部門に確認してください。 

 

1.3 ご利用可能時間 

本システムのご利用可能時間は以下の通りです。 

平日７時～２３時  

※土日祝祭日、年末年始（12 月 29 日から 1月 3 日）はご利用いただけません。 

 

なお、上記利用時間内であっても、本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用の

停止、休止、中断等を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。その際には、ホ

ームページ等でお知らせ致します。 

 

1.4 本システムの URL 

・ASSET システム 

URL：https://asset.env.go.jp/asset/ 
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1.5 本システム利用上の注意事項 

 ブラウザの｢戻る｣「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。 

 前のページに戻る際にバックスペース（Back Space）ボタンは使用しないでください。 

 ログイン後、処理を行わずに一定時間を過ぎた場合は、システムとの接続を切断します。 

再度ログインし直してください。 

 ブラウザの JavaScriptを有効にしてください。 

有効でない場合は、「2.5ブラウザの設定」を参照し、有効にしてください。 

 ブラウザの Cookie を有効にしてください。 

有効でない場合は、「2.5ブラウザの設定」を参照し、有効にしてください。 
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1.6 用語集 

本マニュアルで使用する用語を以下に示します。 

用語 定義 

排出枠種別 JAA、jVER の２種類。 

コミットメントリザーブ

量 

償却期限前までの間、常に自己の遵守口座に保有しなければなら

ない排出枠の量。なお償却が完了次第、自動的に解除される。 

移転可能排出枠量 残高-コミットメントリザーブ量。 

目標保有者 算定報告書の提出、排出枠の移転・償却・取消・オフセット等を

行う。属性により目標保有者A と B に分類される。 

目標保有者 Aは、上記すべてを実施できる利用者を指す。 

目標保有者 Bは、上記のうち、排出枠の移転・償却・取消・オフ

セット等が実施できない利用者を指す。 

取引参加者 排出枠の取引等を行う目標保有者以外の事業者。 

検証機関 提出された算定報告書の検証、検証報告書の提出を行う。 

環境省（管理者） 基本情報の登録・修正、算定・検証報告書の査読、承認、排出枠

取引管理、遵守状況管理を行う。 

排出枠シリアル番号 制度種別 ID（“AST”）+排出枠特定番号の形式で表示される。 

（例）AST-12345 

JAA 初期割当量として交付される排出枠で、1t-CO2の単位で表され

る。 

jVER 国内認証排出削減量に基づいて発行される排出枠。1t-CO2の単

位で表される。詳細は「5.2 jVER について」参照。 

制度記号 jVER発行時に付与される属性情報であり jVERのみ表示される。

jVER 発行の基となった制度毎に異なる。詳細は「5.2 jVER につ

いて」参照。 

クレジット認証番号等 jVER発行時に付与される属性情報であり jVERのみ表示される。

jVER 発行の基となった制度のプロジェクトの認証番号または認

証日が引き継がれる。詳細は「5.2 jVER について」参照。 

発行期 排出枠が発行された期。 

第１期発行分は「１」となる。なお、jVER の発行期については

「0」が設定される。 

償却 削減対策実施期間の排出量実績に応じた、排出枠を償却すること。 

処理番号 移転・発行等を完了した際に付与される番号で、取引を一意に特

定する。 

（例）AST-T-99999 

バンキング 期を跨いで排出枠を保有し続けること。 

算定年度 年度呼称の総称。算定年度には、基準年度、削減目標年度及び調

整・自主削減年度がある。 
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2 共通ルール 

2.1 画面構成 

 画面レイアウトは３種類の領域から構成されます。 

画面上部をヘッダーエリア、画面中部をボディエリア、画面下部をフッターエリアと呼びます。 

 

① ヘッダーエリア 

画面上部に表示するエリアのことを言

う。 

 

② ボディエリア 

業務固有の情報を表示し、業務を実行す

るために利用するエリアのことを言う。 

 

③ フッターエリア 

画面下部に表示するエリアのことを言

う。 

 

① 

② 

③ 
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2.2 ホーム画面 

  

 

① ヘッダーエリア及びログイン情報表

示部 

② ユーザ情報表示部 

③ 配信情報表示部 

  

 

① ヘッダーエリア及びログイン情報表示部 

 ログイン後のすべての画面に表示されます。 

 

 ホーム ホーム画面を表示します。  

業務リンク 各業務機能へのリンクをツリー構造でまとめたリンクです。  

マニュアル マニュアルを別ウィンドウに表示します。  

ログアウト ログアウトします。  

前回ログイン時刻 前回のログインした時刻を表示します。  

 

② ユーザ情報表示部 

 ユーザ情報を表示します。 

 

 ユーザ ID ログインしているユーザ ID を表示します。  

法人名 ログインしている法人名を表示します。  

① 

② 

③ 
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③ 配信情報表示部 

 担当者情報変更申請や算定報告書承認依頼時等に配信された情報を表示します。 

 

 タイトル 配信情報のタイトルを表示します。  

配信日 配信情報の配信日を表示します。  

詳細 クリックすることで配信情報の詳細情報を表示します。  

削除 クリックすることで配信情報を削除します。  
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2.3 入力画面 

  

 

「追加」ボタン押下後画面 

 

