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巻頭言
環境省によるカーボン・オフセットの信頼性確保のための各種ガイドラインの策定や制
度の整備が図られ、カーボン・オフセット認証制度が発効したのは平成 21 年４月のことで
ある。カーボン・オフセットの認証は、第三者認証機関が行うこととされ（社）海外環境
協力センター内に設置された気候変動対策認証センター（４ＣＪ）で、学識経験者からな
るカーボン・オフセット認証委員会が環境省の定めた認証基準に基づき認証審査を行って
いる。第一回認証委員会が開かれた平成 21 年７月以来、約１年半経過した平成 22 年 12 月
末時点で合計 54 件のカーボン・オフッセトが認証された。筆者は当初からカーボン・オフ
セットの認証にかかわってきたが、当時、認証待ちの申請案件がどのくらいあるのか、そ
のうち申請が途切れて認証委員会が開店休業にならないかと余計な心配をしたものである
が、今ではリピーターが出るまでになってきたことは、喜ばしいかぎりである。
認証の審査にあたっては、環境省のガイドラインや認証基準に則り実施細則を定めて信
頼性の確保に努めているが、事例数の増加とともに当初の諸規定では想定していなかった
ような事案が出てきて、認証委員会でカーボン・オフセットのあり方についてあらためて
議論することがしばしばあり、結果は諸規定の改定に反映されてきた。このような実績の
積み重ねが制度の信頼獲得をもたらしていると確信している。
信頼性の確保とともに、その普及のためには関係者のカーボン・オフセットへの参加意
欲をかき立てる努力もまた必要である。申請者からみれば、なるべく安いオフセット・ク
レジットで、なるべく多くの二酸化炭素をオフセットしたいところであるが、一方でプロ
ジェクトの実施にはコストがかかり、クレジット量が増えれば相対的に価格も下がるが、
クレジットの生産調整は一般に難しいであろう。在庫が積み上がることは金利負担などを
考えるとクレジットの単価を下げてでも在庫調整が必要なのではないかと外野には思えて
くるが、温暖化対策に直接的に貢献しているわけであるから、その対価としてのクレジッ
トの流通拡大が課題であると思う次第である。
そこで例えば商品使用オフセットの場合、申請者が努力しても削減できない二酸化炭素
を他から調達して埋め合わせることは、同時にオフセット・クレジットを生み出す活動を、
ひいては地域の活性化を応援していることでもある。申請者は埋め合わせする自身をＰＲ
するだけでなく、申請者はどこそこの二酸化炭素の削減や吸収事業を応援していると消費
者に伝えることも必要であろう。そうすることで消費者の申請者に対する理解がさらに深
まり、ひいては申請者の商品の売上増にも貢献する、その結果 J-VER がさらに市場に流通
する、という好循環につながるのではないかと思うのである。
中央大学大学院公共政策研究科・理工学部教授
佐藤雄也
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第1章
１.

我が国におけるカーボン・オフセット

我が国におけるカーボン・オフセット

(1) カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト の 概 要
カーボン・オフセットとは、市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、
自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削
減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量
等（以下「クレジット」という）を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現す
るプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせ
ることをいう1。

図 １：カーボン・オフセットのイメージ

(カーボン・オフセットの基本要素)
「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」（平成 20 年 2 月環
境省）では、カーボン・オフセットの基本的要素として、以下の４点を挙げている。
① 自らの行動に伴う温室効果ガスの排出量の認識
② 市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等による排出削減努力の実施
③ ①②によっても避けられない排出量の把握
④ 上記③の排出量の全部又は一部に相当する量を、他の場所における排出削減量・吸収量
によって埋め合わせ（オフセット）

1

自らが排出削減を行わないことの免罪符としてカーボン・オフセットの取組が安易に用いられることの
ないよう、カーボン・オフセットの定義上、自らの排出削減努力が明確に位置づけられています。

1

把握する

家庭やオフ ィ ス 、 移動（ 自
動車・ 飛行機） での自ら の
温室効果ガス排出量を 把握
する

削減努力

埋め合わせ

省エ ネ活動や環境負荷
の少な い交通手段の選
択な ど 、 温室効果ガス
の削減努力を 行う

削減が困難な 排出量を把握し 、
他の場所で 実現し たク レジッ
ト を 購入ま たは他の場所での
排出削減活動を 実施

対象と なる 活動の排出量
と 同量のク レ ジ ッ ト で 埋
め合わせ（ 相殺） する

図 ２：カーボン・オフセットの基本要素

（カーボン・オフセットに用いられる排出削減・吸収量（クレジット））
カーボン・オフセットに用いられる排出削減・吸収量（クレジット）については、カー
ボン・オフセットの取組に対する信頼性を構築するため、
¾

確実な排出削減・吸収があること、

¾

温室効果ガスの吸収の場合はその永続性が確保されていること、

¾

同一の排出削減・吸収が複数のカーボン・オフセットの取組に用いられていないこと、

¾

第三者機関による検証が行われていること

といった一定の基準を満たしていることが必要である。上記の基準を満たすクレジットと
しては、次のようなものがある。
・京都メカニズムクレジット（AAU, ERU, CER, RMU）
（ただし、国内で発行される AAU 及び RMU を除く）
・ オフセット・クレジット（J-VER）
・ 自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）の排出枠（JPA）

(カーボン・オフセットの流れ)
一般的なカーボン・オフセットの流れを、京都メカニズムの一つであるクリーン開発メ
カニズム（CDM）を通じて国連により認証されたクレジット（CER）を利用したカーボン・
オフセット型商品を例にとって説明する。

2

途上国において温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトが実施され、そこで生成された
排出削減・吸収量が、国連によりクレジット（CER）として認証される。そのクレジット
を、カーボン・オフセット・プロバイダー2等の仲介業者が購入し、カーボン・オフセット
型商品等を販売したいという製造業者（メーカー）や小売業者等に対し、クレジットを販
売する。このようにして世に売り出された商品には、クレジット調達費用等埋め合わせの
ための各種費用（オフセット料金）が反映されており、一般消費者や事業者が当該商品を
購入することにより、支払われる金額に含まれるオフセット料金が、最終的には途上国で
行われている排出削減・吸収プロジェクトへ還流し、資金調達に貢献することになる。平
成 20 年 11 月には、国内で創出される排出削減・吸収量をカーボン・オフセットに用いら
れるオフセット・クレジット（J-VER）として認証する、オフセット・クレジット(J-VER)
制度3がスタートした。J-VER 認証件数・認証量、J-VER をカーボン・オフセットに活用す
る事例も増加しており、海外のクレジット活用時と同様に、プロジェクト実施者、カーボ
ン・オフセット・プロバイダー、商品・サービス提供事業者等が連携してカーボン・オフ
セットを展開している。
クレジットの提供及びカーボン・オフセットの
取組を支援（コンサルティング等）又は取組の
一部を実施するサービスを行う事業者。

途上国

ＣＤＭプロジェクト

ＣER

クレジット

資金

ＣER

クレジット

商社
資金

ＣER

オフセット・
プロバイダー
資金

クレジット

国別登録簿
クレジット償却手続代行
・コンサルティング

オフセット料金

オフセット商品

消費者・企業等
商品の使用や製造に伴うＣＯ２をオフセット

メーカー、小売業者
等

図 ３：カーボン・オフセットの流れ

2

カーボン・オフセットプロバイダーは、オフセットをするためにクレジットの無効化（償却等）手続き
の代行や、カーボン・オフセット商品の企画・販売に関するコンサルティング等を行う。
3 オフセット・クレジット(J-VER)制度については、「第１章５」を参照

3

（カーボン・オフセットの意義・効果）
「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」（平成 20 年２月環
境省）では、カーボン・オフセットの意義及び期待される効果について、次のとおり整理
されている。
¾

市民、企業等の主体的な削減活動の実施を促進すること
市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会を構成する者が地球温暖化問題は自
らの行動に起因して起こる問題であることを意識して、これを「自分ごと」として捉
え、主体的に温室効果ガスを削減する活動を行うことを促進することにつながる。

¾

国内外の温室効果ガスの排出削減・吸収や公害対策、持続可能な開発を実現するプロ
ジェクトの資金調達への貢献
市民、企業、NPO/NGO 等が国内・国外で実施する、温室効果ガスの排出削減・吸
収を実現するプロジェクトへの投資につながり、これらのプロジェクトの実施に資金
面で貢献する機会を提供することができる。

上記２点目については、京都メカニズムに基づくクレジットを活用することを主として
念頭に置きつつ記載されたものである。この点、「新成長戦略」（平成 22 年６月 18 日閣
議決定）等において国内投資の促進の重要性が謳われる中、平成 20 年 11 月に開始した「オ
フセット・クレジット（J-VER）制度」は、国内の温室効果ガス削減・吸収プロジェクト
による削減・吸収量をカーボン・オフセットに用いる信頼性の高いクレジットとして認証
する制度であり、J-VER を用いたカーボン・オフセットを推進することで、国内投資の促
進、雇用の確保等を通じた地域活性化に貢献することができる。

