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１．Ｊ－クレジット制度の背景と

旧制度の実績
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森林吸収源対策で3.8%

京都メカニズムで1.6%

の確保を目標

2011年度における我が国の排出量は、基準年比＋3.7 ％、前年度比＋4.0%
森林吸収量の目標※1と京都メカニズムクレジット※2を加味すると、

京都議定書第一約束期間の4カ年平均（2008～2011年度）で基準年比－9.2％
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9

排出量
（億トンCO2換算）

12億700万トン
(基準年比－4.3%)

11

12

12億6,100万
トン

12億8,200万トン
(基準年比＋1.6％)

11億8,600万トン
（基準年比－6%）

12億5,400万トン
（基準年比－0.6%）

13億800万トン
(基準年比+3.7%)
＜前年比＋4.0％＞

－8.8％

－13.8％

－10.2％

－4.0％

12億5,700万トン
(基準年比-0.3％)

排出量に森林吸収量の
目標※１及び京都メカニ
ズムクレジット※２を加味
した場合の基準年比。

2008~2011年度の
4カ年平均で－9.2％

基準年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
（原則1990）

京都議定書削減約束
（2008～2012）

※1 森林吸収量の目標 京都議定書目標達成計画に掲げる基準年総排出量比約3.8％（4,767万トン/年）
※2 京都メカニズムクレジット

政府取得 平成24年度までの京都メカニズムクレジット取得事業によるクレジットの総契約量（9,752.8万トン）を5か年で割った値
民間取得 電気事業連合会のクレジット量（「電気事業における環境行動計画（2009年度版～2012年度版）」より）

（参考）2005年
13億5,100万トン

我が国の温室効果ガス排出量の現状①

33



エネルギー起源CO2の部門別排出量の推移

1990
年度

1997
年度

2004
年度

2011年度

産業 482  480 465 419

運輸 217 265 259 230 

業務
その他

164  182 232 248

家庭 127 144 168 189 

ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ
転換

67.9 72.3 73.9 87.4

単位：百万トンCO2

90年比
▲13％

90年比
＋6％

90年比
＋51％

90年比
＋48％

90年比
＋28％

全体 90年比
＋8％

90年比
＋13％

90年比
＋11％

2011年度の温室効果ガス排出量

エネルギー起源CO2：
1173（89.7％）

非エネルギー起源CO2：
6７.６（5.２％）

【出典】:環境省 2011年度（平成23年度）の温室効果ガス排出量より

メタン：2０.３（1.６％）

一酸化二窒素：2１．６（1.7％）

単位：百万トンCO2

HFCs：20.5（1.6％）

PFCs：3.0（0.2％）

SF6：1.6（0.1％）

代替フロン等3ガス
（1.9％）

我が国の温室効果ガス排出量の現状②

我が国の温室効果ガス排出のうち、約9割はエネルギー起源ＣＯ２。
1990年度と比べ、産業部門の排出量は大幅に減少しているが、民生部門（業務その他、家庭）の排出
量は大幅に増大。
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地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）

国内クレジット

目標達成に各種クレジットを活用可能

京都クレジット
クレジット

（認証排出削減量）

京都議定書目標達成計画

○中小企業のみならず、足下、排出量が増加している業務、家庭といった民生部
門等の幅広い分野における排出削減を促進。

○2008年10月の制度開始以降、1,466件の事業が承認され、1,319件が認証を受
けた。

○これらの事業による排出削減見込量は、累計約175.3万トンCO2、認証量は
150.4万トンにのぼる。

そ
の
他
各
種
施
策

産業界の自主行動計画

温暖化対策推進の基本方針、国・事業者・国民等の排出抑制措置、削減量・吸収量の目標等を
定める（第８条、９条）。

京都議定書の６％削減約束の達成に向けた我が国の排出削減方策①
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大企業と中小企業のエネルギー効率（※）の比較

○大企業と中小企業のエネルギー効率の差は、この１５年間で徐々に拡大。中小企業には
約２０％の効率改善の余地。

○費用負担の大きさが、中小企業の低炭素投資が進まない最大の理由。

（出典）２０１０年版中小企業白書

3.4%

17.4%

※エネルギー効率＝（燃料使用額＋購入電力使用額）／生産額

投資インセンティブを高め、中小企業の低炭素投資を促進する必要。

49.6%

中小企業が省エネ投資に取り組まない理由

（参考） 我が国における中小企業からの温室効果ガス排出量は、約１５４百万トンであり、我が国の総排出量の１２．６％、産業部門
（製造業、農林水産業、鉱業、建設業）の１１％となる （出所：中小企業白書２０１０）

中小企業による低炭素投資の現状～中小企業の削減ポテンシャル～
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京都議定書の６％削減約束の達成に向けた我が国の排出削減方策②

京都議定書目標達成計画

国民運動の展開

排出抑制等指針において、事業者に対して求められる措置を
示す等するとともに、多様な手法を活用し、国民各層に対して
以下の取組を実施する。

（略）
・エコポイント等、環境に配慮した行動の多寡に応じて経済的
インセンティブを付与する取組を推進する。
・カーボン・オフセットの取組の普及を進める。
・省エネ家電普及促進フォーラムにより、省エネ家電製品の普及
を促進する。