① （必須）と記載されている項目

は入力必須項目です。 

② 【○○○○】は入力可能な文字

の種類です。 

※【○○○○】には【半角数字】、

【全角】、【全半角】、【半角】があり

ます。また、入力可能な文字は JIS

第１水準漢字、第２水準漢字に準じ

ます。環境依存文字（JIS第 3 水準

漢字、第 4水準漢字等）及び、機

種依存文字は保証しません。 

 

③ 追加した情報が表示されます。 

 

 

2.4 変更画面 

  

 

① 登録情報の変更を行った場合、

赤文字で表示されます。 

 

② 登録情報のクリアを行った場

合は、灰文字に取り消し線が表

示されます。 

※この図では、「目標保有者」

と登録されていたものを「目標

保有者 aa」に変更しています。

（内容の変更①かつ前内容の

クリア②が表現されている） 

 

 

① ② 

① 

② 

③ 
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2.5 ブラウザ設定 

本システムを利用するにあたり、ブラウザの以下設定が必要です。 

すでに有効になっている場合、設定する必要はありません。 

ステップ 1 JavaScript を有効にする。 

 

  

① ブラウザメニューの「ツール(T)-インターネットオプ

ション(O)」をクリックします。 

※メニューバーが表示されていない場合、以下を実施し

てください。 

・キーボードの[Alt]キーを押下して、メニューバーを表

示します。 

  

② 「インターネットオプション」画面にて「セキュリテ

ィ」タブの「レベルのカスタマイズ」ボタンをクリッ

クします。 

 

③ 「セキュリティの設定」画面にて「スクリプト-アクテ

ィブスクリプト」の「有効にする」にチェックを入れ

ます。 

④ 「OK」ボタンをクリックします。 

① 

② 

③ 

④ 
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⑤ 「インターネットオプション」画面にて「OK」ボタン

をクリックします。 

⑤ 
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ステップ 2 Cookieを有効にする。 

 

 

① ブラウザメニューの「ツール(T)-インターネットオプ

ション(O)」をクリックします。 

※メニューバーが表示されていない場合、以下を実施し

てください。 

・キーボードの[Alt]キーを押下して、メニューバーを表

示します。 

 

② 「インターネットオプション」画面にて「プライバシ

ー」タブの「設定」でスライダを「中」にします。 

③ 「OK」ボタンをクリックします。 

② 

③ 

① 
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ステップ３ ポップアップを許可する。 

 

① ブラウザメニューの「ツール(T)-ポップアップ 

ブロック(P)-ポップアップ ブロックの設定

(P)」をクリックします。 

※メニューバーが表示されていない場合、以下を

実施してください。 

・キーボードの[Alt]キーを押下して、メニューバ

ーを表示します。 

 

② 「ポップアップブロックの設定」画面にて「許

可するwebサイトのアドレス」に「*.env.go.jp」

を記入し、「追加」ボタンをクリックします。 

 

 

③ 「ポップアップブロックの設定」画面にて「許

可されたサイト(S)」に「*.env.go.jp」が追加さ

れていることを確認します。 

④ 「閉じる(C)」ボタンをクリックします。 

② 

④ 

① 

③ 



   ASSET システム 操作マニュアル（検証機関編） 

        - 12-        

 

3 操作マニュアル 

以下に検証機関の業務の流れを示す。 
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【補足①：書類情報ステータスとその時可能なステータス更新操作について】 

書類情報画面で確認できるステータスの詳細な状態を以下に示します。 

【基準年度、削減目標年度の算定報告書のステータスについて】 

算定報告書について、ステータスとそのステータスの時に可能な操作は以下の通りです。 

未提出 検証依頼済 承認依頼済 承認済

検証依頼

差戻

ステータスが「検証依頼済」の算定報告書には、
必要に応じて「差戻依頼」を実施できます。

検証機関が差戻の要否を判断し、差戻が必要となった場合は
算定報告書が「差戻」されます。

承認依頼

差戻

承認※

承認解除

目標保有者が関係するステータス

検証機関が関係するステータス

事務局が関係するステータス

※査読書類のステータスが「査読完了」にならないと承認は行われません。
 

【調整・自主削減目標年度の算定報告書のステータスについて】 

算定報告書について、ステータスとそのステータスの時に可能な操作は以下の通りです。 

 

未提出 提出済 受理済

提出

差戻

ステータスが「提出済」の算定報告書には、
必要に応じて「差戻依頼」を実施できます。

事務局が差戻の要否を判断し、差戻が必要となった場合は
算定報告書が「差戻」されます。

受理

受理解除

目標保有者が関係するステータス

検証機関が関係するステータス

事務局が関係するステータス
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【検証報告書のステータスについて】 

検証報告書について、ステータスとそのステータスの時に可能な操作は以下の通りです。 

目標保有者は検証報告書の参照のみが可能です。 

未提出 承認依頼済 承認済

承認依頼

差戻

ステータスが「承認依頼済」の算定報告書には、
必要に応じて「差戻依頼」を実施できます。

事務局が差戻の要否を判断し、差戻が必要となった場合は
検証報告書が「差戻」されます。

承認※

承認解除

※査読書類のステータスが「査読完了」にならないと承認は行われません。

目標保有者が関係するステータス

検証機関が関係するステータス

事務局が関係するステータス

 