(カーボン・オフセットの分類)
カーボン・オフセットについては、さまざまな取組みが実施又は計画されているが、
¾

市場を通じて広く第三者に流通するクレジットを活用したカーボン・オフセット（市
場流通型）

¾

市場を通さずに特定者間のみで実施されるカーボン・オフセット（特定者間完結型）

の二つに大別される。市場流通型は、オフセットする対象によりさらに４つに分類するこ
とができる。以下にカーボン・オフセットの類型を示す。

4

・ 商品使用・サービス利用オフセット
・ 会議・イベント開催オフセット

市場流通型

・ 自己活動オフセット
・ 自己活動オフセット支援

特定者間完結型

市場を通じて第三者に流通す
るクレジットを活用したカー
ボン・オフセット

市場を通さずに特定者間のみで実施されるカーボン・オフセット
図 ４：カーボン・オフセットの類型



市場流通型：市場を通じて第三者に流通するクレジットを活用したカーボン・オフセ
ット、さらに以下の４つに分類される。
①商品使用・サービス利用オフセット
商品を製造・使用・廃棄したり、サービスを利用したりする際に排出される温室効果ガ

ス排出量をオフセットするもの。
（例） ・食品や家電製品の製造・輸送工程から排出される CO2 をクレジットでオフセット
する
・旅行に伴う移動から排出される CO2 をクレジット購入しオフセットする
※メーカーや旅客会社等がクレジットを取得し、製品の製造等や移動に伴う排出量
について自らオフセットする場合と、取得費用を製品やサービス価格に転嫁する
ことを通じて消費者がオフセットする場合がある。）

②会議・イベント開催オフセット
国際会議やコンサート、スポーツ大会等の開催に伴って排出される温室効果ガス排出量
をオフセットするもの。
（例） ・コンサート会場での電気使用や参加者の移動に伴う温室効果ガス排出量等をオフ
セットする
・国際会議において参加者の移動や宿泊、会議場の電力使用から排出される温室効
果ガスの排出量をオフセットする

5

③自己活動オフセット
自らの活動に伴って排出される温室効果ガス排出量をオフセットするもの。
（例） ・本社ビルでの年間の電力・ガス・水道使用、廃棄物処理に伴う温室効果ガス排出
量をオフセットする
・家庭における電気・ガスの使用等に伴う温室効果ガス排出量をオフセットする

④自己活動オフセット支援4
商品・サービス（クレジットが付されているもの）を介し、当該商品・サービスを購入・
利用する消費者の日常生活などに伴う排出量のオフセットを支援するもの。
（例） ・メーカーが飲料やお菓子にクレジット kg を付けて販売し、購入者の日常生活か
らの排出量のオフセットを支援する



特定者間完結型オフセット：市場を通さずに特定者間のみで実施されるカーボン・オ
フセット。オフセットの対象となる活動から生じる排出量を、市場を通してクレジッ
トを購入するのではなく、別途に排出削減・吸収活動を行ったり、植林や間伐を行う
ことで、温室効果ガス排出の埋め合わせを行うもの。

（例）・地方自治体が発行している森林吸収証書や特定の企業・団体間で排出削減・吸収
の取組など

4「市場流通型：自己活動オフセット支援」は、「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関に

よる認証基準（Ver.1.0）」（平成 21 年 3 月環境省）において環境省指針における類型に追加して設定し
た類型。

6

(2) カーボン・オフセットの取組状況

①カーボン・オフセットの事例件数の推移
我が国において、カーボン・オフセットの仕組みを利用したと思われる取組は、報道発
表されたものだけでも累積で平成 22 年 12 月末現在約 1000 件把握されている5。
市場流通型の商品使用・サービス利用オフセットの事例数が最も多く、半数近くを占め
ている。続いて特定者間完結型、市場流通型の会議・イベント開催オフセット、自己活動
オフセットと続いている。

997件
（2010年12月末現在）

図 ５：国内におけるカーボン・オフセットのタイプ別取組件数の推移

5

特定の情報源からによる報道発表を基にした調査結果であるため、このほかにも把握できていない事例
はあると考えられる。販売予定のものや既に販売を終えたものも含まれている。また、必ずしも「カー
ボン・オフセット」の名称を用いてはいないものの、他の場所における排出削減・吸収量を用いた埋め
合わせを行っているものも含まれている。
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②カーボン・オフセットの業種別事例内訳
平成 22 年 12 月末時点での、市場流通型：商品使用・サービス利用オフセット事例につ
いて販売事業者6別に見てみると、製造業が最も多く全体の３割近く（658 件中 187 件）を
占めており、次いで卸売・小売業、サービス業となっている。平成 22 年度は卸売・小売業
での事例の増加が目立ち、自治体による取組も増えてきた

製造業

187

サービス業

114

卸売・小売業

129

金融・保険業

70

情報通信業

44

運輸業

27

不動産業

24

建設業

16

公務

18

飲食店・宿泊業

16

その他

集計期間：2007年12月～2010年12月末
（一部2010年4月から集計 ※図5を参照）
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図 ６：市場流通型：商品使用・サービス利用オフセットにおける販売事業者の業種別件数

③使用されるクレジットの割合
平成 22 年 12 月末時点での、市場流通型：商品使用・サービス利用オフセットにおける
埋め合わせに用いられたクレジットの内訳を見ると、京都メカニズムによるクリーン開発
メカニズム（CDM）を通じて開発途上国における排出削減・吸収プロジェクトから生成さ
れるクレジット（CER）が約 83.4％、次いでオフセット・クレジット（J-VER）が約 9.1％、

6

総務省統計局

日本標準産業分類に基づく。

8

都道府県 J-VER が約 1.7％となっている。平成 20 年度において９割を占めていた CER が
減少する一方で、オフセット・クレジット（J-VER）等国内産のクレジットが使用される
事例が徐々に増加している。

1.7%

5.9%

集計期間：2007年12月～2010年12月末
（一部2010年4月から集計 ※図5を参照）

9.1%
CER
J‐VER
都道府県J‐VER

83.4%

その他

図 ７：市場流通型(商品使用・サービス利用オフセット)に用いられるクレジット
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(3) オ フ セ ッ ト ・ ク レ ジ ッ ト の 市 場 動 向
環境省オフセット・クレジット(J-VER)制度は、平成 20 年 11 月から開始されたが、平成
22 年 12 月現在認証取得プロジェクトは 30 件を超え、安定した J-VER の供給が見込める
段階となってきた、そのため、プロジェクト実施者及びカーボン・オフセット・プロバイ
ダー等を対象として、J-VER プロジェクトの取引単価については 2010 年８月より、また
販売量については 2010 年９月より定期的に毎月アンケートによる聞き取り調査を実施して
いる。各売り気配値の平均、買い気配値の平均とその平均値（中値）を算出し、月毎に集
計しカーボン・オフセットフォーラムのホームページ上にて公表している。各気配値の推
移、ならびに販売量の推移を以下各図に示す。
排出削減系クレジットは、概ね CER の販売価格からグリーン電力証書(CO2 換算)の価格
帯で取引されており、また、森林吸収系クレジットは、その地域性・独自性から現在のと
ころ高価格での取引となっている。

図 ８：排出削減系 J-VER の気配値推移

10

図 ９：森林吸収系 J-VER の気配値推移
＊平成 22 年 11 月 26 日現在での売買契約成立分合計値。

図 １０：J-VER 販売量の推移
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２．カーボン・オフセットに関する施策
(1) こ れ ま で の 施 策 の 概 要
地球温暖化問題が最も重要な環境問題の一つとして認識されつつある中、わが国においては、
京都議定書に基づく 6％削減目標の確実な達成を目指すとともに、2020 年に 1990 年比で 25％
削減（すべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築および意欲的な目標の合意
を前提）、2050 年に 1990 年比で 80％削減という意欲的な目標を掲げ、国内外での排出削減・
吸収に取り組んでいる。
平成 22 年３月には、我が国の地球温暖化対策の基本的な方向性を明らかにするため、地球温
暖化対策に関する基本原則や国、地方公共団体、事業者及び国民の責務、温室効果ガス排出削減
に関する中長期的な目標等を規定した「地球温暖化対策基本法案」が閣議決定、国会提出され、
あらゆる施策を総動員することの必要性が改めて示された。7
こうした中、カーボン・オフセットは、産業、運輸、業務、家庭といったあらゆる分野におけ
る社会の構成主体が地球温暖化対策に取り組むため、そして国内外の温室効果ガス排出削減・吸
収活動を支援するための有効な手段として期待されている。従来より、「京都議定書目標達成計
画」（平成 20 年３月 28 日閣議決定）に国民運動の展開における一施策として位置づけられて
いるほか、地球温暖化対策基本法案においても、自発的な活動の促進が規定された。また今年度
に入り、が「新成長戦略」（平成 22 年６月 18 日閣議決定）8や「エネルギー基本計画」（平
成 22 年６月 18 日閣議決定）9等の政府文書においてオフセット・クレジット（J-VER）制度
が位置づけられた。
環境省では、カーボン・オフセットの信頼性構築のため、「我が国におけるカーボン・オフセ
ットのあり方について（指針）」（平成 20 年２月）をはじめとし、以下表に示すような各種基
準類および制度の整備を進めてきたところである。

