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Ｊ－クレジット制度

• Ｊ－クレジット制度とは、省エネ・再エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・
吸収量をクレジットとして認証する制度であり、2013年度より国内クレジット制度とJ-VER制度を一
本化し、経済産業省・環境省・農林水産省が運営。

• 削減・吸収活動はプロジェクト単位で制度に登録、クレジット認証される。
• 本制度により、中小企業・自治体等の省エネ・低炭素投資等を促進し、クレジットの活用による国内

での資金循環を促すことで環境と経済の両立を目指す。

１‐１．Ｊ－クレジット制度とは
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Ｊ－クレジット制度

① 省エネルギー対策の実施によるランニング
コストの低減効果

② クレジット売却益

③ 地球温暖化対策への積極的な取組みに
対するPR効果

④ Ｊ－クレジット制度に関わる企業や自治
体との関係強化

① 温対法の調整後温室効果ガス排出量の
報告

② 省エネ法の共同省エネルギー事業の報告

③ カーボン・オフセット、CSR活動 (環境・地
域貢献) 等

④ CDP・SBT質問書及びRE100達成のた
めの報告（ただし、再エネ電力由来のクレ
ジットに限る）

⑤ SHIFT・ASSET事業の削減目標達成へ
の利用

⑥ 経団連カーボンニュートラル行動計画の目
標達成

クレジット活用者
プロジェクト実施者

（クレジット創出者）

１‐２．Ｊ－クレジット制度参加者のメリット

※クレジット創出者は、創出されたＪ－クレジットを
他者に売却・譲渡した場合、CO2削減価値を
言及できなくなる。（クレジット活用者とのCO2
削減価値の二重主張を回避するため）
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Ｊ－クレジット制度

• 様々な排出削減・吸収事業が対象であり、誰でもJ-クレジット創出者になることができる。
• 多様な事業者が様々な排出削減・吸収事業を登録済み。

 「Ｊ－クレジット制度の統計資料」にて各種データと共に整理。

分類 対象となる設備や事業
（一部抜粋）

省エネルギー ボイラー

照明設備

空調設備

ヒートポンプ

コージェネレーション

生産設備（工作機械、プレス機械、
射出成型機、ダイカストマシン、工
業炉、乾燥設備）

再生可能
エネルギー

木質バイオマス

太陽光発電

バイオ液体燃料

廃棄物 食品廃棄物等の堆肥化

森林吸収 森林経営活動

参加事業者の制限なし
大企業、中小企業、地方自治体、地域コミュニティ、・・・

温室効果ガス排出削減を
既に実施済みでもＯＫ

申請日から遡って2年前以降に実施されたものが対象

設備導入（新規/更新）のために国または
地方自治体から補助金を受けていてもＯＫ

設備導入の際に他の補助金を受けていても対象
（但し、環境省の補助金は除く）

様々な設備（新規/更新）や事業が対象

１‐３．クレジットを創るには
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Ｊ－クレジット制度

<国内の法制度への報告> <海外イニシアチブへの報告>

<企業の自主的な取組み>

• Ｊ－クレジットは国内の法制度への報告、海外イニシアチブへの報告、企業の自主的な取
組み等、様々な用途への活用が可能。近年、活用量・需要規模が大きいのは「小売電気
事業者の排出係数の調整」と「CDP及びRE100への報告」。

– 温室効果ガス排出の削減や再エネ電力の調達について、自社の努力だけでは賄うことができない部分をＪ－クレ
ジットを活用してカバーすることが可能。

7

１‐４．Ｊ－クレジットの活用方法



Ｊ－クレジット制度

１‐５．クレジット種別による活用先

※1 報告可能な値はプロジェクトごと、認証回ごとに異なる。
※2 他者から供給された電力（Scope2）に対して、再エネ電力由来のＪ－クレジットを再エネ調達量として報告可能。
※3 他者から供給された熱（Scope2）に対して、再エネ熱由来のＪ－クレジットを再エネ調達量として報告可能。
※4 CDP気候変動質問書2021の設問C11.2にのみ、報告対象期間内の創出・購入量を報告可能。
※5 2021年8月のRE100の基準引き上げによる変化点

・自家発電した電力（Scope1）には再エネJクレ使用不可。
・Scope2の電力供給のうち、工場敷地内（オフグリッド内）の別会社が設置した発電設備由来の電力（Scope2）に対して再エネＪクレ使用不可。

※6経団連カーボンニュートラル行動計画に参加している事業者が創出したクレジットは対象外。制度記号が「JCL」のクレジットが使用可能。
※7本表では、更新時点で事務局が調査した結果を整理しております。活用先のルール変更等により取り扱いが異なる場合がありますので、実際の活用におかれ