（略）
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○ 「国内クレジット制度」とは、大企業等による資金等の提供を通じて、中小企業等が行った温室効果ガス排出削減量を認証し、大企業の自
主行動計画の目標達成等のために活用できる制度。

○「ベースライン・アンド・クレジット」の考え方に基づき温室効果ガス削減量を評価する。具体的な評価については、温室効果ガスを削減する
技術や方法ごとに定められた排出削減方法論（※）に基づいて算定する。※68件の排出削減方法論が承認されている。

項目 内容

制度根拠 「京都議定書目標達成計画」（平成20年3月28日閣議決定）

制度運営事務局 経済産業省、環境省、農林水産省

制度期間 平成20年10月～平成25年3月

参加主体 自主行動計画非参加者である中小企業等

対象事業 温室効果ガスの排出削減事業

事業の申請先・申請方法
国内クレジット認証委員会へ申請
共同実施者との共同申請が必要

クレジットの用途

①自主行動計画の目標達成
②温対法・省エネ法への活用
③カーボン・オフセット等のCSR活動 等

承認事業計画数 1,466件(平成25年7月9日時点）

クレジット認証量 150.4万t‐CO2 (2,432件)

中小企業

大企業等

ベースライン・アンド・クレジットの
考え方に基づき算定された温室
効果ガス排出削減量に相当する
クレジット

資金等

太陽光発電

農林水産業 家庭

国内クレジット
の認証

国
内
ク
レ
ジ
ッ
ト

認
証
委
員
会

ヒートポンプ バイオマスボイラー

国内クレジット制度の枠組み

国内クレジット制度の概要について

ベースラインアンドクレジット
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※１事業につき複数の共同実施者が
いる場合は重複で計上

2008年度の制度開始から、2012年度の制度終了までの期間において、
• 工場におけるボイラー設備の導入や、住宅における太陽光発電設備の導入が主流であった。
• 主要なセクターとしての共同実施者は、電力会社、商社であるものの、全体としては、オフセットプロバイダーの
割合が高くなっている。

共同実施者の業種実施場所

導入設備の種類 事業の地域

オフセットプロバイ

ダー16社,

463,151 t-CO2

低炭素投資促進機

構,

458,127 t-CO2

電力会社10社,

193,881 t-CO2

商社6社,

127,939 t-CO2

ESCO・省エネサービ

ス事業者7社,

93,879 t-CO2

銀行・リース23社,

91,429 t-CO2

ガス・石油会社7社,

36,921 t-CO2

メーカー24社,

28,960 t-CO2

建設・プラント12社,

25,550 t-CO2
小売・流通業者7社,

19,326 t-CO2
シンクタンク・コンサ

ルティング会社9社,

9,160 t-CO2

その他52社,

62,478 t-CO2

合計1,610,801t-CO2

その他110件,

34,200 t-CO2

事務所ビル59件,

9,144 t-CO2

スポーツ・レジャー施

設60件,

9,854 t-CO2

福祉施設133件,

17,828 t-CO2店舗206件,

35,118 t-CO2

公共施設135件,

40,065 t-CO2

学校73件,

40,870 t-CO2

ホテル・旅館127件,

50,035 t-CO2
病院41件,

50,099 t-CO2

温泉施設154件,

56,735 t-CO2

農場196件,

86,761 t-CO2 住宅71件,

322,564 t-CO2

工場1067件,

750,959 t-CO2

合計1,504,232t-CO2

その他180件,

87,174 t-CO2

インバーター制御等導入

136件,

24,470 t-CO2

照明設備更新

374件,

50,545 t-CO2

工業炉更新

62件,

71,934 t-CO2

ヒートポンプ導入

243件,

96,396 t-CO2

空調設備更新

484件,

145,411 t-CO2

バイオマスボイラー導入

372件,

262,585 t-CO2

太陽光発電設備導入

120件,

308,263 t-CO2

ボイラー更新

862件,

457,454 t-CO2

合計1,504,232t-CO2

四国165件,

66,474 t-CO2

九州283件,

144,003 t-CO2

沖縄30件,

9,814 t-CO2

全国・広域67件,

319,438 t-CO2

北海道258件,

75,922 t-CO2

東北239件,

141,209 t-CO2

関東405件,

187,518 t-CO2

中部517件,

302,637 t-CO2

近畿272件,

158,297 t-CO2

中国196件,

98,920 t-CO2

合計1,504,232tCO2

国内クレジット制度の認証段階における実施場所等について

（出典）経済産業省作成
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■環境省は、カーボン・オフセット（自らの排出量を他の場所の削減量（クレジット等）で埋め合わせて相殺すること。）の仕組み