当該法案は、平成 22 年の通常国会において審議未了のため廃案となったが、平成 22 年 10 月に臨時国会
に再度提出され、平成 23 年 3 月 14 日現在、通常国会にて継続審議となっている。
8 http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf
9 http://www.enecho.meti.go.jp/topics/kihonkeikaku/index.htm
7
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表 1：カーボン・オフセットの普及・促進に係る取組
年月
平成 19 年年
９月
平成 20 年
２月
４月

７月

主要な動き

※特に記載のないものは環境省の施策

「カーボン・オフセットのあり方に関する検討会」開始
「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」公表
カーボン・オフセットに関する情報提供や相談支援等を行うカーボン・オフセ
ットフォーラム（J-COF）の設立
先進的な取組を促進支援するカーボン・オフセットモデル事業の実施(2010 年
度まで 3 年間実施)
日本カーボンアクション・プラットフォーム(JCAP)の設立

10 月

「カーボン・オフセットの対象活動から生じる GHG 排出量の算定方法ガイド
ライン（ver.1.0）」公表
「カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築のための情報提供ガイドライ
ン（Ver.1.0）」公表
気候変動対策認証センター(※) 「あんしんプロバイダー制度」開始
※事務局(社)海外環境協力センター内
英国との間でカーボン・オフセットに関する協力宣言文締結

11 月

オフセット・クレジット（J-VER）制度創設

平成 21 年
３月
４月

「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準」公表
気候変動対策認証センター 「カーボン・オフセット認証制度」開始
カーボン・オフセットに取り組む事業者によるネットワークであるカーボン・
オフセット推進ネットワーク(CO-Net)との連携開始

平成 22 年
３月
６月

カーボン・オフセットに関する英国との国際ワークショップを開催(東京)

７月

「会議・イベントにおけるカーボン・オフセット検討会」開始

「特定者間完結型カーボン・オフセットガイドライン」公表

（2011 年 3 月検討会取りまとめ）
９月

平成 23 年
１月
２月

カーボン・オフセットに取り組む事業者と J-VER 創出事業者のマッチングイベ
ントである第１回カーボン・オフセット EXPO を開催(東京) （同イベントは、
2011 年１月（大阪）、２月（名古屋）でも開催）
第２回カーボン・オフセット EXPO を開催（大阪）
第３回カーボン・オフセット EXPO を開催（名古屋）
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(2) 平 成 22 年 度 に お け る 制 度 改 善 の 取 組 み
平成 22 年度には、カーボン・オフセット及びオフセット・クレジット（J-VER）制度普
及促進のための活動（第１章４参照）を展開したことに加え、カーボン・オフセット及び
オフセット・クレジット（J-VER）それぞれについて、各種基準等の策定・改訂等、制度
改善を行った。

①カーボン・オフセットに係る基準類の策定・改訂
1)

特定者間完結型カーボン・オフセットガイドラインの公表

「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」（平成 20 年 2 月環
境省）においては、市場を通さずに特定者間のみで排出量の埋め合わせを行うカーボン・
オフセット（特定者間完結型）において、「市民、NPO/NGO、会議・イベントの主催者等
が実施する排出削減・吸収活動に伴う排出削減・吸収量について地域の有識者等第三者が
確認する手法について、公的機関が具体的な事例を示す必要がある」としている。
そこで、特定者間完結型カーボン・オフセットについて、そのあり方や信頼性を確保す
るための仕組み等について検討するため、平成 22 年１月より４回の検討会を開催するとと
もにパブリックコメント手続を経て、「特定者間完結型カーボン・オフセットの取組に係
る信頼性構築のためのガイドライン」を策定した。
本ガイドラインは、特定者間完結型カーボン・オフセットに取組む地方自治体・事業者
等に向け、排出量の把握及び削減努力、排出削減・吸収活動の算定等の考え方や望ましい
情報提供のあり方等を解説するもので、以下二部構成になっている。


「第１部

カーボン・オフセットの基本的な考え方」では、カーボン・オフセットと

言えるものはどういうものか、オフセットに使う排出削減・吸収価値の違い（市場流
通型と特定者間完結型）について解説。


「第２部

適切なカーボン・オフセットの進め方」では、第１部で特定者間完結型カ

ーボン・オフセットであることを確認した取組について、排出量の算定、削減努力、
埋め合わせ、情報提供までの確認すべきポイントについて明記。

14

2) 会議・イベントにおけるカーボン・オフセット検討会及び取組のための手引き
会議・イベント開催において、省エネやゴミの削減等の環境配慮を実施することは一般
的になってきているが、それに加えて、昨今の地球温暖化問題への関心の高まりの中、温
暖化対策の一環として、市民、企業、NPO/NGO 等にとっても身近に取り組めることから、
会議・イベント開催におけるカーボン・オフセットが注目を集めている。
しかしながら、今までは会議・イベントに特化した規程類がなかったため、会議・イベ
ントにおけるカーボン・オフセットを実施するには、具体的な事例にあわせて様々な事項
を判断しなければならないなど、市民、企業等が取り組むには分かりにくい等の指摘があ
り、個別の問い合わせも多かった。このため、環境省では平成 22 年 7 月に「会議・イベン
トにおけるカーボン・オフセットに関する検討会」を設置し、実態に即して市民や事業者
等が容易に会議・イベントにおけるカーボン・オフセットに取り組めるような手引きの取
りまとめと、会議・イベントにおける適切なカーボン・オフセットのあり方や様々な課題
への対応策等をもとに既存の基準類の改善の提言を行うこととした。平成 22 年７月より４
回の検討会を開催するとともにパブリックコメントを行い、検討会として「会議・イベン
トにおけるカーボン・オフセットの取組のための手引き」を取りまとめた。
会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組が推進され、社会の低炭素化の促
進、国内外の排出削減・吸収プロジェクトを支援することによる、当該地域経済の活性化
や雇用拡大及び持続可能な社会の構築への寄与、及び主催者の社会的評価の向上及び会
議・イベントの社会的価値の向上が期待されている。

3) カーボン・オフセット認証に係る基本文書の改訂
「第１章６」に述べるカーボン・オフセット認証に係る基本文書としてこれまで環境省が
策定してきた以下の基準類について、カーボン・オフセットの更なる信頼性を構築し、社
会全体での排出削減を進展させることを目的に改訂作業を行っている。
表 2：カーボン・オフセット認証に係る基準類のうち、平成 22 年度に改訂作業に着手したもの
基準類
カーボン・オフセットの取組に対する第三者認
証機関による認証基準

改訂を予定している主な点
これまでの運用を踏まえ、基準項目をより簡潔
かつ明確にするとともに、「会議・イベントに
おけるカーボン・オフセット検討会」における
提案を反映させる。
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カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築

「会議・イベントにおけるカーボン・オフセット

のための情報提供ガイドライン

検討会」における提案を受け、当該取組みに関す
る箇所について追記する。

カーボン・オフセットの対象活動から生じるＧ

これまでの運用を踏まえ、各種値の修正・更新を

ＨＧ排出量の算定方法ガイドライン

行うとともに、上記文書の改訂に伴う修正を行う。

コラム①「イベント・オフセット取組事例：COP10/MOP5 実施に伴うカーボン・オフセットの取り組み」
生物多様性条約 COP10/MOP5 カーボン・オフセット事務局
2010 年秋に名古屋で開催された生物多様性条約 COP10/MOP510には、世界 179 カ国から
１万３千人以上が集まった。一時は合意形成を絶望視する声も聞かれたが、会議は最終日に
日付けを超えた 10 月 30 日の未明になって、遺伝資源のアクセスと利益配分（ABS）に関す
る国際ルール「名古屋議定書」と 2011 年以降の新戦略計画「愛知ターゲット」を含む全ての
議案が劇的に採択され閉会した。
言うまでもなく環境問題の解決の仕方を討議する会議でもあり、日本政府はホスト国とし
て会議運営についても環境配慮に最大限努力した。内容は大きく「環境負荷低減努力」と「カ
ーボン・オフセット」の二つである。
各国代表団や各機関・組織からの参会者が各々の思惑と利害を激しくぶつけあう国際交渉
の場であっても、環境問題を解決したいという気持ちは共通であろう。かねてより環境問題
の解決には「自分ごと化」が重要と指摘されており、主催者や受け入れ側（ホスト国及び地
元）のみならず、参会者や実施運営事業者にいたるまで、会議に関わる全ての主体が環境配
慮活動に参加するカタチを目指した。
環境負荷低減努力
地元の支援実行委員会11を含む運営主体側では、会場のエネルギー管理や節水の徹底、自然
エネルギーの活用などを通じた資源・エネルギーの節約を行った。言うまでもなくごみの分

