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温対法に基づく事業者別排出係数の
算出方法等に係る検討会事務局
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１．Ｊ－クレジット制度創設に伴う

通達改正の概要
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別紙７
電気事業者の調整後二酸化炭素排出量の算定に用いることができる京都メカニズムクレジット等について

電気事業者の調整後二酸化炭素排出量の算定に用いることができる京都メカニズムクレジット等は、以下のとおりとする。

○京都メカニズムクレジット （略）

○国内認証排出削減量

① 平成２０年１０月２１日の地球温暖化対策推進本部決定に基づき実施された国内クレジット制度において認証をされた温室効果
ガスの量

② オフセット・クレジット制度（国内における他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組により削減等がされた温室効果
ガスの量 （温室効果ガスが二酸化炭素以外の場合にあっては、地球の温暖化をもたらす程度から二酸化炭素の量に換算されたも
のとする。以下同じ。）の算定等に関し十分な知見を有する者により構成される会議体であって環境省が運営するものが、平成２０年
４月から平成２５年３月までの間において、温室効果ガスの量について、実際に行われたことが認められる当該取組により削減等が
され、適切な方法により算定され、当該取組がなければ削減等がされなかったものとして認証をし、その取得、保有及び移転を適切
に管理する制度をいう。）において認証をされた温室効果ガスの量

③Ｊ－クレジット制度（国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度（国内における他の者の温室効果ガスの排
出の抑制等に寄与する取組により削減等がされた温室効果ガスの量の算定等に関し経済産業省、環境省及び農林水産省又は地方
公共団体が、平成２５年４月から平成３３年３月までの間において、実際に行われたことが認められる当該取組により削減等がされ、
適切な方法により算定され、当該取組がなければ削減等がされなかった温室効果ガスの量として認証をし、その取得、保有及び移
転を適切に管理する制度をいう。））において認証をされた温室効果ガスの量

・平成25年4月に国内クレジット制度及びＪ－ＶＥＲ制度を統合してＪ－クレジット制度を

創設したことに伴い、温対法上の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に関す
る省令・告示を改正し、国内認証排出削減量の一つとしてＪ－クレジット制度を追加する
予定（平成26年2月目処）。

・これに併せて、通達「電気事業者ごとの実排出係数及び調整後排出係数の算出及び
公表について」別紙７にもＪ－クレジット制度を追加する。

Ｊ－クレジット制度創設に伴う通達改正の概要について



２．旧制度の概要及び実績
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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
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○ 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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３．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

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

• 本年度より、国内のクレジット制度を一本化。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ことで、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する。

国内クレジット制度（経産省、環境省、農水省） Ｊ－ＶＥＲ制度（環境省）

Ｊ-クレジット制度

国
（経産省、環境
省、農⽔省）

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
の認証

クレジット

資⾦

クレジット活⽤者

カーボン・オフセット、
ＣＳＲへの活⽤

低炭素社会実⾏計画への活⽤

温対法排出量報告への活⽤

運営委員会 認証委員会
審議

＋
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

自治体 林業等

排出削減量に相当する
クレジット

資金

等

12

省エネ法共同省エネ事業報告
への活⽤



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。

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。

登録要件
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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
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方法論について

方法論

• プロジェクトの登録を受けるに当たって、そのプロジェクトの要
件とCO2削減量の算定の方法が方法論として運営委員会の承
認を受けている必要がある。

• Ｊ－クレジット制度においては、過去、国内クレジット制度及びＪ
－ＶＥＲ制度の下で順次認められてきた方法論から５６の方法
論を承継し、必要に応じ今後も新たな方法論を追加する方針。

 エネルギー分野
 工業プロセス分野
 農業分野
 廃棄物分野
 森林分野

方法論の分類

15

＜代表的な方法論＞

・高効率なボイラーの導入
・一般家庭へ太陽光発電の導入
・オフィス等へのLED照明の導入



1. プロジェクトの登録

1-1 プロジェクト計画書の作成 ※作成支援あり

1-2 登録審査機関によるプロジェクト計画書の審査 ※審査費用支援あり

1-3 プロジェクト計画登録申請

2-1 モニタリング報告書の作成 ※作成支援あり

2-2 登録審査機関によるモニタリング報告書の検証 ※審査費用支援あり

2. モニタリング

注）「方法論」がない場合は、新しく方法論を策定する必要がある。

「どんなCO2排出削減/吸収事業（省エネ設備の導入、森林管理等）を実施するか」を記載したプロジェクト計画書を作成

プロジェクト計画書がＪ-クレジット制度の方法論に適合しているか事前確認。

認証委員会に諮り、プロジェクトを登録。

国に登録されたプロジェクト計画書に基づき、排出削減量/吸収量を算定するための計測や実績を記録した「モニタリング
報告書」を作成。

モニタリング方法等がＪ-クレジット制度の方法論に適合しているか事前確認。

認証委員会に諮り、認証を受ける。

• クレジットの発行までには、プロジェクトの登録とモニタリング（削減量や吸収量を算
定するための計測等）の2つのステップがある。

国によるクレジットの発行

2-3 クレジット認証申請

Ｊ－クレジット制度における手続の流れ
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