【査読書類のステータスについて】 

査読書類について、ステータスとそのステータスの時に可能な操作は以下の通りです。 

目標保有者は査読書類の参照のみが可能です。 

査読結果
送信済

査読結果
返信済

査読前
・査読中

返信

送信

送信
査読完了

査読完了

査読完了解除

査読完了

目標保有者が関係するステータス

検証機関が関係するステータス

事務局が関係するステータス
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【補足②：処理完了メールについて】 

以下の処理が完了すると、登録されているメールアドレスに、メールによるお知らせが届きます。 

・ 担当者情報変更申請をした時 

・ 自身が検証を担当する事業所の算定報告書・検証報告書の書類情報ステータスが変更された

時（検証依頼・差戻依頼をされた時、承認依頼をした時、差戻された時、承認された時など） 

・ 自身が検証を担当する事業所の査読書類の書類情報ステータスが変更された時（査読結果送

信をされた時、査読結果返信をした時、査読完了した時など） 

 

処理完了メールが届かない場合は、登録されているメールアドレスが正しいことをご確認いただくか、

貴社の情報システム部門にセキュリティ設定をご確認ください。 

なお、ログイン後の最初のメニュー画面下部の「配信情報」欄でも処理完了のお知らせが表示されま

す。 
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3.1 ログインする 

準備  

 以下のものをご用意ください。 

 ログイン ID 

 パスワード 

（ログイン ID・パスワードは管理者から通知されます。） 

  

ステップ１ ASSETシステムのURLにアクセスします。 

 

 

① ブラウザを立ち上げ URL を入力しま

す。 

② 「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

 

  利用できるブラウザについては、「1.2ご利用環境」をご覧ください。 

 URL は、「1.4本システムのURL」をご覧ください。 

 

 

② 

①  
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ステップ 2 ログイン ID・パスワードを入力します。 

 

 

① 「ログイン」画面にて、ログイン ID・

パスワードを入力します。 

② 「ログイン」ボタンをクリックします。 

※ 規定された回数を超えて、ログイン ID

もしくはパスワードを間違えるとしば

らくの間、ログインができなくなります

（アカウントロック）。一定時間経過後

に、再度ログインし直してください。 

 

  パスワードを忘れてしまった場合は、「４.2 パスワードを忘れてしまった。」をご覧ください。  

② 

① 
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ステップ３ ホーム画面が表示されます。 

 

 

メニューより、各種機能をご利用できます。 
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3.2 算定報告書を参照する 

準備  

 

 以下のものをご用意ください。 

 検証依頼メール 

（目標保有者からメールを受領します。メールの内容を確認してください。） 

 

ステップ 1 メニューから「報告書情報一覧」を選択します。 

 

 

 

① メニューの「排出量管理」から「報告

書情報一覧」を選択し、クリックしま

す。 

 

① 
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ステップ 2 該当の算定報告書情報を検索します。 

 

 

 

① 「報告書情報一覧」画面にて、検索条

件（参加期、算定年度、種別、ステー

タス、ソート順）を選択します。 

② 「検索」ボタンをクリックします。 

 

 

 

① 

② 
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ステップ３ 該当の算定報告書情報を選択します。 

 

 

 

① 「報告書情報一覧」画面の検索結果に

ある該当の算定報告書情報の登録／

閲覧の「詳細」ボタンをクリックしま

す。 

 

  依頼／承認／差戻の項目の「詳細」ボタンをクリックすると、「報告書ステータス入力」画面に

遷移します。 

 「CSV 出力」ボタンをクリックすると、検索した報告書情報一覧のデータを CSV 形式で出力で

きます。 

 

① 
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ステップ４ 該当の算定報告書情報を参照します。 

 

 

① 「報告書情報登録／削除」画面にて、

該当の算定報告書情報のファイルを

選択し、ファイルをダウンロードし

て参照します。 

 

  「一覧画面に戻る」ボタンをクリックすると「報告書情報一覧」画面に戻ります。  

① 
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3.3 算定報告書を承認依頼／差戻する 

準備  

 

 「3.2 算定報告書を参照する」を実施し、該当の算定報告書の内容を確認し、修正有無があるか

確認してください。 

「3.2 算定報告書を参照する」のステップ１～２を実施して、該当の算定報告書を検索してくだ

さい。 

◆承認依頼／差戻をするために必要な条件 

算定報告書のステータスが「検証依頼済」である 

 

ステップ 1 承認依頼／差戻する算定報告書情報を選択します。 

 

 

 

① 「報告書情報一覧」画面の検索結果に

ある該当の算定報告書情報の依頼／

承認／差戻の「詳細」ボタンをクリッ

クします。 

   登録／閲覧の項目の「詳細」ボタンをクリックすると、「報告書情報登録／削除」画面に遷移

します。 

 「CSV 出力」ボタンをクリックすると、検索した算定報告書情報一覧のデータを CSV 形式で

出力できます。 

 

① 
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ステップ 2 算定報告書の承認依頼／差戻を選択します。 

 

  

① 「報告書情報ステータス更新入力」画

面にて、ステータス情報のステータス

操作（必須）の項目で承認依頼または

必要に応じて、差戻を選択します。 

② 必要に応じてメール配信内容情報に

補足内容を入力します。 

③ 「確認」ボタンをクリックします。 

 

 

  「戻る」ボタンをクリックすると「報告書情報一覧」画面に戻ります。 

  算定報告書が差戻依頼中であっても承認依頼をすることは可能です。 

  承認依頼をすると差戻依頼はクリアされます。 

 