10 2010 年 10 月 11 日から 29 日に愛知県名古屋市で開催された「生物多様性条約第 10 回締約国会議及
びカルタヘナ議定書第 5 回締約国会議」
11 生物多様性条約第 10 回締約国会議支援実行委員会
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別や公共交通機関の利用を徹底した。CBD 事務局12用に用意が必要だった車両についても低
公害車を積極的に採用し、議長の机や各国参会者のネームプレート、会議場ベンチには間伐
材を活用した。また、会場で使用する電力の一部を地元の愛知県・名古屋市の住宅用太陽光
発電から作られたグリーン電力証書により賄うなど、会議開催にかかわる様々な物品や役務
についても、グリーン購入法に基づいて調達・運用した。
同時に参会者にも、省エネ・節水、ごみの分別、公共交通機関の利用を呼びかけた。海外参会者
の大半はわが国の生活習慣になじみが薄く、たとえば、ごみの分別の経験自体ない参会者も少なく
ないが、地元名古屋市の分別区分は 13 カテゴリーにもなる。そこで、地元の支援実行委員会では、
ごみの回収ボックス（「リサイクルステーション」）ではボランティアの協力を得て分別ルールを
説明した。分別回収の意義を理解していない参会者も予想されたことから、「資源ごみがどのよう
に再生されるか」をビジュアルで分かりやすく説明するボードも設置した。そのほか、省エネや節
水、器具の使い方、ごみのポイ捨て禁止、トイレのマナー等々についても、会議ロゴと同様の「動
物の折り紙」のモチーフを用いて、親しみやすくわかりやすいコミュニケーション素材を制作し、
会場から宿泊施設に至るまでの各コンタクトポイントにきめ細かく配置した。
実施運営の協力会社には、グリーン購入など環境配慮活動に向けた情報提供をし、また各
社の環境行動指針の策定と事後の自己評価を依頼した。
カーボン・オフセット
こうした環境負荷低減努力を実施したうえでもなお生じる負荷（特に温室効果ガス排出）
については、カーボン・オフセットを行うことでさらなる負荷の低減を目指した。温室効果
ガス排出をなるべく広くカバーするために、オフセットのバウンダリは、参会者やスタッフ
の移動・宿泊、会場ユーティリティ、配布物（紙、ノベルティ）とした。会議開催に伴う温
室効果ガスの総排出量は約２万４千 tCO2e となり、そのおよそ 86%を海外参会者が参加する
ための排出が占める、という結果となった。
カーボン・オフセットに用いるクレジットについては、透明性と確実性の観点から会議開
催の前後二回にわけて公募し、事前公募では事前試算に基づく排出量の過半相当分を、事後
公募では実績値に基づく算定結果との差分を、それぞれ調達した。排出場所を考慮し、海外
参会者が参加するための活動（国際航空移動）に由来する排出については CER を、国内移動
や宿泊、会場エネルギーなど関係者の国内の活動に由来する排出については J-VER を用いる
方針とした。クレジットの公募では、調達方針の策定からクレジットの選定に至るまで、カ
ーボン・オフセットや生物多様性に関する有識者で構成される検討委員会で検討した。事前

12

生物多様性条約事務局
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調達では、CER、J-VER いずれについても、クレジット価格や数量のみならず、コベネフィ
ット（とりわけ生物多様性保全への貢献）、開催地である愛知県・名古屋市との関わりなど、
多面的に評価した。事後の調達では J-VER のみの調達となったが、生物多様性への悪影響が
ない限りクレジット価格と数量のみで判断することとした。結果、事前、事後あわせて１件
の CER と 13 件の J-VER でカーボン・オフセットを実施した。
また、本件では、わが国政府がホストを務める大規模国際会議ということもあり、テスト
ケースとして、整備されつつあるカーボン・オフセット認証制度や関連ガイドラインの活用
を積極的に試みた。認証については、会議実施前に認証を得る「予定認証」というスキーム
に則り取得した。会期中の配布物などに「カーボン・オフセット認証ラベル」を表示して、
カーボン・オフセットに取り組んでいることを参会者ほか関係者にアピールした。また透明
性の観点から、排出量の算定については適格検証機関の審査を受け、クレジットの無効化に
ついては「あんしんプロバイダー制度」参加事業者を活用した。
今後の課題
本件のような参加型の環境配慮活動が、必ずしもすべての参会者から支持と共感を得ると
いうことはないだろう。しかし「リサイクルステーション」では、ボランティアスタッフに
質問しながら慣れない分別ルールを順守しようと努力する参会者の姿が多くみられた。ある
関係者によれば、COP10 後に開催された気候変動に関する国際会議会場で熱心にごみの分別
をしている交渉担当者を見かけ、声をかけたところ、「名古屋でごみの分別を経験してその
必要性を実感したから」と答えたという。小さなエピソードではあるが、国際会議や大型イ
ベントでの環境配慮活動のもつコミュニケーション効果を示唆するものである。
他方で、会議運営そのものの環境負荷低減努力としては、温室効果ガスの 85%以上を「移動」が
占める以上、会議開催場所が決定してのち、大きな効果の見込める削減余地はないと考えられる。
しかし、会議終了後の廃棄物集積所には、参会者の持ち込んだリーフレットが大量に廃棄されてお
り、中には梱包されたままの未開封のものもあった。電子書籍などプリントメディアの電子化が加
速化している中にあって、国際会議もまた電子化の促進に取り組む必要はあるだろう。
会議参会者においては、会議に参加することによる自身の環境負荷を認識し、可能な限り
削減努力を行うことが重要と考えられる。欧米では WEB を通じて自主的にカーボン・オフセ
ットを行うツールが広く浸透しており、今後は参会者による自主的なオフセットを促す仕組
みを整備し、広く告知することも一案として考えられる。
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②平成 22 年度のオフセット・クレジット（J-VER）制度に係る制度文書の策定
及び改訂、並びに体制の変更
1)

オフセット・クレジット（J-VER）制度文書の策定・改訂

「第 2 章５」に述べるオフセット・クレジット（J-VER）制度における基本文書としてこ
れまで環境省が策定してきた各種基準類について、制度の拡充及び改善のために随時制度
文書の改訂を行うとともに、平成 22 年度は新たな文書として、以下を策定した。
表 3：オフセット・クレジット制度基本文書のうち、平成 22 年度に新規策定した文書一覧

基本文書名

文書概要

オフセット・クレジット（J-VER）制度妥当性

認証運営委員会が策定した方法論等に沿って

確認・検証ガイドライン

登録申請、あるいはモニタリングがなされたかど
うかを確認する妥当性確認・検証を実施する際
に、審査機関が遵守すべき事項を定めたもの。

オフセット・クレジット（J-VER）制度方法論

方法論の策定に当たり、追加性、ベースライン

策定ガイドライン

等について、基本的な考え方を示すもの。

2)

妥当性確認・検証機関に対する ISO14065 認定事業の開始

オフセット・クレジット（J-VER）制度は、発行されるクレジット（J-VER）の信頼性
を担保するため、国際的な基準（ISO）に準じた制度設計を行い、妥当性確認・検証機関は、
ISO14064-2 によって算定された温室効果ガス排出削減・吸収量を対象に、ISO14064-3 に
よる温室効果ガスの妥当性確認・検証を行う必要があると定めている。
平成 22 年度は、我が国における IAFMLA メンバー13による ISO14065 認定の開始（平
成 22 年７月）を受け、J-VER 制度発足以来暫定的に制度事務局が実施してきた妥当性確認
を終了し14、「オフセット・クレジット（J-VER）制度実施規則」の改訂及び「オフセット・

13国際認定機関フォーラム（IAF）の品質マネジメントシステム、環境マネジメントシステム又は製品認証
に関する相互承認（MLA）メンバー(以下「IAFMLA メンバー」という)
14 http://www.oecc.or.jp/pdf/news/OECCpressH221206.pdf
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クレジット（J-VER）制度妥当性確認・検証ガイドライン」の作成を行うと共に、ISO14064-2、
及び ISO14064-3 に準拠した妥当性確認・検証を行う機関として各審査機関に ISO14065
認定が授与されるまでの間の措置として、「オフセット・クレジット（J-VER）制度にお
ける温室効果ガス（GHG） 妥当性確認・検証機関の暫定的な要件について」15を定めた（平
成 23 年４月１日以降適用。ISO14064-2 に対応する ISO14065 認定事業に対して申請を行
うこと等が要件となる）。

(3) カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト と 他 の 温 暖 化 対 策 関 連 諸 施 策

①算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量の報告に際しての活用
地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 20 年６月改正）に基づく算定・報告・公表制度
において、対象となる事業者は事業活動に伴う排出量を毎年報告することが義務付けられてい
るが、平成 22 年には、「国内認証排出削減量に関する告示16」及び「調整後温室効果ガス排出
量の調整方法に関する告示17」により、当該制度において、オフセット・クレジット（J-VER）
の活用が認められることになった。
具体的には、算定・報告・公表制度の対象となっている事業者は、調整対象となる温室
効果ガス排出量18から、償却前移転19を行った算定割当量、あるいは排出量調整無効化20を
した国内認証排出削減量（オフセット・クレジット等）を差し引いて、調整後排出量とし
て報告することが可能となった。