ましては、必要に応じて各活用先の最新情報をご確認ください。

• 活用方法によっては、使用できるクレジット種別が限られており、注意が必要。

用途
Ｊ－クレジットの種別

再エネ発電 再エネ熱 省エネ 森林吸収 工業プロセス、
農業、廃棄物

温対法での報告
（排出量・排出係数調整） ○ ○ ○ ○ ○

省エネ法での報告
（共同省エネルギー事業に限る） × × ○※1 × ×

カーボンオフセット ○ ○ ○ ○ ○
CDP質問書・SBTへの報告 ○※1※2 ○※1※3 ×※4 ×※4 ×※4

RE100達成のための報告 ○※1※2※5 × × × ×
SHIFT・ASSET事業の目標達成 ○ ○ ○ ○ ○
経団連カーボンニュートラル

行動計画の目標達成
△※6 △※6 △※6 ○ △※6
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２-１．森林吸収クレジットの創出事例

 自治体における創出一覧（ 2020年度～直近までに認証されたプロジェクト）

（出所）Ｊ－クレジット制度ＨＰ：認証一覧



Ｊ－クレジット制度
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２-１．森林吸収クレジットの創出事例

 つづき

（出所）Ｊ－クレジット制度ＨＰ：認証一覧



Ｊ－クレジット制度
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２-２．再エネ電力由来クレジット（太陽光）の創出事例

 デジタルグリッド株式会社は、IoT機器を活用したモニタリングを行うＪ－クレ
ジットプロジェクトを運営。
 PV-PPA事業者等が需要家に設置したPVの発電電力が自家消費された様子は、計測機器メーカー

の監視・制御装置やHEMSが測定し、そのデータはそのメーカーのクラウドに集約。そのメーカークラウド
とのAPI連携により、デジタルグリッドの環境価値取引クラウドにデータが移転。

 クレジット創出に向けた各種データ処理、クレジット創出後の売買等の事業者支援も実施。

（出所）デジタルグリッド株式会社 提供資料



Ｊ－クレジット制度

13

２-３．木質バイオマス由来のＪ－クレジット創出事例

（出所）農林水産省 Ｊ－クレジットのすすめ



Ｊ－クレジット制度
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２-４．Ｊ－クレジットの創出事例③：フタバ産業株式会社様

（出所）農林水産省 Ｊ－クレジットのすすめ
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３-１．カーボン・オフセットとは
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Ｊ－クレジット制度

３-２．カーボン・オフセットの３つのステップと仕組み

17

■３つのステップ

■オフセットの仕組み クレジットを使う
（無効化する）こ
とで、CO2削減、

吸収の取組の推
進につながる！
→地球温暖化
防止に貢献

Point!

+100 －100

±0



Ｊ－クレジット制度

オフセット商品を購入することで、
消費者も森づくりや
省エネ設備・再生可能エネル
ギーの導入に貢献することができ、
CO2排出削減・吸収の取組をあ
とおしすることができる！

Point!

Ｊ－クレジット創出者（つくる人）

３-３．地域経済の活性化
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消費者

例：商品を通じた消費者を巻き込むカーボン・オフセットの仕組み



Ｊ－クレジット制度

３-４．農作物生産時に使用する農機具から排出するCO2のオフセット

19

＜概要＞

■美味しいお米づくりから６次農業化を目指す、株式会社NAKAMICHI FARMの
地球温暖化対策と北海道の環境保全活動に貢献するカーボン・オフセット

 稲作・野菜の生産工程で、農機具等から排出するCO2を、北海道
道有林と石狩市有林から創出したＪ－クレジットでカーボン・オフセット
する取り組み。

クレジットの地産
地消と、市内の
資金循環を実現

Point!

（出所）Ｊ－クレジット制度ＨＰ： https://www.japancredit.go.jp/cp/89/



Ｊ－クレジット制度

３-５．「１品１円」の寄付型オフセット
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 道の駅で販売するすべての商品に1品1円をプラスし、消費者がオフセットに参加できる寄
付型オフセットを実施。

 並行して、道の駅にちなん日野川の郷の運営から生じる電力使用等に伴うCO2全量を、
日南町有林Ｊ－クレジットを利用してカーボン・オフセット。

 寄付型オフセットでは、消費者が町の森林保全活動に貢献できる仕組み。

＜概要＞

■１品１円の寄付型オフセットと、道の駅運営で生じるCO2のオフセット / 日南町（鳥取県）

（出所）Ｊ－クレジット制度ＨＰ： https://www.japancredit.go.jp/cp/30/



Ｊ－クレジット制度

３-６．ふるさと納税返礼品として「カーボン・オフセット」
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 ふるさと納税の返礼品として地元産クレジットを活用した「カーボ
ン・オフセット」をメニューに挙げている。

（返礼品として、カーボン・オフセットを実施したことを示す
「証明書」等を発行している。）

 いずれも地元の森林から創出したクレジットが対象。
※2022年10月17日時点で確認ができた自治体は以下のとおり。

• 浦河町、下川町、上士幌町、中標津町、滝上町（北海道）
• 横手市（秋田県）
• 養父市（兵庫県）
• 日南町（鳥取県）
• 三原村（高知県）
• 久留米市（福岡県）

＜概要＞

■ふるさと納税返礼品として「カーボン・オフセット」

消費者が手軽に、
ふるさと納税を通じて

「カーボン・オフセット」を
行うことができる

Point!