を活用して、国内における排出削減・吸収を一層促進するため、国内で実施されるプロジェクトによる削減・吸収量を、オフ

セット用クレジット（J‐VER）として認証する制度を2008年11月からスタート。 （「J‐VER」＝「Japan‐Verified emission reduction」）
■国際規格ISOに準拠した信頼性の高い認証制度として運営。

Ａ社
Ｂ社

排
出
量

対策を講じなかった場合の排出量
（ベースライン排出量）

削減プロジェ
クトを実施

削減量を認
証

Ｂ社の排出量をＡ社の削減量でオフセット

削
減
量

資金

項目 内容

制度運営事務局 環境省

制度期間 平成20年11月～平成25年3月

参加主体 地方自治体、民間企業等

対象事業
温室効果ガスの排出削減事業
温室効果ガスの吸収事業

事業の申請先・申請方法 気候変動対策認証センター（委託先）に申請

クレジットの用途
①カーボン・オフセット
②温対法算定・報告・公表制度に活用

プロジェクト登録件数 251件(平成25年7月25日時点）

クレジット認証量 52.2万t‐CO2（301件）

ジェイ バー

排
出
量

削
減
量

プロジェクト種類別登録プロジェクト数
（単位：件）

オフセットの仕組み

オフセット・クレジット(J‐VER)制度の概要について

森林吸収系, 
138

排出削減系, 
113

10



○ 2013年7月時点で、J-VER制度に登録されているプロジェクトのうち、排出削減系は113件、

林吸収系は138件。

○Ｊ－ＶＥＲの認証量でみると、排出削減系は92,648 t-CO2、森林吸収系は429,927t-CO2。

北海道
31件

四国
22件

九州
26件

中部
30件

関東
23件

中国
15件

東北
43件

近畿
42件

＜地域別登録プロジェクト数＞

複数地域
19件

森林吸収系
138件

排出削減系
113件 429,927

t‐CO2 

92,648 
t‐CO2

森林吸収系

＜プロジェクト種類別登録プロジェクト数＞ ＜プロジェクト種類別クレジット認証量＞

排出削減系

＜排出削減系・畜産系方法論別プロジェクト数 単位：件＞

木質バイオマ

スボイラー 9
木質ペレット

8

木質ペレットス

トーブ9

廃食油バイオ

ディーゼル 27

排熱回収 4
照明設備4

ボイラー装置

13

空調設備 5

ヒートポンプ 4

その他 25

複数方法論 8

オフセット・クレジット（J‐VER）制度 認証・登録等の状況について
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国内クレジット制度 オフセット・クレジット（J‐VER）制度

制度の
趣旨・目的

＜中小企業の排出削減対策の推進＞
中小企業等の低炭素投資を促進し、温

室効果ガスの排出削減を推進するため、
京都議定書目標達成計画(平成20年3
月28日閣議決定)の下、運用を開始した
もの。

認証された国内クレジットは、主として
大企業が自主行動計画の目標達成の
ために活用することを目的としている。

＜国民運動の展開
（カーボン・オフセットの取組を普及）＞

国内における排出削減・吸収の取組
を一層促進するため、国内プロジェクト
由来の排出削減・吸収量をオフセット・
クレジット（J‐VER）として認証するもの。
認証された J‐VERは、カーボン・オフ
セット(事業活動等における自らの排出
量を他の場所の削減量(クレジット等)で
埋め合わせて相殺すること)に活用する
ことを目的としている。

制度創設
時期

平成20年10月 平成20年11月

制度管理者 経済産業省・環境省・農林水産省 環境省

委員会構成  国内クレジット制度認証委員会

 運営委員会（制度文書の決定等）
 認証委員会（プロジェクト登録、
削減・吸収量の認証等）

 技術小委員会（方法論案の検討、
審議等）

（参考） 国内クレジット制度とJ-VER制度について①
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国内クレジット制度 オフセット・クレジット（J‐VER）制度

対象
プロジェクト

温室効果ガス（６ガス）

 排出削減

温室効果ガス（６ガス）
 排出削減
 森林吸収

審査機関の
登録要件等

審査及び実績確認は、国内クレジット
認証委員会によって登録された審査機
関及び審査員が実施。

審査機関及び審査員は、認証委員会
がISO14064‐3や国際保証業務基準等を
参考に策定したガイドラインに基づき審
査・実績確認を実施。

妥当性確認及び検証は、原則として、
ISO14065の認定を受けた又は認定申請
を行っている機関が実施。

妥当性確認及び検証を実施する機関
は、制度管理者が ISO14064‐2及び
ISO14064‐3等に準拠した形で策定した
ガイドラインに従って妥当性確認及び検
証を実施。

当初想定した
活用方法

 自主行動計画の目標達成
 試行排出量取引スキームの目標
達成

 カーボン・オフセット

上記に加え、
その後実際に
使われている
活用方法

 温対法の調整後排出量報告
 省エネ法の共同省エネルギー事業
報告

 カーボン・オフセット

 温対法の調整後排出量報告

事業件数・
クレジット
認証量

 承認事業計画数：1,466件
 クレジット認証量（件数）：150.4万㌧
（2,432件）

 プロジェクト登録件数：251件
 クレジット認証量（件数）：52.2万㌧
（301件）※平成25年7月9日時点 ※平成25年7月25日時点

（参考） 国内クレジット制度とJ-VER制度について②
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２．Ｊ－クレジット制度の概要
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中小企業