15

「オフセット・クレジット（J-VER）制度における温室効果ガス（GHG） 妥当性確認・検証機関の暫
定的な要件について」http://www.4cj.org/document/jver/tentative_org_requirement.pdf
16
「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第五号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が
定める国内認証排出削減量」（経済産業省・環境省告示第３号）：
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=15442&hou_id=12341
17「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法」（経済産業省・環境省告示第４号）：
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=15441&hou_id=12341
18算定排出量算定期間における以下のア～ウに掲げる量を合算したもの。
ア：エネルギー起源二酸化炭素排出量（他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。）
・燃料の使用に伴うもの ・使用された他者から供給された電気に由来するもの（電気の使用量に
調整後排出係数を乗じて得られる量） ・他者から供給された熱の使用に伴うもの
イ：非エネルギー起源二酸化炭素排出量（廃棄物の原燃料使用に伴うものを除く。）
ウ：メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄の温
室効果ガス算定排出量
19償却を目的として、算定割当量を国の管理口座に移転をすること。
20他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に係る取組を自らの温室効果ガスの排出の抑制等に係る取組と評
価することを目的として、国内認証排出削減量を移転ができない状態にすること。
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②グリーン購入法における位置づけ
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づき、事業者
による環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務（以下「環境物品等」）の調
達を推進する取組みが実施されているが、当該取組みの基本的な考え方を示す「環境物品
等の調達の推進に関する基本方針21」の「３．その他環境物品等の調達の推進に関する重要
事項」において、「第２章６」に述べるカーボン・オフセット認証ラベルを参照すること
が明記された22。
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」より抜粋

（下線部追記）

３．その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
(6) 環境物品等に関する情報の活用と提供
環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベ
ースなど、既に多様なものが提供されている。このため、各機関は、提供情報の信頼性や手
続の透明性など当該情報の適切性に留意しつつ、エコマークや、エコリーフなどの第三者機
関による環境ラベルの情報の十分な活用を図るとともに、温室効果ガス削減のための新たな
取組であるカーボン・オフセット認証ラベル、カーボンフットプリントマークを参考とする
など、できる限り環境負荷の低減に資する物品等の調達に努めることとする。また、国は、
各機関における調達の推進及び事業者や国民の環境物品等の優先的購入に資するため、環境
物品等に関する適切な情報の提供と普及に努めることとする。

③チャレンジ 25 キャンペーンにおける位置づけ
1990 年比 25％削減目標の公表を受け、政府では地球温暖化防止のための国民運動として平

成 22 年 1 月より「チャレンジ 25 キャンペーン」を実施しているが、オフィスや家庭など
において実践できる CO2 削減に向けた具体的な行動として提案されている「６つのチャレ
ンジ」のひとつとして、カーボン・オフセットが位置づけられた。23

21
22
23

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/h23bp.pdf
平成 22 年 2 月変更閣議決定
http://www.challenge25.go.jp/about/6challenges/challenge05.html
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チャレンジ 25 キャンペーンウェブサイトより

CO2 削減につながる、様々な社会の取
組を知ってください。
そしてこの温暖化防止の心強い取組
を、応援してください。

図 １１：チャレンジ 25 キャンペーンが推進する 6 つのチャレンジ：カーボン・オフセット
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３．カーボン・オフセット普及のための枠組み

環境省では、カーボン・オフセットの取組を促進するため、プラットフォーム設立や、
国内および国外でのネットワークの構築など、カーボン・オフセットの普及に向けた枠組
みづくりに取り組んでいる。普及促進のためのプラットフォームとして、カーボン・オフ
セットフォーラム(J-COF)を、国と地方自治体とのネットワーク構築のために「日本カーボ
ンアクション・プラットフォーム(JCAP)」を設立した。また、取組が進んでいる英国との
情報交換を進めるために協力宣言文を締結した。加えて、民間企業の立場から、「カーボ
ン・オフセット推進ネットワーク（CO-net）」が取組の促進を担っている。
以下に、にカーボン・オフセットを推進するに当たっての諸団体との連携を示す。

図 １２：カーボン・オフセットを推進するにあたっての諸団体との連携

(1)

カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト フ ォ ー ラ ム （ J-COF）

環境省は、カーボン・オフセットに関する正しい理解の普及や啓発、カーボン・オフセ
ットの取組に関する相談・支援を行うプラットフォームとして、カーボン・オフセットフ
ォーラム（J-COF）を設置している。WEB サイトでは、「我が国のカーボン・オフセット
のあり方について(指針)」に基づき、カーボン・オフセット活動を推進する意思をもつ市民、
企業、NPO、自治体など J-COF の目的に賛同する人々のコミュニティとして、カーボン・
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オフセットに関する、あるいは様々な課題に対する検討状況等の最新情報を提供している。
同フォーラムの主な活動内容は、以下の通りである。
¾

低炭素社会の構築に向けたカーボン・オフセットに関する考え方の普及

¾

国内外におけるカーボン・オフセットに関する情報収集及び事例・情報の提供

¾

国内におけるオフセット・クレジット（J-VER）に関する情報収集及び事例・
情報の提供

¾

Web サイトを通じたカーボン・オフセット及びオフセット・クレジット
（J-VER）に関する情報の提供

¾

カーボン・オフセット及びオフセット・クレジット（J-VER）に関する普及
啓発ツールの作成及び提供

¾

ワークショップ、オープン・セミナー等の開催運営

¾

イベントへの出展、カーボン・オフセット EXPO の開催

¾

カーボン・オフセットに関する相談支援サービス（ヘルプデスク）の提供

表 4：平成 22 年度

カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）の主な活動

開催日

内容

平成 22 年６月５ ～ ６日

エコライフフェア 2010 に出展

平成 22 年６月 17～７月 23 日

オフセット・クレジット(J-VER)全国説明会開催

平成 22 年 6 月 25 日（以降、8

カーボン・オフセット勉強会を開催

月 20 日、9 月 24 日、10 月 6 日
に開催）
平成 22 年７月７～９日

第１回エコ工場 EXPO/エコオフィス EXPO に出展

平成 22 年９月６日

第１回カーボン・オフセット EXPO 開催

平成 22 年９月 15～17 日

ECO-Manufacture2010 に出展

平成 22 年 10 月 11 日～15 日

生物多様性条約国会議 COP10/MOP5 関連イベント
（生物多様性交流フェア）に出展

平成 22 年 10 月２～３日

ふくしま・環境エネルギーフェア 2010 に出展

平成 21 年 11 月 26 日（以降、

カーボン・オフセットリーダー研修「オフセットで変わる、

11 月 30 日、12 月２日、３日、

企業価値」開催

月 16 日に開催）
平成 21 年 12 月９～11 日

エコプロダクツ 2010 に出展、ジュニアグリーンスクール
に参加

平成 23 年１月 20 日

第２回カーボン・オフセット EXPO 開催

平成 23 年２月８～10 日

ENEX2011 に出展

平成 23 年２月 15 日

第３回カーボン・オフセット EXPO 開催
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また、カーボン・オフセットフォーラムの活動に対して、各界の有識者より知見を提供
いただくために J-COF アドバイザーを設置している。（平成 22 年度アドバイザーについ
ては下記表を参照。）
表 5：平成 22 年度

J-COF アドバイザー一覧

氏名

団体/役職

末吉 竹二郎

国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP-FI) 特別顧問

明日香 壽川

東北大学 東北アジア研究センター 教授

飯田 哲也

特定非営利活動法人
環境エネルギー政策研究所 所長

板橋 一太

財団法人日本オリンピック委員会 常務理事

市丸 新平

交通エコロジー・モビリティ財団
交通環境対策部 審議役

一方井 誠治

京都大学経済研究所
先端政策分析研究センター 教授

今井 伸治

（社）日本有機資源協会 専務理事

宇高 史昭

京都市環境政策局 環境企画部 環境管理 課長

大和田 順子
麹谷 和也

LOHAS Business Alliance 共同代表
グリーン購入ネットワーク
専務理事 事務局長

小関 康雄

(社）産業環境管理協会 技術参与

小林 紀之

日本大学大学院法務研究科 教授

薗田 綾子

（株）クレアン 代表取締役

高木 宏明

(社）国際環境研究協会 理事

寺島 実郎

（株）三井物産戦略研究所 会長

中島 悠

ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ / 代表

新美育文

明治大学 法学部 教授

信時 正人

横浜市地球温暖化対策事業本部長

浜中 裕徳

(財）地球環境戦略研究機関/理事長

原 亮弘
日比 保史
本郷 尚

おひさま進歩エネルギー（株）代表取締役社長
コンサベーション・インターナショナル ジャパン 代表
株式会社日本政策金融公庫・国際協力銀行 特命審議役・環境ビジネス支援室長