 

① 

③ 

② 
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ステップ３ 該当の算定報告書のステータスを更新します。 

 

  

① 「報告書情報ステータス更新確認」画

面にて、ステータス情報、メール配信

内容情報を確認します。 

② 「更新」ボタンをクリックします。 

 

  承認依頼の場合、「更新」ボタンをクリックすると、管理者と目標保有者に承認依頼メールが送

信されます。 

 差戻の場合、「更新」ボタンをクリックすると、目標保有者に差戻メールが送信されます。 

 「戻る」ボタンをクリックすると、「報告書情報ステータス更新入力」画面に戻ります。 

 

② 

①  
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ステップ４ 報告書情報ステータス更新が完了したことを確認します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「報告書情報ステータス更新完了」

画面にて、ステータス操作が行われ

たことを確認します。 

 

  「一覧画面に戻る」ボタンをクリックすると、「報告書情報一覧」画面に遷移します。 

 最新のステータスは「報告書情報一覧」画面で確認できます。 

 

① 
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3.4 算定報告書を差戻依頼する 

準備  

 

 ◆差戻依頼をするために必要な条件 

算定報告書のステータスが「承認依頼済」である 

 

ステップ 1 差戻依頼する算定報告書情報を選択します。 

 

 

 

① 「報告書情報一覧」画面の検索結果に

ある該当の算定報告書情報のステー

タスが承認依頼済であることを確認

します。 

② 「報告書情報一覧」画面の検索結果に

ある該当の算定報告書情報の依頼/承

認/差戻の「詳細」ボタンをクリック

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  登録／閲覧の項目の「詳細」ボタンをクリックすると、「報告書情報登録／削除」画面に遷移し

ます。 

 「CSV 出力」ボタンをクリックすると、検索した算定報告書情報一覧のデータを CSV 形式で

出力できます。 

 

① ② 
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ステップ 2 算定報告書の差戻依頼を選択します。 

 

  

① 「報告書情報ステータス更新入力」画

面にて、ステータス情報のステータス

操作（必須）の項目で差戻依頼を選択

します。 

② 必要に応じてメール配信内容情報に

補足内容を入力します。 

③ 「確認」ボタンをクリックします。 

 

 

  「戻る」ボタンをクリックすると「報告書情報一覧」画面に戻ります。  

 

① 

③ 

② 
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ステップ３ 該当の算定報告書のステータスを更新します。 

 

  

① 「報告書情報ステータス更新確認」画

面にて、ステータス情報、メール配信

内容情報を確認します。 

② 「更新」ボタンをクリックします。 

 

  「更新」ボタンをクリックすると、管理者と目標保有者に差戻依頼メールが送信されます。 

 「戻る」ボタンをクリックすると、「報告書情報ステータス更新入力」画面に戻ります。 

 

② 

①  
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ステップ４ 報告書情報ステータス更新が完了したことを確認します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「報告書情報ステータス更新完了」画

面にて、ステータス操作が行われたこ

とを確認します。 

 

  「一覧画面に戻る」ボタンをクリックすると、「報告書情報一覧」画面に遷移します。 

  差戻依頼中かどうかは「報告書情報一覧」画面で、確認できます。 

 

① 
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3.5 検証報告書を登録する 

準備  

 

 以下のものをご用意ください。 

 検証報告書 

 

ステップ 1 メニューから「報告書情報一覧」を選択します。 

 

 

 

① メニューの「排出量管理」から「報

告書情報一覧」を選択し、クリック

します。 

 

① 
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ステップ 2 該当の検証報告書情報を検索します。 

 

 

 

① 「報告書情報一覧」画面にて、検索条

件（参加期、算定年度、種別、ステー

タス、ソート順）を選択します。 

② 「検索」ボタンをクリックします。 

 

 

 

① 

② 
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ステップ３ 該当の検証報告書情報を選択します。 

 

  

① 「報告書情報一覧」画面の検索結果に

ある該当の検証報告書情報の登録／

閲覧の「詳細」ボタンをクリックしま

す。 

 

  依頼／承認／差戻の項目の「詳細」ボタンをクリックすると、「報告書情報ステータス項更新

入力」画面に遷移します。 

 「CSV 出力」ボタンをクリックすると、検索した報告書情報一覧のデータを CSV 形式で出

力できます。 

 

① 
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ステップ４ 該当の検証報告書情報を登録します。 

 

 

① 「報告書情報登録／削除」画面にて、

検証報告書の追加するファイルの選

択で「参照」ボタンをクリックし、

アップロードする検証報告書を選択

します。 

② 「ファイル追加」ボタンをクリック

し、ファイルが追加されたことを確

認します。 

 

  「削除」ボタンをクリックすると該当ファイルを削除できます。 

 「一覧画面に戻る」ボタンをクリックすると「報告書情報一覧」画面に戻ります。 

 アップロードするファイルのサイズは 10MB以内にしてください。 

 

① 

② 
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3.6 検証報告書を承認依頼する 

準備  

 

 「3.5 検証報告書を登録する」を実施し、該当の検証報告書を登録してください。 

◆承認依頼をするために必要な条件 

検証報告書のステータスが「未提出」である 

 

ステップ 1 承認依頼する検証報告書情報を選択します。 

 

 