「自主行動計画」参加企業等

バイオマスボイラー

排出削減量に相当する
クレジット

資金

太陽光発電ヒートポンプ

農業 家庭

クレジットの
認証

国
内
ク
レ
ジ
ッ
ト

認
証
委
員
会

※自治体も実施

温室効果ガス排出企業等

クレジットの
認証

J
-
V
E
R

認
証
委
員
会

間伐・植林

クレジットを創出する制度（国内クレジット制度、J‐VER制度）が併存しているわかりにくい状況を解
消し、制度のさらなる活性化を図る（制度の一本化による利便性向上）

 2013年以降も、国内における排出削減対策、吸収源対策を引き続き積極的に推進
 産業界の取組やCSR活動、カーボン・オフセット等の取組をさらに拡大

国内クレジット制度 J‐VER制度

Ｊ-クレジット制度

国 プロジェクト
実施者

プロジェクト登録申請
認証申請

クレジット

クレジット

資金

クレジット活用者
カーボン・
オフセット
への活用

省エネ法
への活用

低炭素社会
実行計画
への活用

温対法
への活用

運営委員会 認証委員会
審議

（注１）

温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・
報告・公表制度における排出量調整
（注２）

当制度認証事業を省エネ法における共同
省エネルギー事業として簡易に報告可能

＋
2012年度
まで

2013年度
から

Ｊ-クレジット制度の概要

木質ペレット導入

登録・認証
申請

ヒートポンプ

企業 自治体

家庭農業
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① 温室効果ガス排出削減、省エネル
ギー対策の実施

② ランニングコストの低減効果＋クレ
ジット売却益

③ 森林吸収対策や、エネルギー起源
CO2以外の温室効果ガス削減の取
組も可能。

④ PR効果（地球温暖化対策への積極
的な取組）

① 低炭素社会実行計画の目標達成

② カーボン・オフセット、CSR活動（環
境・地域貢献）等

③ 温対法の調整後温室効果ガス排出
量の報告

④ 省エネ法の共同省エネルギー事業
の報告

クレジット活用者

○ 顧客サービスにおける付加価値の提供

省エネ設備等サプライヤー（※）

※省エネ設備等のサプライヤー：省エネ設備等のメーカー、同販売代理店、エンジニアリング会社、エネルギー供給事業者、
ESCO事業者、リース会社、銀行 等

プロジェクト実施者

Ｊ－クレジット制度参加者のメリット

16



Ｊ－クレジット制度における手続の流れ

17



Ｊ－クレジット制度における文書体系

18



• プロジェクト実施者の対象に制限は設けない。
※国内クレジット制度においては、自主行動計画に参加して

いないことを条件としていた。

• ただし、低炭素社会実行計画に参加している企
業がプロジェクト実施者になった場合は、そのプ
ロジェクトから創出されたクレジットは、低炭素社
会実行計画の目標達成には使えない。

Ｊ－クレジット制度における主なプレーヤー①

プロジェクト実施者

19



制度管理者（経産省、環境省、農水省）※順不同

Ｊ－クレジット制度における主なプレーヤー②

設置

制度事務局

（制度管 者）

国
（制度管理者）

運営委員会 認証委員会
意見

設置

支援・庶務

○業務
① 制度文書の決定及び改廃
② 運営委員会及び認証委員会の設置
③ プロジェクト登録
④ 認証
⑤ 登録簿の作成・運営・管理
⑥ 審査機関の登録
⑦ 地域版Ｊ－クレジット制度の承認
⑧ その他制度管理者が必要と判断した内容に関する審議

○役割
Ｊ－クレジット制度の運営のために基本文書の決定や改廃、プロジェクトの登録、プロジェクトの認
証、地域版Ｊ－クレジットの承認等の業務を担当する。

20



ISO 14065認定を取得していること。
※ISO14065認定の認定分野注ごとに妥当性確認・検証を行う
ことができる方法論が決められているので注意が必要。

注：ここでの「認定分野」は、妥当性確認・検証の対象となる、削減（再生エネルギー、工業プロセス等）
や吸収などの分野のことをいう。

審査機関

妥当性確認及び検証を実施する機関の総称
※妥当性確認：プロジェクト登録に先だって実施される審査。

※検証：認証に先だって実施される審査。

Ｊ－クレジット制度における主なプレーヤー③

登録要件

21



機関名

妥当性確認 検証

対象方法論 対象方法論

エ
ネ

工
業
農
業

廃
棄

森
林

エ
ネ

工
業

農
業

廃
棄

森
林

株式会社トーマツ審査評価機構 ◎ ● ● ● ◎ ● ● ●

ペリージョンソンレジストラークリーンディベ
ロップメントメカニズム株式会社（PJRCDM） ◎ ◎

日本海事検定キューエイ株式会社 ◎ ◎

一般社団法人 日本能率協会（JMA）
地球温暖化対策センター

△ ◎ ◎ △

株式会社 JACO CDM ◎ ● ◎ ◎ ● ◎

ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リ
ミテッドジャパン（LRQAジャパン） ◎ ● ● ◎ ● ●