三橋 規宏

千葉大学 大学院客員教授

村井 秀樹

日本大学商学部 教授
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山中 聡

特定非営利活動法人 音楽文化振興委員会 副理事長

前田 みぎわ

財団法人大阪府みどり公社

高見 勝重

財団法人大阪府みどり公社

(2)

日 本 カ ー ボ ン ア ク シ ョ ン ・ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム （ JCAP）

環境省は、日本国内における地球温暖化対策、特に、国及び地域における市場メカニズ
ムを活用した各種イニシアティブの重要性が高まっていることを受け、これを強力に推進
していくために国と地方自治体のネットワークである「日本カーボンアクション・プラッ
トフォーム(JCAP)」を平成 20 年６月に設立した。日本カーボンアクション・プラットフォ
ーム(JCAP)は、国と地球温暖化対策に対する関心の高い都道府県や市町村を中心に構成さ
れ、市場メカニズムを活用した各種イニシアティブについての情報共有、意見交換を行う
とともに、具体的な取組における連携・協力を模索する場となっている。

図 １３: 日本カーボン・アクションプラットフォーム（JCAP）
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(CO-Net)
(3) カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト 推 進 ネ ッ ト ワ ー ク (CO-NET)
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カーボン・オフセット推進ネットワーク（CO-Net）は、カーボン・オフセットの普及を
目的とし、企業や地方自治体が自主的に参加する任意団体である。会員企業・団体は平成
22 年度末で 95 団体となっている。
活動にあたっての基本方針として以下の４点が定められている。
¾

カーボン・オフセット等の取組に関する需要喚起と市場形成促進

¾

カーボン・オフセット商品・サービスの開発及び信頼性向上の支援

¾

信頼性の高い炭素クレジットを生み出す GHG 排出削減・吸収プロジェクトの創出
支援

¾

各制度との連携やカーボン・オフセット活用拡大に向けた提言

上記基本方針に基づき、カーボン・オフセット推進ネットワーク（CO-Net）は総務委員
会、カーボン・オフセット推進委員会、GHG 排出削減・吸収プロジェクト推進委員会の３
つの委員会が運営されている。各委員会ではそれぞれ勉強会やセミナー、シンポジウムを
開催しており、会員企業・団体は各委員会主催のイベントや勉強会に参加することでカー
ボン・オフセットに関する多面的な情報を得ることができる。また各セミナーや勉強会は、
非会員企業・団体も部分的に参加することができる。平成 22 年度において、各委員会で実
施されたイベントやセミナーおよび勉強会は以下の通り。
＜総務委員会＞
会員企業・団体の拡充や普及啓発の促進のため、各種イベントへの出展・共催、学園祭
でのオフセット支援を行った。またグリーン購入法の特定調達品目に関する提言について
総務委員会が意見交換会を実施し、政府へ提言を行った。
表 6：CO-Net 総務委員会主催イベント開催日時等一覧

6 月 23 日

グリーン購入法の特定調達品目に関する提案募集について意見交換会

7 月 27 日

カーボン・オフセットセミナーin 静岡大学

9月6日
10 月 12 日
-28 日
10 月 29 日
-31 日
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カーボン・オフセット EXPO（東京 乃木坂）
カーボン・オフセット基本の「き」公開講座（全 7 回）
東京海洋大学 学園祭「海鷹祭」カーボン・オフセット実施支援

カーボン・オフセット推進ネットワーク（CO-Net）ウェブサイト http://www.carbonoffset-network.jp/
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12 月 9 日
-11 日
12 月 20 日

エコプロダクツ 2010 出展及び展示ブース内事業者講演会の企画
公開セミナー 「環境価値と顧客との接点を考える」

＜カーボン・オフセット推進委員会＞
カーボン・オフセット推進委員会では、グリーン購入法について政府及び NPO 法人か
ら講師を招き勉強会を実施。今後の商品・サービスオフセット普及の可能性について意見
交換を行った。また、カーボン・オフセットの在り方について、政府関係機関から講師を
招き、特定者間完結型カーボン・オフセットに関するガイドラインについて理解を深める
とともに、議論を行った。

表 7：CO-Net カーボン・オフセット推進委員会主催イベント・勉強会開催日時一覧

5 月 10 日

特定者間完結型カーボン・オフセットガイドラインに関する勉強会

5 月 27 日

グリーン購入法に関する勉強会

9 月 28 日

特定者間完結型カーボン・オフセットの取組に関する勉強会

11 月 25 日

会議・イベントにおけるカーボン・オフセット検討会の進捗状況報告

＜GHG 排出削減・吸収プロジェクト推進委員会＞
GHG 排出削減・吸収プロジェクト推進委員会ではクレジット新規方法論の勉強会、ま
た政府関係機関等から専門家を招いての環境施策の取組や展望についての勉強会を実施
し、会員企業・団体を始め勉強会参加者間の情報交流を図った。

表 8：GHG 排出削減・吸収プロジェクト推進委員会主催イベント・勉強会開催日時一覧

5 月 10 日

J-VER 排出削減新規方法論と関連セクターの現状

9 月 28 日

各省における環境施策及び地域活性施策の情報交換

11 月 25 日

J-VER 排出削減新規方法論と関連セクターの現状・削減事業を中心に

28

(4) 日 英 協 定
環境省は、英国の環境・食料・農村地域省25との間で、平成 20 年９月にカーボン・オフ
セットの推進に向けた情報交換の強化を図るための協力宣言文を締結した。カーボン・オ
フセットを推進すべく、政府が中心となって市場におけるルール作りに先進的に取組んで
いる英国と、引き続きカーボン・オフセットに関する情報交換・協力を進めていくことと
している。

英国環境・食料・農村地域省と日本国環境省によるカーボン・フットプリントの算定及び
カーボン・オフセットに係る情報交換に関する協力宣言文
英国環境・食料・農村地域省（以下：Defra）と日本国環境省（以下：MOEJ）は、カーボン・
オフセットは温室効果ガス排出削減の代替手段ではないものの、個人や企業、政府等が温
室効果ガスの排出量を削減するためにあらゆる対策が採られた後の必要不可欠
な活動から生じる排出量を低減させることを可能にさせうるものであるということを強調
し、以下に合意した。
１．Defra とMOEJ は、当該分野における協力及び優良事例の情報交換の可能性を探る。
２．当該協力に含まれる内容には、以下のものが含まれ得る。
a) カーボン・オフセットの取組に係る情報交換
b) 広範な炭素緩和政策の一部として、カーボン・フットプリントの算定及びカーボ
ン・オフセットが果たす役割に関する普及啓発に係る協力
３．上記２a) において交換される情報には、以下のものが含まれ得る。
a) カーボン・フットプリントの算定のための方法論
b) カーボン・オフセットの品質保証スキーム案に関する手続き及び要請事項
c) 両国におけるカーボン・オフセット市場に関する情報
４．MOEJ は当該協力の推進に関する関連機関として、社団法人海外環境協力センターを
指定する。
２００８年９月
アン・シャープ
英国 環境・食料・農村地域省 国家気候変動局長

寺田 達志
日本国 環境省 地球環境局長

現在は、2008 年 10 月の内閣改造により新設された「エネルギー・気候変動省：Department on Energy
and Climate Change」 が担当省庁となっている。
25
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４．カーボン・オフセット普及のための取組み
環境省では、カーボン・オフセットの取組を促進するため、様々な研修会やイベント、
またワークショップを開催した。主な研修会・イベントして、カーボン・オフセットに取
組む個人、団体、企業の担当者を対象としたカーボン・オフセットリーダー研修会を、オ
フセット・クレジット（J-VER）創出事業者を対象とした、オフセット・クレジット（J-VER）
全国説明会を、また取組事業者とクレジット創出事業者の交流の場として、カーボン・オ
フセット EXPO を開催した。

(1)

カーボン・オフセットリーダー研修

地域で環境教育や消費者教育を行っている個人や団体（地方公共団体環境政策担当者、
地球温暖化防止推進活動員、環境 NPO/NGO、一般市民、）また、環境リーディングカン
パニーを目指す企業の担当者（CSR 担当者等）に対し、カーボン・オフセットに実際取組
む為の基本的な留意点などの説明や、カーボン・オフセットを通じた企業活動の実例や
J-VER プロジェクトの取組等の報告を行う、カーボン・オフセットリーダー研修「オフセ
ットで変わる、企業価値」を実施した。
（全国５か所、開催地および参加人数は以下参照）。
表 9：カーボン・オフセットに関する地域環境対策リーダー研修会開催日時等一覧

