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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。

4

１-１．Ｊ－クレジットの活用方法
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• 全認証量838万t-CO2中、これまでに無効化・償却されたクレジットは、469万 t-CO2

• 2016年度以降、無効化の目的は「温対法（係数）」が最多だが、近年は「オフセット
等」も増加傾向。

2021年1月14日時点の実績

Ｊ－クレジット、国内クレジット、Ｊ－ＶＥＲ全てのクレジットにおける、無効化・償却量を指す。

「無効化」とは、Ｊ－クレジット登録簿上でＪ－クレジット、Ｊ－ＶＥＲを無効化償却口座に移転し、それ以降
移転できない状態にすることを指す。「償却」とは、Ｊ－クレジット登録簿上で国内クレジットを無効化償却
口座に移転し、それ以降移転できない状態にすることを指す。

＜クレジット種別・目的別 無効化・償却量の推移＞

１-２．Ｊ－クレジットの活用（無効化・償却量）の状況 その１
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• 省エネ設備・再エネ設備の導入による削減系クレジットと、森林経営による吸収系クレジッ
トの無効化・償却率は、それぞれ約57%, 約37%

• 電力の排出係数調整、自己活動や製品・サービスのオフセットへの利用が多い

万t-CO2

＜クレジット種別 認証量 VS 無効化・償却量＞

2021年1月14日時点の実績

１-３．Ｊ－クレジットの活用（無効化・償却量）の状況 その２

無効化率
約37％

約57％

＜無効化・償却量の内訳（累積）＞

オフセット
の活用を伸
ばしたい！

Point!
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１-４．カーボン・オフセットとは
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 子どもでも分かる内容の「カーボン・オフセット」に関するパンフレットを作成。
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１-４．カーボン・オフセットとは
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１-５．カーボン・オフセットの３つのステップと仕組み
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■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
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２-１．Ｊ－クレジット「創出者」のメリット
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２-２．Ｊ－クレジット「活用者」のメリット

ＣＳＲ報告書への記載

クレジットの地産地消 →企業のイメージアップ
→地域経済の活性化

カーボン・オフセットに対する
消費者の認知度・好感度がUPすると、
上記のメリットは、その効果が増大する
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２-３．企業のイメージアップ
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大規模展示会（エコプロ、ENEX等でのＰＲ）
＜情報発信の例＞

•新聞記事

•ニュース

•ＴＶＣＭ・ラジオＣＭ

•パンフレット

•Ｊ－クレジット制度ホームページ

•自社ホームページやTwitterで発信
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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）

２-４．地域経済の活性化

14

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
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３-１．カーボン・オフセット事例：こうべCO2バンク ～CO2の削減を環境価値に～
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市民のCO2削減量が

環境価値を生み出し、
地域における

省エネ行動を促進。

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（累積）：24,690 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
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３-２．カーボン・オフセット事例：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。
※2021年2月末時点で確認ができた自治体は以下のとおり。

• 下川町（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）
• 北九州市（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!
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３-３．カーボン・オフセット事例：ふるさと納税返礼品の「生産時のCO2排出量」をオフセット
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 ふるさと納税返礼品の生産時に発生するCO2排出
量を、返礼品生産者が長野県の森林によるCO2吸
収量でオフセット

 オフセット返礼品提供者：信州ふるさと便、たて
しなップル、大雪渓酒造株式会社、信濃ワイン株
式会社

 ふるさと納税の返礼品掲載ウェブサイトで、カー
ボン・オフセット対象品であること、返礼品生産
におけるCO2を実質ゼロにする取組であることを
紹介

 カーボン・オフセット対象品のロゴで差別化

＜概要＞
■ふるさと納税返礼品の「生産時のCO2排出量」をオフセット / 長野県

この取組を通じて、
「森林が豊かな長野県」

としてＰＲが可能

Point!

ふるさと
納税

CO2

健全な
森林育成
にも貢献

Point!
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３-４．カーボン・オフセット事例：ふるさと納税返礼品「配送」のカーボン・オフセット
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健全な
森林育成
にも貢献

Point!

 浦河町では、1回1万円以上の寄附をした町外在住
の個人の方に、まちの特産品をお礼の品としてお
贈りしている。返礼品配送時に排出するCO2を
1kg-CO2カーボン・オフセット。

 同町の森林から創出したクレジットでオフセット。

＜概要＞

■ふるさと納税返礼品「配送」のカーボン・オフセット / 浦河町（北海道）

配送１件あたり1kg-CO2をオフ

セットするため、ふるさと納税の
増加がCO2削減貢献の
きっかけになる仕組み。

Point!