① 「報告書情報一覧」画面の検索結果に

ある該当の検証報告書情報の依頼／

承認／差戻の「詳細」ボタンをクリッ

クします。 

  登録／閲覧の項目の「詳細」ボタンをクリックすると、「報告書情報登録／削除」画面に遷移し

ます。 

 「CSV 出力」ボタンをクリックすると、検索した算定報告書情報一覧のデータを CSV 形式で

出力できます。 

 

① 
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ステップ 2 検証報告書の承認依頼を選択します。 

 

  

① 「報告書情報ステータス更新入力」画

面にて、ステータス情報のステータス

操作（必須）の項目で承認依頼を選択

します。 

② 必要に応じてメール配信内容情報に

補足内容を入力します。 

③ 「確認」ボタンをクリックします。 

 

 

  「戻る」ボタンをクリックすると「報告書情報一覧」画面に戻ります。  

 

① 

③ 

② 
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ステップ３ 該当の検証報告書のステータスを更新します。 

 

  

① 「報告書情報ステータス更新確認」画

面にて、ステータス情報、メール配信

内容情報を確認します。 

② 「更新」ボタンをクリックします。 

 

  「更新」ボタンをクリックすると、管理者と目標保有者に承認依頼メールが送信されます。 

 「戻る」ボタンをクリックすると、「報告書情報ステータス更新入力」画面に戻ります。 

 

② 

①  
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ステップ４ 報告書情報ステータス更新が完了したことを確認します。 

 

  

①「報告書情報ステータス更新完了」画面

にて、ステータス操作が行われたことを確

認します。 

 

  「一覧画面に戻る」ボタンをクリックすると、「報告書情報一覧」画面に遷移します。 

 最新のステータスは「報告書情報一覧」画面で確認できます。 

 

 

 

① 
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3.7 検証報告書を差戻依頼する 

準備  

 

 ◆差戻依頼をするために必要な条件 

検証報告書のステータスが「承認依頼済」である 

 

ステップ 1 差戻依頼する検証報告書情報を選択します。 

 

 

① 「報告書情報一覧」画面の検索結果に

ある該当の検証報告書情報のステー

タスが承認依頼済であることを確認

します。 

② 「報告書情報一覧」画面の検索結果に

ある該当の検証報告書情報の依頼/承

認/差戻の「詳細」ボタンをクリック

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  登録／閲覧の項目の「詳細」ボタンをクリックすると、「報告書情報登録／削除」画面に遷移し

ます。 

 「CSV 出力」ボタンをクリックすると、検索した算定報告書情報一覧のデータを CSV 形式で

出力できます。 

 

① ② 
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ステップ 2 検証報告書の差戻依頼を選択します。 

 

  

① 「報告書情報ステータス更新入力」画

面にて、ステータス情報のステータス

操作（必須）の項目で差戻依頼を選択

します。 

②必要に応じてメール配信内容情報に補

足内容を入力します。 

③「確認」ボタンをクリックします。 

 

 

  「戻る」ボタンをクリックすると「報告書情報一覧」画面に戻ります。  

 

① 

③ 

② 
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ステップ３ 該当の検証報告書のステータスを更新します。 

 

  

① 「報告書情報ステータス更新確認」画

面にて、ステータス情報、メール配信

内容情報を確認します。 

② 「更新」ボタンをクリックします。 

 

  「更新」ボタンをクリックすると、管理者と目標保有者に差戻依頼メールが送信されます。 

 「戻る」ボタンをクリックすると、「報告書情報ステータス更新入力」画面に戻ります。 

 

② 

①  
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ステップ４ 報告書情報ステータス更新が完了したことを確認します。 

 

 

 

  

① 「報告書情報ステータス更新完了」画

面にて、ステータス操作が行われたこ

とを確認します。 

 

  「一覧画面に戻る」ボタンをクリックすると、「報告書情報一覧」画面に遷移します。 

  差戻依頼中かどうかは「報告書情報一覧」画面で、確認できます。 

 

① 
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3.8 査読結果を参照する 

準備  

 

 以下のものをご用意ください。 

 査読結果送信メール 

（管理者からメールを受領します。メールの内容を確認してください。） 

 

ステップ 1 メニューから「報告書情報一覧」を選択します。 

 

 

 

① メニューの「排出量管理」から「報告

書情報一覧」を選択し、クリックしま

す。 

 

① 
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ステップ 2 該当の査読結果情報を検索します。 

 

 

 

 

① 「報告書情報一覧」画面にて、検索条

件（参加期、算定年度、種別、ステー

タス、ソート順）を選択します。 

② 「検索」ボタンをクリックします。 

 

 

① 

② 
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ステップ３ 該当の査読結果情報を選択します。 

 

  

① 「報告書情報一覧」画面の検索結果に

ある該当の査読結果情報の登録／閲

覧の「詳細」ボタンをクリックします。 

 

  依頼／承認／差戻の項目の「詳細」ボタンをクリックすると、「報告書情報ステータス更新入力」

画面に遷移します。 

 「CSV 出力」ボタンをクリックすると、検索した報告書情報一覧のデータを CSV 形式で出力

できます。 

 

① 
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ステップ４ 該当の査読結果情報を参照します。 

 

 

① 「報告書情報登録／削除」画面にて、

該当の査読結果情報のファイルを選

択し、ファイルをダウンロードして

参照します。 

 