SGSジャパン株式会社 認証サービス事業部 ◎ ● ● ● △ ◎ ● ● ● ◎

ビューローベリタスジャパン株式会社
システム認証事業本部 △ ● ● ● ◎ ● ● ●

一般財団法人 日本品質保証機構 △ ● ● ◎ ◎ ● ● ◎

株式会社日本スマートエナジー認証機構 ◎ ◎

審査機関一覧（平成25年7月4日時点）

◎ ISO14065認定取得
○ 審査機関の暫定登録①（実施要項4.5＜審査機関の暫定登録＞①）：申請日から2年以内
● 審査機関の暫定登録②（実施要項4.5＜審査機関の暫定登録＞②）：登録された機関が1機関未満の認定分野（森林のみ3機関未満）の場合

△ 暫定的な認定分野の特例（実施要項4.5＜暫定的な認定分野の特例＞）：当分の間 22



３．プロジェクト対象事業について

23



Ｊ－クレジット制度の対象となるプロジェクトについて

・プロジェクト
温室効果ガス排出量の削減又は温室効果ガス吸収量の増大をもたらす活動のこと。

① 日本国内で実施されること。
② 2013年4月1日以降に開始されたものであること。
③ 追加性を有すること。
※原則として、設備の投資回収年数が３年以上かどうかで追加性の有無を判断。
※その他、方法論によっては以下のような追加性の判断基準が示されている。

・ プロジェクト実施後にランニングコストが上昇するかどうか。
・ 一般慣行障壁
・ 追加性の有無の判断を不要とする（ポジティブリスト）もの。

④ 方法論に基づいて実施されること。

⑤ 妥当性確認機関による妥当性確認を受けていること。

⑥ （吸収プロジェクトのみ）永続性担保措置を取ること。

⑦ その他本制度の定める事項に合致していること。

登録要件
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基本的な考え方

ベースライン排出量とプロジェクト実施後
排出量との差が排出削減量となる

方法論について

・方法論
排出削減・吸収に資する技術ごとに、適用範囲、排出削減・吸収量の

算定方法及びモニタリング方法を規定したもの。

エネルギー分野（EN）
省エネルギー等分野（EN‐S）

化石燃料の使用を抑えること等によりエネルギー
由来CO2を削減する分野。

再生可能エネルギー分野（EN‐R）
化石燃料を再生可能エネルギーに代替することに
よりエネルギー由来CO2を削減する分野。

工業プロセス分野（IN）
工業プロセスにおける化学的又は物理的変化により
排出される温室効果ガスを削減する分野。

農業分野（AG）
農業分野において排出される家畜由来又は農地由来
の温室効果ガスを削減する分野。

廃棄物分野（WA）
廃棄物の処理に伴い排出される温室効果ガスを削減
する分野。

森林分野（FO）
森林施業の実施により温室効果ガスを吸収する分

野。

方法論の分類
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分類 方法論名称

省エネルギー等

ボイラーの導入
ヒートポンプの導入
工業炉の更新
空調設備の導入
ポンプ・ファン類への間欠運転制御、インバーター制御又は台数制御の導入
照明設備の導入
コジェネレーションの導入
変圧器の更新
外部の効率のよい熱源設備を有する事業者からの熱供給への切替え
未利用廃熱の発電利用
未利用廃熱の熱源利用
電気自動車の導入
ITを活用したプロパンガスの配送効率化
ITを活用した検針活動の削減
自動販売機の導入
冷凍・冷蔵設備の導入
ロールアイロナーの更新
電動船舶への更新
廃棄物由来燃料による化石燃料又は系統電力の代替
ポンプ・ファン類の更新
電動式建設機械・産業車両への更新
生産機械（工作機械、プレス機械又は射出成型機）の更新
ドライブを支援するデジタルタコグラフ等装置の導入及び利用
テレビジョン受信機の更新

方法論一覧①

現在、５６の方法論を承認（平成２５年７月末時点）。
 内訳：省エネルギー等３７、再生可能エネルギー９、工業プロセス４、農業３、廃棄物１、森林２
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分類 方法論名称

省エネルギー等

自家用発電機の更新
乾燥設備の更新
屋上緑化による空調に用いるエネルギー消費削減
ハイブリッド式建設機械・産業車両への更新
天然ガス自動車の導入
印刷機の導入
サーバー設備の更新
節水型水まわり住宅設備の導入
外部データセンターへのサーバー設備移設による空調設備の効率化
エコドライブ支援機能を有するカーナビゲーションシステムの導入及び利用
海上コンテナの陸上輸送の効率化
下水汚泥脱水機の更新による汚泥処理プロセスに用いる化石燃料消費削減
共同配送への変更