開催日

開催地

会場

参加人数

11/26

大阪

TKP 大阪梅田ビジネスセンター

11/30

東京

ＴＫＰ日本橋ビジネスセンター

ホール 2A

15

12/2

盛岡

マリオス盛岡地域交流センター

185・186 会議室

34

12/3

札幌

TKP 札幌大通りビジネスセンター

2/16

名古屋

愛知芸術文化センター12F アートスペース A、E/F

カンファレンス 9A

会議室 B

70

55
47

研修はカーボン・オフセットに取り組む場合の「トライアル編」、及びカーボン・オフ
セットを通じた企業活動の実例や J-VER プロジェクトの取組等を報告する「事例報告編」
の 2 部構成で行い、「事例報告編」では参加者からの質問も受け付け、会場全体でパネル
ディスカッションを実施した。研修内容詳細については以下参照。
【研修内容詳細】
¾

カーボン・オフセット「トライアル」編

・計ってみよう、CO2 ～見える化にトライアル～
・応援してみよう、プロジェクト

～J-VER プロジェクトとは～
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・やってみよう、オフセット

～オフセットをする場合の注意点～

・カーボン・オフセットの動向、国の動向
¾

環境取組事業者の「事例報告」編

・環境先進企業より環境の最新事例を紹介
・J-VER プロジェクト事業者よりプロジェクト紹介
・オフセット・プロバイダーより環境とビジネスついて講演

等

・事例報告のまとめとカーボン・オフセットの動向について
・パネルディスカッション

(2)

オ フ セ ッ ト ・ ク レ ジ ッ ト （ J-VER） 全 国 説 明 会

オフセット・クレジット（J-VER）制度を活用したカーボン・オフセットの取組を推進
するため、地方公共団体及び中小企業等を対象に、J-VER 制度の概要と制度に関連する支
援事業について、説明会を全国 10 箇所で開催した。
表 10：カーボン・オフセットに関する地域環境対策リーダー研修会開催日時等一覧

開催日

開催地

会場

参加人数

11/26

大阪

TKP 大阪梅田ビジネスセンター

11/30

東京

ＴＫＰ日本橋ビジネスセンター

ホール 2A

150

12/2

盛岡

マリオス盛岡地域交流センター

185・186 会議室

34

12/3

札幌

TKP 札幌大通りビジネスセンター

2/16

名古屋

愛知芸術文化センター 12F アートスペース A、E/F

カンファレンス 9A

会議室 B

70

55
47

説明会では、カーボン・オフセットに関連する諸制度の説明、政策的位置づけといった
全体像に加え、新規方法論の内容や、支援事業の申請書、手数料といった申請手続きに係
る部分について環境省及び林野庁より説明を行った。全国説明会と併せて実施された個別
相談会では、参加者から個別に相談を受ける時間を設け、案件の発掘にも努めた。
また、地方公共団体からの参加者については、環境省が平成 20 年６月に設立した「日本
カーボンアクション・プラットフォーム（JCAP）」の一環として、本説明会とあわせてブ
ロック会合が開催した。説明会のプログラムは以下の通り。
【プログラム】
第1部
・オフセット･クレジット(J-VER)制度の概要説明
・新規方法論の紹介
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第2部
・J-VER 制度活用のための申請、第三者検証受験費用支援の説明
・個別相談会(事前登録制)

(3)

カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト EXPO

環境省では、カーボン・オフセットの普及促進の為、カーボン・オフセットに取り組む
事業者と J-VER プロジェクト事業者の交流の場として、カーボン・オフセット EXPO を平
26EXPO
成 22 年度内に３回（第１回東京会場、
第２回大阪会場、第３回名古屋会場）
開催した。

会場ではプロジェクト事業者、取組企業のブース出展や、各事業者及び、プロバイダーよ
り事例紹介として講演会が行われた。また、当日は相談ブースを設け、参加者からの個別
相談に応じた。（全国３か所開催、開催地および参加人数は以下参照）。

表 11：カーボン・オフセット EXPO 開催日時等一覧

開催日

開催地

会場

参加人数

9/6

東京

ホテルはあといん乃木坂 B1 フルール

498 名

1/20

大阪

大阪国際会議場 10F 1008･1009 号室

284 名

2/16

名古屋

愛知芸術文化センター 12F アートスペース A、E/F

294 名

また、各会場では基調講演27して、カーボン・オフセットに先進的に取組んでいる企業や
地方自治体から事例紹介があった。(各会場での基調講演・講演内容については以下参照)
表 12：カーボン・オフセット EXPO 会場別基調講演・講演タイトル一覧
基調講演・講演タイトル/講演者
・美しい地球を美しいままに、子どもたちに残していく
第１回 EXPO(東京)

-環境と経済の両立(W-ECO)を目指して/ワタミ株式会社

第２回 EXPO（大阪）

26第
27第

小出 浩平氏

・新カーボン・オフセット（クレジット）とエコアクション・ポイ
ント/株式会社ジェーシービー須谷 良夫氏

4 回を平成 23 年 3 月 14 日に予定していたが、
3 回名古屋会場では講演のみ。

関東東北大震災の影響で中止した。
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・名古屋グランパスの環境への取り組み～エコアクションの実践を
通して/株式会社名古屋グランパスエイト
・｢秩父宮賜杯第 42 回全日本大学駅伝対校選手権｣運営におけるカー
第３回 EXPO（名古屋） ボン・オフセットの実施について/社団法人日本学生陸上競技連合・
三菱 UFJ リース株式会社
・カーボン・オフセットの現場から -COP10/MOP5 におけるオフセ
ット報告/株式会社電通 ・ 株式会社リサイクルワン

(4)

日英協力に基づく活動

カーボン・オフセットについては、我が国以外にも、欧州、米国、豪州が先駆的な活動
を行っており、特に、英国においては、エネルギー・気候変動省（DECC）において、信頼
性の高いカーボン・オフセットの取組を第三者機関が認証する制度が始まっている。
この英国における取組は、他の国々と比較しても先進的な取組であることから、平成 20
年９月に、日本国環境省は英国環境・食料・農村地域省（現 DECC）との間でカーボン・
オフセット等の連携強化のための協力宣言文を締結した。本宣言文に基づき、我が国と英
国のカーボン・オフセット等に関する取組を広く世界に発信するとともに、各国の情報の
収集を行い、両国における適切なカーボン・オフセットの普及促進を図るという目的のも
とに、平成 21 年には英国政府職員を招いて、両国のカーボン・オフセットや排出量取引制
度に関する公開ワークショップと個別意見交換を開催するとともに、本年度はカーボン・
オフセット及び、カーボン・オフセットの取組を一歩進めた、企業等の温室効果ガス排出
総量をオフセットする「カーボン・ニュートラル」について、DECC を中心とする英国政
府関係者、民間事業者、カーボン・ニュートラルについての基準を策定した英国規格協会
等と意見交換を行った28。

平成 23 年 3 月 17 日に、英国の担当者を招聘してワークショップを開催する予定であったが、関東東北
大震災の影響で中止した。

28
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コラム②「大阪におけるカーボン・オフセットの取組みについて」