  「一覧画面に戻る」ボタンをクリックすると「報告書情報一覧」画面に戻ります。  

① 
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3.9 査読結果の返信内容を登録する 

準備  

 

 「3.8 査読結果を参照する」を実施し、該当の査読結果を確認してください。 

 

ステップ 1 返信内容を登録します。 

 

 

① 「報告書情報登録／削除」画面にて、

査読書類の追加するファイルの選択

で「参照」ボタンをクリックし、アッ

プロードする査読書類を選択します。 

② 「ファイル追加」ボタンをクリック

し、ファイルが追加されたことを確認

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  アップロードするファイルのサイズは 10MB以内にしてください。  

 

① 

② 
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3.10 査読結果返信する 

準備  

 

 「3.9 査読結果の返信内容を登録する」を実施し、該当の査読結果を登録してください。 

「3.8 査読結果を参照する」のステップ１～２を実施して、該当の査読結果を検索してください。 

◆査読結果返信をするために必要な条件 

査読書類のステータスが「査読結果送信済」である 

 

ステップ 1 査読結果返信する査読書類情報を選択します。 

 

 

 

① 「報告書情報一覧」画面の検索結果に

ある該当の査読書類情報の依頼／承

認／差戻の「詳細」ボタンをクリック

します。 

  登録／閲覧の項目の「詳細」ボタンをクリックすると、「報告書情報登録／削除」画面に遷移し

ます。 

 「CSV 出力」ボタンをクリックすると、検索した報告書情報一覧のデータを CSV 形式で出力

できます。 

 

 

① 
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ステップ 2 査読結果返信を選択します。 

 

  

① 「報告書情報ステータス更新入力」画

面にて、ステータス情報のステータス

操作（必須）の項目で査読結果返信を

選択します。 

② 必要に応じてメール配信内容情報に

補足内容を入力します。 

③ 「確認」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「戻る」ボタンをクリックすると「報告書情報一覧」画面に戻ります。  

 

① 

③ 

② 
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ステップ３ 該当の査読書類のステータスを更新します。 

 

  

① 「報告書情報ステータス更新確認」画面に

て、ステータス情報、メール配信内容情報

を確認します。 

② 「更新」ボタンをクリックします。 

 

  「更新」ボタンをクリックすると、管理者に査読結果返信メールが送信されます。 

 「戻る」ボタンをクリックすると、「報告書情報ステータス更新入力」画面に戻ります。 

 

② 

①  
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ステップ４ 報告書情報ステータス更新が完了したことを確認します。 

 

  

① 「報告書情報ステータス更新完了」

画面にて、ステータス操作が行われ

たことを確認します。 

 

  「一覧画面に戻る」ボタンをクリックすると、「報告書情報一覧」画面に遷移します。 

 最新のステータスは「報告書情報一覧」画面で確認できます。 

 

① 
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3.11 ユーザ情報を参照する 

準備  

 

 特になし。 

 

ステップ 1 メニューから「ユーザ情報参照」を選択します。 

 

 

 

① メニューの「基本情報管理」から「ユ

ーザ情報参照」を選択し、クリックし

ます。 

① 
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ステップ２ ユーザ情報を参照します。 

 

  

① 「ユーザ情報詳細」画面にて、ユー

ザ情報の詳細を確認します。 

  「担当者情報変更申請」ボタンをクリックすると「担当者情報変更申請入力」画面に遷移しま

す。（「3.12 担当者情報を変更申請する/申請結果を確認する。」参照） 

 「パスワード変更」ボタンをクリックすると「パスワード変更入力」画面に遷移します。（「3.14

パスワードを変更する」参照） 

 

 

① 
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3.12 担当者情報を変更申請する／申請結果を確認する 

準備  

 

 特になし。 

 

ステップ 1 メニューから「ユーザ情報参照」を選択します。 

 

 

 

① メニューの「基本情報管理」から「ユ

ーザ情報参照」を選択し、クリック

します。 

 

① 
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ステップ２ 自分自身のユーザ情報を確認します。 

 

  

① 「ユーザ情報詳細」画面にて、自分

自身のユーザ情報の詳細を確認しま

す。 

② 確認後、「担当者情報変更申請」ボタ

ンをクリックします。 

 

  「パスワード変更」ボタンをクリックすると「パスワード変更入力」画面に遷移します。

（「3.14 パスワードを変更する」参照） 

 

 

① 

② 
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ステップ３ 担当者情報変更申請情報を入力します。 

 

  ① 「担当者情報変更申請入力」画面

にて変更するユーザ情報、認証情

報に関する情報を入力及び選択を

します。 

② 「確認」ボタンをクリックします。 

 

  「戻る」ボタンをクリックすると「ユーザ情報詳細」画面に戻ります。  

①

 

② 



   ASSET システム 操作マニュアル（検証機関編） 

        - 58-        

 

ステップ４ 変更した担当者情報を確認し、申請します。 

 

  ① 「担当者情報変更申請確認」画面に

て、変更したユーザ情報を確認しま

す。 

② 「申請」ボタンをクリックします。 

 

  「申請」ボタンをクリックすると、担当者情報変更メールが管理者に送信されます。 

 「戻る」ボタンをクリックすると、「担当者情報変更申請入力」画面に戻ります。 

 

① 

② 
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ステップ 5 担当者情報変更申請が完了したことを確認します。 

 