再生可能
エネルギー

バイオマス固形燃料（木質バイオマス）による化石燃料又は系統電力の代替
太陽光発電設備の導入
再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備の導入

バイオ液体燃料（BDF・バイオエタノール・バイオオイル）による化石燃料又は系統電力の代替
バイオマス固形燃料（下水汚泥由来バイオマス固形燃料）による化石燃料又は系統電力の代替

水力発電設備の導入
バイオガス（嫌気性発酵によるメタンガス）による化石燃料又は系統電力の代替
風力発電設備の導入
再生可能エネルギー熱を利用する発電設備の導入

工業プロセス

マグネシウム溶解鋳造用カバーガスの変更
麻酔用N2Oガス回収・分解システムの導入
液晶TFTアレイ工程におけるSF6からCOF2への使用ガス代替
温室効果ガス不使用絶縁開閉装置等の導入

方法論一覧②
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方法論一覧③

分類 方法論名称

農業
豚への低タンパク配合飼料の給餌
家畜排せつ物管理方法の変更
茶園土壌への硝化抑制剤入り化学肥料の投入

廃棄物 微生物活性剤を利用した汚泥減容による、焼却処理に用いる化石燃料の削減

森林
森林経営活動
植林活動

28



削減活動実施者

随時追加可能

（例）太陽光発電設備設置住宅

運営・管理者

プログラム型プロジェクト

サプライヤー、
販売・メンテナンス事業者、
ESCO事業者、
NGO、自治体等

審査機関

Ｊ－クレジット制度
認証委員会

審査・確認

プログラム型プロジェクトについて

クレジット ・プログラム型プロジェクトの運営・管理

・プログラム型プロジェクトの手続の実施

①プロジェクトを適切に運営・管理できる体制の整備。
②削減活動が以下の要件を満たしていることを確認。

1) プロジェクトの要件を満たしている。
2)個々の削減活動が二重登録されていない。
3) 個々の削減活動が500t‐CO2/年以下
4) 全ての削減活動に関する方法論が共通

③プロジェクトの手続を実施。

①プロジェクト計画書の妥当性を確認。
1) 運営・管理方法。
2) 典型的な削減活動（モニタリング方法等）。

②モニタリング報告書の検証。

登録・認証

①プロジェクトの登録
②クレジットの認証

プログラム型プロジェクトのメリット

1) プロジェクトへの追加が随時可能（通常はプロジェクトを追加する際に新規プロジェクトとして承認する必要があり）
2) 審査費用の低減（通常はプロジェクトごとに審査をする必要あり）
3) 削減活動実施者の負担の軽減 29



 温室効果ガス排出削減・吸収量をクレジットとして認証・発行する地方公共団体の制度
について、本制度への承認申請に対して、運営委員会の審議を踏まえ、制度管理者が
「地域版Ｊ－クレジットスキーム」として承認する仕組みを設けている。

 単一の自治体だけでなく、複数の自治体による広域化も可能
 承認スキームのプロジェクト登録・認証状況を確認するため、制度事務局が年１回以上
実地確認等を行う

 創出されたクレジットは、Ｊ－クレジットと同列にＪ－クレジット登録簿に登録される。

国
地方公共団体

プロジェクト実施者

Ｊ－クレジット登録簿

プロジェクト実施者

Ｊ－クレジット制度 地域版Ｊ－クレジットスキーム
（地方公共団体が運営するクレジット制度）

地域版Ｊ－クレジット
スキーム承認

プロジェクト登録申請プロジェクト登録申請

Ｊ－クレジットと地域版Ｊ－クレジットは、
Ｊ－クレジット登録簿上で、同列に扱われる。

地域版Ｊ－クレジット
登録

地域版Ｊ－クレジットスキーム
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４．旧制度からの移行について
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移行措置及び特例措置

・プロジェクトの継続について
 両制度において承認・登録を受けていた事業・プロジェクトは、モ
ニタリングを開始した日から８年間は、両制度のルールに基づい
て事業・プロジェクトを継続することができる。

 継続するためには、「移行届」の提出が必要。

 ８年間経過後は、最新の制度文書に従って、プロジェクトの更新
の申請を行い、改めてプロジェクト登録を行うことで、Ｊ－クレジッ
ト制度においても引き続きプロジェクト実施者となることができる。
※ただし、ベースラインは新設プロジェクトの設定方法に従う。

・プロジェクト開始日の特例

 プロジェクト開始日の要件は、2013年4月1日以降であるが、2012
年度中に排出削減に資する取組を開始していて、いずれの制度
においても承認又は登録されていない事業は、2013年度中に限
り、Ｊ－クレジット制度のプロジェクトとして登録申請を行える。
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削減・吸収プロジェ
クトの実施