ふるさと
納税

カーボン
オフセット
証明書

ふるさと納税の利用者へ
Ｊ－クレジットと、その活
用で環境に貢献できるこ

とを周知

Point!



Ｊ－クレジット制度

３-８．事業活動のカーボン・オフセット
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 出雲ガス株式会社は、2021年度から2025年度（5年間）
のガス事業に伴う保安業務、営業・修理・工事業務において
発生するCO2排出量の一部をカーボン・オフセット（150t-
CO2)

 神話の國出雲さんさん倶楽部（出雲市・住宅への太陽光発
電設備導入によるCO2削減事業）が創出したＪ－クレジット
を活用することで、出雲市内の環境価値の地産地消を実現。

＜概要＞

■出雲ガスにおけるガス事業のカーボン・オフセット

環境貢献企
業としてのPR、

クレジットの
地産地消

Point!

（出所）Ｊ－クレジット制度ＨＰ： https://www.japancredit.go.jp/cp/87/



Ｊ－クレジット制度

３-９．クレジット創出から活用まで地産地消の取組
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創出から活用まで
市民のCO2削減

活動が地球温暖化
防止の啓発に

Point!

 神戸市では、市民の住宅用太陽光発電システム・燃料電池の設置によるCO2排出削減
をクレジット化（環境価値化）し、地域の環境保全活動につなげる仕組みを構築

 クレジット認証量（2022年3月末時点の累積）：38,370 t-CO2

 企業などに売却して得られる収益は、神戸市が行う環境保全事業に活用

 神戸ルミナリエなど市民に身近なイベントでのカーボン・オフセットの実施により、
市民へ地球温暖化防止の普及啓発

 スマートフォンアプリ「イイことぐるぐる」の活用

＜概要＞

■こうべCO2バンク ～CO2の削減を環境価値に～ / 神戸市

（出所）Ｊ－クレジット制度ＨＰ： https://japancredit.go.jp/case/23/



Ｊ－クレジット制度

３-10．イベントのカーボン・オフセット
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 2022年3月15-16日にインテックス大阪で開催された同イベントは、「環境配慮型展示
会」として、出展者の皆様に環境負荷軽減分担金の負担をお願いし、CO2や廃棄物の
削減やリサイクル素材の活用等に使用。一部を活用し93トンのカーボン・オフセットを実施。

 来場者・スタッフの移動・宿泊、紙・水の使用、廃棄物処理に伴い排出するCO2を対象
にオフセット。

 出展社128社はEXPOの報告書内に掲載してPR

＜概要＞

■第１回 空気のみらいEXPO/大阪・関西万博 開催支援EXPOのカーボン・オフセット

イベント出展事業者
の参加型取組

Point!

（出所）Ｊ－クレジット制度ＨＰ： https://www.japancredit.go.jp/cp/94/



Ｊ－クレジット制度

３-11．商品の寄付型オフセット
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 株式会社管野組が栽培している「じゅんさい」に、Ｊ－クレジットを活用した
カーボン・オフセットシール（1枚につき1kg-CO2を付与。）を添付して販売

 温暖化対策、商品価値向上、啓発・ＰＲ

 クレジット売却代金は、町内の温暖化対策や地域活性化関連事業等と、
社会貢献（東日本大震災 被災孤児・遺児の未来を、夢を応援するため
の寄付）に活用

＜概要＞

■Ｊ－クレジットの地産地消を通じた温暖化対策と商品価値向上

（出所）Ｊ－クレジット制度ＨＰ： https://www.japancredit.go.jp/cp/80/



Ｊ－クレジット制度
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３-12．Ｊ－クレジット活用事例のご紹介

他の事例は
こちらから
検索！

Point!



Ｊ－クレジット制度

• 創出事例15件含め、活用事例を1,400件
掲載

（URL：https://japancredit.go.jp/case_search/）

• オフセット事例、取り組み事例、キーワード、掲
載日で検索が可能

• 取組を申請することで掲載されます。

３-13．Ｊ－クレジット活用事例のご紹介



Ｊ－クレジット制度
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３-14．算定ツールでCO2実質ゼロ会議の算定から取組可能

↑
HPへのアクセスはこちらから。 簡単な入力でCO2排出量が算定できるツールを公開しています。ぜひご活

用ください。オンライン会議にも対応。



Ｊ－クレジット制度
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Ｊ－クレジット制度事務局
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社
サステナビリティコンサルティング第１部

TEL： 03-5281-7588
（平日9:30～12:00、13:30～17:30）

E-mail： help@jcre.jp

Ｊ－クレジット制度ホームページ
https://japancredit.go.jp/
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