  ① 「担当者情報変更申請完了」画面に

て、担当者情報の変更申請が完了し

たことを確認します。 

  「戻る」ボタンをクリックすると、「ユーザ情報詳細」画面に遷移します。  

① 
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ステップ 6 担当者情報変更申請の結果を確認します。 

 

 

 

① 管理者より担当者情報変更承認また

は否認のメールを受領した後、確認

します。 

【変更申請が承認された場合】 

② 担当者情報変更申請が承認されてい

る場合には、「3.11ユーザ情報を参

照する」に従い、申請した変更内容

が反映されていることを確認しま

す。 

 

【変更申請が否認された場合】 

② 担当者情報変更申請が否認されてい

る場合には、再度「3.12担当者情報

を変更申請する／申請結果を確認す

る」を行います。 

①  
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3.13 配信情報を参照する 

準備  

 

 特になし。 

 

ステップ 1 メニューから「ホーム」を選択し、配信情報を確認します。 

 

 

 

① メニューの「ホーム」をクリックし

ます。 

② 「ホーム」画面にて、該当の配信情

報の「詳細」ボタンをクリックしま

す。 

  「削除」ボタンをクリックすると、該当の配信情報を削除することができます。  

 

② 

① 
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ステップ 2 該当の配信情報を参照します。 

 

  

① 「配信情報詳細」画面にて、該当の

配信情報の詳細を確認します。 

 

  続けて配信情報を参照する場合には、「閉じる」ボタンをクリックし、ステップ１から実施しま

す。 

 

 

① 
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3.14 パスワードを変更する 

準備  

 

 特になし。 

 

ステップ 1 メニューから「ユーザ情報参照」を選択します。 

 

 

 

① メニューの「基本情報管理」から「ユ

ーザ情報参照」を選択し、クリックし

ます。 

① 
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ステップ２ 自分自身のユーザ情報を確認します。 

 

  

① 「ユーザ情報詳細」画面にて、自分

自身（ログインユーザ）のユーザ情

報の詳細を確認します。 

② 確認後、「パスワード変更」ボタン

をクリックします。 

 

  「担当者情報変更申請」ボタンをクリックすると「担当者情報変更申請入力」画面に遷移しま

す。（「3.12 担当者情報を変更申請する/申請結果を確認する。」参照） 

 

 

① 

② 
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ステップ３ パスワードを変更します。 

 

 

 

① 「パスワード変更入力」画面にて、現

在のパスワード（必須）に現在のパス

ワードを入力します。 

② 新しいパスワード（必須）に新しいパ

スワードを入力します。 

③ 新しいパスワード（確認用）（必須）

にもう一度新しいパスワードを入力

します。 

④ 「変更」ボタンをクリックします。 

※パスワードは、８文字以上２０文字以

下で、半角数字、半角英数（大文字）、半

角英数（小文字）を組み合わせて入力し

てください。 

   変更後の新しいパスワードは、忘れないようにしてください。 

 「戻る」ボタンをクリックすると「ユーザ情報詳細」画面に遷移します。 

 

① 

④ 

② 
③ 
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ステップ４ パスワードの変更が完了したことを確認します。 

 

  

① 「パスワード変更完了」画面にて、パ

スワード情報変更が完了したことを

確認します。 

  「戻る」ボタンをクリックすると「ユーザ情報詳細」画面に遷移します。  

① 
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3.15 ログアウトする 

準備  

 

 特になし。 

 

ステップ 1 メニューよりログアウトします。 

 

 

① メニューの「ログアウト」をクリッ

クします。 

 

ステップ 2 ログアウトを確認します。 

 

 

 

① 「ログアウト」画面にて、ログアウ

トが完了したことを確認します。 

 

 

  「閉じる」ボタンをクリックするとブラウザが閉じます。  

 

 

 

 

① 

① 
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4 困ったときは？ 

4.1 ログイン ID を忘れてしまった。 

対処方法  

ログイン ID・パスワード再発行申請を行ってください。 

申請方法については、本マニュアルの６章に記載しているヘルプデスク窓口にお問い合わせ

ください。 

4.2 パスワードを忘れてしまった。 

対処方法  

システム登録完了通知書をお持ちの方は、パスワード初期化申請を行ってください。 

システム登録完了通知書を紛失した方は、パスワード再発行申請を行ってください。 

申請方法については、本マニュアルの６章に記載しているヘルプデスク窓口にお問い合わせ

ください。 

4.3 パスワードを変更したい。 

対処方法  

「3.14 パスワード変更」を行ってください。 

4.4 最新のマニュアルがダウンロードできない。 

対処方法  

利用者様の使用環境の設定により、最新のマニュアルがダウンロードできない場合がありま

す。一定時間経過すると最新のマニュアルをダウンロードできますが、お急ぎの場合は以下

に示すブラウザのキャッシュクリアを行うと、最新のマニュアルがダウンロードできるよう

になります。 

【ブラウザのキャッシュクリア】 

（IE11をご利用の場合） 

１．ブラウザメニューの「ツール(T)- 閲覧の履歴の削除」をクリックします。 

２．「インターネット一時ファイルおよびWeb サイトのファイル(T)」にチェックを入れて

「削除」をクリックします。 

4.5 ファイルダウンロード時の処理が遅い。 

対処方法  

サーバからファイルをダウンロードする処理（PDF 出力、CSV 出力）を実施した場合、処

理が完了するまでに１０秒以上かかる場合があります。 

これはブラウザ側の設定（SmartScreenフィルター機能）により、ダウンロード時にファ

イルのセキュリティチェックを行っているのが原因です。ダウンロード処理が完了するまで

お待ちください。 
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4.6 システムに登録した情報を変更したい。 