2013年3月31日までの
削減・吸収量モニタリング、
検証、認証、クレジット発行

2013年4月
新制度開始

2013年度上半期をめどに
現行の認証委員会終了

現行プロジェクト

移行届

登録された

現行プロジェクトの
まま実施可能

発行される
クレジットは

「現行のクレジット（国内
クレジットまたはJ‐VER」

発行される
クレジットは
「Ｊ－クレジット」

一定期間終了
（プロジェクトにより差異）

Ｊ－クレジット
制度プロジェクト
更新申請

一定期間終了後も
プロジェクトの
継続を希望する場合

プロジェクトの更新
申請を行ったＪ－ク
レジット制度のプロ
ジェクト
（妥当性確認必要）

一定期間

現行プロジェクトの移行措置
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制度の終期とクレジットの有効期限

・制度の終期
 Ｊ－クレジット制度の終期は、2020年度末とする。

・クレジットの有効期限

 国内クレジット制度及びJ‐VER制度において、すでに認証されてい
るクレジットの有効期限は、2020年度末とする。

 Ｊ－クレジット制度において創出されたクレジットの有効期限は、
今後検討。

 活用先は、認証された制度のルールに基づく。
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５．国による支援施策
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ソフト支援窓口
(経済産業局)

制度運営事務局

・運営委員会
・認証委員会

プロジェクト実施者

※PDD及びモニタリング報告書作成支援に関しては、通年、随時実施。

ソフト支援機関

※一部プログラム型に
ついても対応可

ソフト支援機関
※一部プログラム型に
ついても対応可

PDD、
モニタリング
報告書の提出

両省により運営

Ｊ－クレジット制度の予算執行体制

審査費用の
支援

全国規模支援地域規模支援

環境省

全国規模事業の
PDD、モニタリング報告書

作成支援（※）
ただし、森林分野については、
地域規模事業者も対象とする

地域規模事業の
PDD、モニタリング報告書

作成支援（※）
ただし、森林分野は除く

経済産業省
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ソフト支援（プロジェクト計画書等の作成支援）

環境省と経済産業省（執行は各地域の経産局）それぞれでソ
フト支援（プロジェクト計画書及びモニタリング報告書の作成
支援）を実施

排出削減系プロジェクト 森林管理プロジェクト プログラム型プロジェクト

環境省 ○ ○ ○

経済産業省 ○ － ▲（各経産局所管地域）

ソフト支援機関 対象地域

環境省 環境省からの委託 全国（全国規模の計画を想定）

経済産業省 各経産局から委託 各経産局の所管地域（地域規模の計画を想定）

ソフト支援機関の概要

対象とするプロジェクト

ソフト支援における注意点

• 支援の主な採択基準：事業の実施方針/実施方法の具体性・確実性/費用対効果等
• プロジェクト計画書の作成支援は、１事業者・１方法論について１度のみ
• モニタリング報告書の作成支援は、原則１事業につき８年間を通じて１度のみ
• 説明会の情報は、ホームページ（http://japancredit.go.jp/seminar/index.html）にて順次発表予
定。 37



地 域 ソフト支援機関 担当 連絡先

全 国 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 綿引、竹田 03‐6733‐3400

北海道 北電総合設計株式会社 篠原、藤田 011‐261‐6545

東 北 東北緑化環境保全株式会社 申谷、橋本、笹尾 022‐263‐0918

関 東 環境経済株式会社 尾崎、野澤 03‐6228‐6850

中 部
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
名古屋本部

松田、佐々木 052‐307‐1102

近 畿 株式会社地域計画建築研究所 武藤、松田 075‐221‐5132

中 国 中電技術コンサルタント株式会社 村上、乗越 082‐256‐3352

四 国 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 石川、春永
03‐3546‐8480
090‐6511‐3428

九 州 環境テクノス株式会社 岩本、蓮井 093‐883‐0982

沖 縄 一般財団法人沖縄県環境科学センター 古家、迫田 098‐875‐5208

ソフト支援窓口一覧
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◆Ｊ－クレジット登録簿システム
 国内クレジット制度及びJ‐VER制度のクレジットも引き継
いだＪ－クレジット登録簿システムを構築する。
（稼働開始は平成25年度下半期を想定）

２つのシステム 統一システム

登録簿システム

３つのクレジットの
扱いが可能
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主なコンテンツ
 トップページ

– 対象者別入り口
（制度について、プロジェクトをお考えの方、クレジット購入をお考えの方、旧制度に参加していた方）

– グローバルメニュー（制度概要、制度への参加、登録プロジェクト・クレジット、委員会・関連規程）
– 最新情報、セミナー・説明会等の開催情報

 制度について
– 参加のメリット、認証プロセス、活用方法、

資料集 等
 プロジェクトをお考えの方/制度への参加

– 手続の流れ、各種申請書類、方法論一覧、
プロジェクト実施者紹介、口座開設手続 等

 クレジット購入をお考えの方
/登録プロジェクト・クレジット
– 登録プロジェクト一覧、
クレジット活用企業紹介、クレジット一覧 等

 旧制度に参加していた方
– 移行手続 等

 委員会・関連規程
– 運営委員会・認証委員会資料、
審査機関一覧、制度文書類、
各種申請書類 等

 よくある質問
 お問い合わせ
 英語ページ

Ｊ－クレジット制度のHPについて

HPアドレス: http://japancredit.go.jp
40



参考資料

旧制度の事例紹介

41



レンタカー事業における電気自動車の新規導入 ＜ニッポンレンタカー沖縄株式会社＞

１．事業内容
顧客が利用する車両に電気自動車を１００台導入。
導入した電気自動車の走行に伴って排出される温室
効果ガスは、同クラスのガソリン車の３割程度。車両
走行する際に排出される温室効果ガス削減することで、
環境に配慮した観光を実現。