ふるさと
納税

CO2
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３-５．カーボン・オフセット事例：ご参考
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■カーボン・オフセットの対象

ふるさと
納税

カーボン
オフセット
証明書

ふるさと
納税

CO2

ふるさと
納税

CO2
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３-６．カーボン・オフセット事例：そおリサイクルセンターのカーボン・オフセットの取組
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＜概要＞

■リサイクル率日本一の大崎町と、その核である 「そおリサイクルセンター」 が
連携した地域循環の取り組み事例 / 大崎町（鹿児島県）

 町民の憩いの場である温泉センターのバイオマスボイラーで創出したクレジットを活
用し、事業活動（社員の通勤を含む）に伴い発生するCO2を全量オフセット（活用ク
レジット量：1,622t-CO2/6.5年）

 資源と炭素と資金の地域内循環を目指した取組。さらに大崎町は、リサイクル事業を
核とした取り組みが認められ 「SDGs未来都市」 に指定され、今後の事業の一つとし
て、未利用バイオマス（し尿）を活用した再生エネルギー事業に取り組む計画であり、
エネルギーやクレジットの地産地消を目指す。

 地域で廃棄されていた家庭からの剪定枝などの廃材を燃料化して資金の還元を目指す。

Ｊ－クレジットの認証

国

Ｊ－クレジット創出

大崎町・地元事業者
（バイオマスボイラー等）

Ｊ－クレジットの売却

Ｊ－クレジット活用

そおリサイクルセンター

資金循環

リサイクル率日本一/
SDGs未来都市
（鹿児島県大崎町）
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３-７．カーボン・オフセット事例：小中学校空調工事でのカーボン・オフセット
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クレジットの地産
地消と、市内の
資金循環を実現

Point!

 松山市の発注する小中学校の空調設備工事（７８校分）において、環境に配慮し
た工事とするため、工事車両や重機の燃料使用に伴うCO2発生量を算定し、相当
量のＪ－クレジットにてカーボン・オフセットを実施

 無効化量（工事期間2017年3月～2019年1月）：156 t-CO2

 工事発注者：松山市

 工事及びカーボン・オフセット実施事業者：株式会社松山学校空調PFIサービス

＜概要＞

■小中学校空調工事でのカーボン・オフセット / 松山市（愛媛県）



Ｊ－クレジット制度

３-８．カーボン・オフセット事例：算定からカーボンオフセットまでの支援システム
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 交通と観光の業種を対象にカーボン・オ
フセットの実施を支援する仕組み。

 導入支援システムで簡単に取り組め、
カーボン・オフセットを推進。

＜取組手順＞株式会社ウェイストボックスHPより抜粋

① カーボンオフセットの企画・検討
② ウェイストボックスに、支援システムの

利用申請
③ 年間利用料を支払い後、支援システムの

利用開始
④ WEB上でオフセット枠（排出権）の購入
⑤ 利用客にカーボン・オフセット付き商

品・サービスを提供
⑥ WEB上でオフセット報告
⑦ 利用客にカーボン・オフセット証明書の

発行

出所：株式会社ウェイストボックスホームページより
（https://wastebox.net/service/kotsu_carbonoffset/）

 交通エコロジー・モビリティ財団が2009
年に開始し継続。2020年よりウェイスト
ボックスにて運営・管理。

 合計 約 816トンの利用実績あり
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３-９．カーボン・オフセット事例：国立公園カーボン・オフセットキャンペーン
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 本キャンペーンにご賛同の事業者・団体の方々のご協力のもと、カーボン・
オフセットを行うことで地球全体でみると環境に負荷をかけない取組

（北海道から沖縄まで全国の国立公園を対象に算定。）

 2017年から継続して実施。

 地球温暖化防止に向けた行動を周知

＜概要＞

■国立公園・世界自然遺産カーボン・オフセットキャンペーン
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３-10．カーボン・オフセット事例：再エネ電力クレジットの活用
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この目的のオフセットをして、
再エネ調達量として報告する
事業者が増加

Point!

■RE100達成のための再エネ電力クレジットのオフセット

＜再エネ算定書類の発行部数の推移＞2021.3.5時点

119
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３-11．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!
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• 創出事例15件含め、活用事例を1,360件
掲載

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

• 活用方法、取組方法、マーク有無、事業者名
で検索が可能

• 取組を申請することで掲載されます。

３-12．Ｊ－クレジット活用事例のご紹介
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＜こういった方に効果的＞
 業種を問わず、個人でも、会議を行

う方どなたでも。
 排出量の算定方法を知らない方でも、

ツールを使えば簡易に算定可能な点
がメリット。

 地元で創出したクレジットの使い道に
悩んでいる方。

 消費者を巻き込んだ「地産地消」ス
キームは、ストーリーが伝わりやすく、
環境貢献している企業としてイメージ
UPを狙える。

４-１．Ｊ－クレジットの活用スキームを構築中

＜事業者の声（一部抜粋）＞
◆メリット：カーボン・オフセットに取組むと、環境に配慮した事業者として外部から評価を得られること。
◆課題：環境貢献したいが、方法が分からない。Ｊ－クレジットの活用方法が分からない。
⇒具体的な活用スキームを構築し、環境貢献したい事業者へ向けてＪクレ制度HPで紹介予定。

＜活用スキーム例＞
■オンライン会議も、CO2実質ゼロ会議モデル
• 会議開催にあたり排出するCO2を簡易算定できるツールを作成。
• 参加人数、会議室の面積や使用時間等の情報があれば、ツールを使って

排出量を簡易に算定可能。
• オンライン会議にも対応した算定ツールに更新。

■地産地消・消費者参加型の地元貢献オフセットモデル
• 地元経済の活性化につながるようなビジネスとの結びつき、継続性のある

スキーム。
• 1品に１円を上乗せし、商品購入者もカーボン・オフセットに参加、地元森

林保全にも貢献できるスキーム 等
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４-２．CO2実質ゼロ会議 算定ツールを公開

↑
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。オンライン会議も対応。
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Ｊ－クレジット制度事務局

（みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー第2部）

TEL： 03-5281-7588
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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