対処方法  

登録した情報を変更したい場合は、「３.12担当者情報を変更申請する/申請結果を確認す

る」を行ってください。 

「３.12担当者情報を変更申請する/申請結果を確認する」で変更ができない情報を変更し

たい場合は、登録情報変更申請を行ってください。申請方法については、本マニュアルの６

章に記載しているヘルプデスク窓口宛にお問い合わせください。 

4.7 メニュー画面の「配信情報」には何が表示されるのですか？ 

対処方法  

検証を担当する事業所の算定報告書・検証報告書の書類情報ステータスが変更された時（検

証依頼・差戻依頼をされた時、承認依頼をした時、差戻された時、承認された時など）、検

証を担当する事業所の査読書類の書類情報ステータスが変更された時（査読結果送信をされ

た時、査読結果返信をした時、査読完了した時など）などに、システムに登録されているメ

ールアドレスに送られた内容と同じものが表示されます。「3.13配信情報を参照する」を

参照して、内容をご確認ください。 

4.8 エラー画面が表示された。 

対処方法  

5.1 エラー画面対処方法をご覧ください。 
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5 その他 

5.1 エラー画面対処方法 

① システムエラー 

 

【発生要因】 

ASSETシステムを利用している状態

で予期せぬエラーが発生した。 

 

【対処方法】 

「閉じる」ボタンをクリックし、再度

ログインしなおしてください。 

 

 

② 処理エラー 

 

【発生要因】 

ASSETシステムを利用している状態

で予期されるエラーが発生した。 

 

【対処方法】 

「ホーム」ボタンをクリックし、「ホー

ム」に戻ってからやり直してください。 

 

 

③ 画面表示エラー 

 

【発生要因】 

ポップアップ画面を表示しようとした

際にエラーが発生した。 

 

【対処方法】 

「閉じる」ボタンをクリックし、再度

ログインしなおしてください。 
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④ 画面遷移エラー 

 

【発生要因】 

ASSETシステムを利用している状態

で不正な画面の遷移を検出した。 

 

【対処方法】 

「ホーム」ボタンをクリックし、「ホー

ム」に戻ってからやり直してください。 

 

 

⑤ 業務閉塞エラー 

 

【発生要因】 

ご利用時間外に ASSETシステムを利

用しようとした。 

 

【対処方法】 

「閉じる」ボタンをクリックし、ご利

用時間にログインしなおしてください。 

 

 

⑥ セッションエラー 

 

【発生要因】 

ASSETシステムを利用している状態

でセッションが無効になった。（ログイ

ン中に長時間操作せずに放置した等） 

 

【対処方法】 

「閉じる」ボタンをクリックし、再度

ログインしなおしてください。 
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⑦ File Not Found 

 

【発生要因】 

該当ファイルが存在しなかった。 

 

【対処方法】 

本マニュアルの６章に記載しているヘ

ルプデスク窓口宛にお問い合わせくだ

さい。 

 

⑧ アカウントロック 

 

【発生要因】 

ログイン失敗回数が、規定回数に達して

しまった。 

 

【対処方法】 

「閉じる」ボタンをクリックし、しば

らくたってから再度ログインしなおし

てください。 
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5.2 jVER について 

jVER は国内認証排出削減量に基づいて発行される排出枠のことで、第 3 期以降の目標保有者が

償却に利用可能です。 

国内認証排出削減量とは、以下のいずれかに該当する量をさします。  

・  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  

・  オフセット・クレジット（J-VER）制度において認証された温室効果ガスの量  

・  グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度において認証された二酸化炭素の量  

・  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  

jVER は元となった制度によって以下の属性情報を持ちます。 

制度 制度記号 クレジット認証番号等 

国内クレジット制度 
KC 

KCP 

国内クレジット制度の事業番号に基づくクレジ

ット認証番号 

オフセット・クレジット

（J-VER）制度 

JP 

NIG 

KOC 

オフセット・クレジット（J-VER）制度のプロ

ジェクト番号に基づくクレジット認証番号 

グリーンエネルギー二酸化

炭素削減相当量認証制度 
GN 

グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証

制度における削減相当量認証日 

Ｊ－クレジット制度 
JC 

JCL 

Ｊ－クレジット制度のプロジェクト番号に基づ

くクレジット認証番号 

※制度記号には、Ｊ－クレジット制度の制度記号もしくは GN(グリーンエネルギー二酸化炭素

削減相当量認証制度による認証量の場合)が表示されます。 

なお、国内クレジット制度、オフセット・クレジット（J-VER）制度、Ｊ－クレジット制度に

おいて目標保有者自身が創出したクレジットを元に発行された jVER については、当該目標保有

者の償却には利用できません。 
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6 お問合せ先 

制度全般に関する問い合わせ先 

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室 

電子メール：ASSET@env.go.jp 

 

排出量の算定やルールの詳細、ASSET システムに関する問い合わせ先 

(株)三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部（ASSET 制度ヘルプデスク） 

電子メール：asset-sec@mri.co.jp 

 

 