２．事業者からのコメント

４．事業者概要
排出削減事業者：ニッポンレンタカー沖縄株式会社
所在地：沖縄県那覇市西1丁目19-1
URL:http://www.nr-okinawa.co.jp/【共同実施者】

カーボンフリーコンサルティング株式会社

３．導入設備等

資金 国内クレジット

ニッポンレンタカー
沖縄株式会社
上原真樹さん

国内クレジット制度 削減事業例

事業で得たクレジットは県内のカーボン・オフ
セット等に活用してもらうことで、環境保全の取
り組みを推進したい。電気自動車の導入とあ
いまって、国内クレジットを活用することで、環
境大臣指定の「エコ・ファースト企業」の指定を
受け、更にレベルアップした環境に優しい企業
へと考えている。また、電気自動車のレンタ
カー利用は、家族連れの利用を通して、将来
を担う子供たちに環境問題について考える機
会としても役立っている。
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セレッソ大阪のホームゲーム全試合をカーボン・オフセット
＜大阪ガス株式会社、ヤンマーエネルギーシステム株式会社、セレッソ大阪＞

１．クレジット活用内容 ２．事業者のコメント

３．PRポイント

４．事業者概要

中小企業への高効率ガス冷暖房システム等
の導入により創出されたクレジットを活用し、
セレッソ大阪のホームゲーム全試合をカーボ
ン・オフセット。

【クレジット創出者】
大阪を中心とした中小企業

高効率ガス冷暖房システム等
の導入によるクレジットの創出

CO2
1,200t

プロジェクト事業者：大阪ガス株式会社
ヤンマーエネルギーシステム株式会社

所在地：大阪市中央区平野町4‐1‐2
大阪市北区大淀中5‐12‐39

URL: http://www.osakagas.co.jp/
http://www.yanmar.co.jp/

カーボン・オフセットに取り組むとともに、省CO2等を
オーロラビジョン等を活用し広く周知しています。また、
クレジットの地産地消により地域に貢献しています。

セレッソ大阪のホームゲーム全試合に
おいて、オーロラビジョンやピッチサイ
ドのＬＥＤ掲示板等を活用し、省CO2や
カーボン・オフセットを周知、呼び掛け。

また、観客全員に、国内クレジット制度
等を掲載したチラシを配布。
2011年はカーボンオフセットマッチの
開催、2012年は年間を通じカーボン・
オフセットを実施し活動を拡大。

クレジット

資金

セレッソ大阪
全てのホームゲーム 観

客

省CO2、国内
ｸﾚｼﾞｯﾄ等のPR
・ｵｰﾛﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ
・ﾋﾟｯﾁｻｲﾄﾞの
電光掲示
・ﾌﾗｯｸﾞ掲示
・ﾁﾗｼ

大阪ガス

クレジット相殺

大阪ガス、ヤンマーエネルギーシステム、セレッソ大阪

国内クレジット制度 活用事業例
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J‐VER制度の事例紹介

北海道森林バイオマス吸収量活用推進協議会
～北海道４町連携による間伐促進型森林づくり事業～

北海道内の対象店舗にてサッポロビール株
式会社が実施した、期間限定オフセットキャ
ンペーン等に利用されています。 44



南アルプス市の取組 地域のJ-VERを活用した特産品として販売し、地場産品を
ブランド化

南アルプス市が、「さくらんぼ」と「シンビジューム」のハウス栽培において、加温に使用する燃料に木
質バイオマスを利用しCO2の排出を抑制した上で、それぞれ「さくらんぼ」1パックあたり5kg、「シンビ
ジューム」1鉢あたり5kgのオフセット・クレジット(J‐VER)を付与し市場において販売。この「カーボン・オフ
セット農作物」を購入することにより、購入者は日常生活で排出するCO2をオフセット。

削減努力

農家 ×
クレジット購入

認証ラベル

カーボン・オフセット農作物
（認証ラベル取得）

アンテナショップ等

カーボン・オフセット農作物
の展示販売（普及啓発）

山梨県南アルプス市小水力発

電導入による温室効果ガス削減
事業～南アルプスの清らかな水
からの「J‐VER」創出プロジェクト
～

重油などの「化石燃料」の代わりに「木質ペ
レット」（木質バイオマス）を燃焼させハウスを
加温し農産物を栽培

南アルプス市の水力発電所から
生み出されたクレジット

クレジットの
地産地消
＋

地場産品の
販売促進

J-VER制度 活用事業例
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