大阪府 環境農林水産部
みどり・都市環境室 地球環境課

（１） 大阪版カーボン・オフセット制度について
大阪府では、国の取組みと連動し、大阪府域の 2020
年度の温室効果ガス排出量を 1990 年度から 25％削減

中 小
事業者

する目標を掲げており、府域の排出量の約４分の１を

ｸﾚｼﾞｯﾄ
の創出

占め、法や温暖化防止条例の対象とならない中小事業

大規模
事業者等

仲介機関
ｼｰｽﾞ

ﾆｰｽﾞ

ﾏｯﾁﾝｸﾞ
ｸﾚｼﾞｯﾄ

ｸﾚｼﾞｯﾄ
の活用

資金

省ｴﾈﾙｷﾞｰ
対策の
実 施

者の対策が重要と考えています。
そこで、国のオフセット・クレジット制度を活用し、
中小事業者の省エネルギー対策により創出されるＣＯ２

申請
認証・発行

環 境 省

排出削減クレジットの活用を促進する「大阪版カーボ
ン・オフセット制度」を 2009 年に立ち上げています。

環境省のオフセット・クレジット制度

この制度は、図のとおり、クレジットの売り手
（中小事業者）と買い手（大規模事業者）をマッチ

大阪版カーボン・オフセット制度ホームページ

ングする仲介機関を、
大阪府と大阪府地球温暖化防
止活動推進センター（財団法人 大阪府みどり公
社）が連携して設置・運営するものです。
仲介機関は、商工会議所等の産業支援機関と
連携し、中小事業者の省エネルギー対策を掘り
起こすとともに、大規模事業者等のクレジット
のニーズを調査し、専用のホームページ
（http://osaka-midori.jp/carbon/）を開設して、
支援情報を提供しています。
また、新たな省エネルギー関連のプロジェクトを国へ提案しており、省エネルギー関連では第
一号となる「低温排熱・回収利用」が 2009 年末に登録されたほか、2010 年には、事例の多い
ボイラー等も追加登録されました。
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さらに、大阪府条例では、オフセット・クレジットを条例に基づく排出削減量として活用でき
るようにすることにより、条例対象事業者の活用を促しています。
2011 年 1 月末では、26 事業所がクレジットの発行を目指して同制度に参加しており、今春に
は同制度の最初のクレジットが認証・発行され、大規模事業者に売却される予定です。
＜大阪版カーボン・オフセット制度の問合せ先＞
大阪府地球温暖化防止活動推進センター（財団法人大阪府みどり公社）電話：06-6266-1271
大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室地球環境課
電話：06-6944-9207
（２）カーボン・オフセットＥＸＰＯ in 大阪について
大阪府では、大阪版カーボン・オフセット制度の一層の活用を促進するため、環境省に働きか
けて「第２回カーボン・オフセットＥＸＰＯ」を平成 23 年 1 月 20 日(木)に大阪国際会議場で開
催しました。
このＥＸＰＯでは、様々な景品と交換できるポイントを環境配慮型製品に付与する「エコ・ア
クション・ポイント（環境省）」とオフセット・クレジット制度との連携の可能性を探る取組み
例について㈱ＪＣＢが講演を行うとともに、大阪版カーボン・オフセット制度の第一号案件とな
るリネン業の低温排熱・回収プロジェクトの事例を紹介した他、関西におけるオフセット・クレ
ジットの活用事例を多数紹介しました。
当時は、300 名近い府民や事業者の皆様にご来場いただき、大阪の制度やカーボン・オフセッ
トの意義を広く発信することができました。
今後とも、環境省やカーボン・オフセットに取り組む事業者の皆様と連携して、関西にカーボ
ン・オフセットを定着させていきたいと思います。

講演会場

ブース会場
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５ ． オ フ セ ッ ト ・ ク レ ジ ッ ト （ J-VER） 制 度 に 関 す る 動 向
(1) オ フ セ ッ ト ・ ク レ ジ ッ ト （ J-VER） 制 度 の 概 要

①オフセット・クレジット（J-VER）制度とは
これまでのカーボン・オフセットの事例では、主に途上国で実施された温室効果ガス排
出削減・吸収活動から生じた排出削減・吸収量を京都議定書の枠組みの下で認めた京都メ
カニズムクレジット（特に CER）を用いるのが一般的であった。
しかし、近年、カーボン・オフセットの取組を行う消費者や事業者等からは、カーボン・
オフセットをより身近に感じることができるよう、国内の温室効果ガス排出削減・吸収量
をカーボン・オフセットに用いたいというニーズが高まっていた。
環境省では、このようなニーズを踏まえ、検討した結果、国内の温室効果ガス排出削減・
吸収活動から生じる排出削減・吸収量をカーボン・オフセット等に用いるクレジット
（J-VER）として認証する「オフセット・クレジット（J-VER）制度」を平成 20 年 11 月
に創設した。
オフセット・クレジット（J-VER）制度により認証されたクレジットがカーボン・オフ
セットに用いられることにより、これまで CER を活用したカーボン・オフセットの取組に
よって実質的に海外に向かっていた資金が国内で還流することとなるため、グリーン・ニ
ューディールの一環として、国内投資の促進、雇用の確保、地域経済の活性化といった効
果も期待されている。

②オフセット・クレジット（J-VER）制度の体制及び手続き
オフセット・クレジット（J-VER）制度については、「オフセット・クレジット（J-VER）
実施規則」において全体的なルールを示し、制度の運用においては各種ガイドライン等を
整備している。
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表 13：オフセット・クレジット（J-VER）制度におけるガイドライン等の一覧

項目

参照すべきガイドライン等

「オフセット・クレジット（J-VER）制度実施規則」
制度全体のルール

ISO14064-2

排出削減量/吸収量の

「モニタリング方法ガイドライン（排出削減プロジェクト用）

モニタリング・算定ルール

「モニタリング方法ガイドライン（森林管理プロジェクト用）

プロジェクトの妥当性確認および
排出削減量/吸収量の検証ルール

「オフセット・クレジット（J-VER）制度妥当性確認・検証ガイドライン」
ISO14064-3 邦訳版 （財団法人日本規格協会発行）

個別プロジェクトの排出削減量/吸収量
各方法論
算定方法
制度における委員会に関する規定

「オフセット・クレジット（J-VER）制度委員会規定」

オフセット・クレジット（J-VER）
「オフセット・クレジット（J-VER）登録簿システム利用規程」
登録簿システムに関する規程
方法論策定における基本ルール
妥当性確認機関・検証機関の
認定ルール

「オフセット・クレジット（J-VER）制度方法論策定ガイドライン」

ISO14065 邦訳版 （財団法人日本規格協会発行）

オフセット・クレジット（J-VER）制度では、環境省が設置する「オフセット・クレジ
ット（J-VER）認証運営委員会」において、プロジェクトの登録や排出削減・吸収量の認
証、クレジットの発行といった主要な意思決定を行っている。なお、申請書の受付やプロ
ジェクトの審査などについては、気候変動対策認証センター29が制度運営の事務局を務めて
いる。また、オフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会の下に設置した「方法論
パネル」が制度の対象とする新たな方法論について検討を行う。「第三者独立委員会」は、
制度運用の改善を図る目的からオフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会の活動
について意見を提出する役割を担っている。
J-VER 制度によるクレジットの発行は、継続的な温室効果ガスの排出削減・吸収活動の
前提条件でもある市場におけるクレジットの信頼性を確保するため、ISO14064-2,3 及び
ISO14065 に準拠する制度文書に基づいて実施している。

29

気候変動対策認証センターについては、http://www.4cj.org/を参照
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オフセット・クレジット（J‐VER）制度体制
意見

第三者独立委員会

（環境省が設置）

検討指示

・プロジェクトの登録
・排出削減・吸収量の認証
・J‐VERの発行
・J‐VER登録簿の管理等

・オフセット・クレジット
（J‐VER）認証運営委員
会の活動に関して意見
を提出

プロジェクト等の
審議依頼

気候変動対策認証センター 32
・本制度の事務局
（環境省から委託）

・オフセット・クレジット（J‐VER)
認証運営委員会等の運営を支援

案の勧告

申請等

プロジェクト実施事業者

登録等

オフセット・クレジット（J‐VER）
認証運営委員会

方法論パネル
（オフセット・クレジット
（J‐VER）認証運営委員会が設置）

・新規方法論案の検討
・既存方法論の修正案の
検討

図 １４：オフセット・クレジット（J-VER）制度各種委員会の位置づけ30

オフセット・クレジット（J-VER）制度では、制度実施規則に基づき、プロジェクトの
申請からクレジットの発行までの手続きの流れを以下の通り設計している。

30平成

22 年度においては社団法人海外環境協力センターが環境省の委託を受け事務局を務めている。
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J-VER制度における計画・認証・発行のながれ

オフセット・クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）認証運営委員会

＜排出削減・吸収活動プロジェクト＞
プロジェクト計画

プロジェクト開始に係る書類の提出

③意見募集
（パブリックコメント）
④妥当性確認

プロジェクト
計画書、
妥当性確認
報告書を
提出

⑤審議
・登録

検証機関

⑥モニタリング
実施
モニタリング
報告書提出

間伐促進・森林管理

①方法論等の設計・公表

妥当性確認機関

プロジェクト
計画書提出

プロジェクト実施

（環境省）
確認

②
計
画

例えば・・・

※ISOに準拠した制度設計

モニタリング
報告書、検証
報告書を提出

⑦検証

⑧審議・
認証

GHG排出削減/吸収量認証依頼書を提出
ペレットボイラー・
ストーブ活用

木質バイオマス活用

⑨J-VER発行
クレジット発行依頼書提出

資金

温室効果ガス排出企業等
Ｊ-VERをカーボン・オフセット等に利用

J-VERを登録簿の口座内に保有

J-ＶＥＲ
登録簿

口座

J-VER

口座

J-VER

J-VERを登録簿
の口座内に取得

図 １５：オフセット・クレジット（J-VER）制度における申請から発行までの手続き

(2) オ フ セ ッ ト ・ ク レ ジ ッ ト （ J-VER） 制 度 に お け る 方 法 論 の 策 定 状 況
J-VER 制度では、J-VER 認証運営委員会が採算性や実施状況等の現状調査に基づき、温
室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトの方法論を公表している。これにより、個々のプ
ロジェクト代表事業者等による追加性立証を代替している。プロジェクト実施事業者は、
自らが実施しようとするプロジェクトに合致する方法論の適格性基準を満たしていること
を確認することで、プロジェクトの申請を行うことができる。平成 23 年２月現在、排出削
減系の方法論が 25 件、森林吸収系の方法論が３件策定されている。なお、排出削減系の方
法論のうち 19 件は平成 22 年度に公表されたものであり、様々な温室効果ガスの排出削減
の取組が行われるようになったことが見て取れる。これらは環境省による「温室効果ガス
排出削減・吸収クレジット創出支援事業」から策定に至ったものが多い。以下に方法論を
示す。
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表 14：オフセット・クレジット（J-VER）排出削減系方法論一覧（平成 23 年 2 月現在）
初掲載日

方法論 No.

2008/11/14

E001

化石燃料から未利用の木質バイオマスへのボイラー燃料代替

2009/09/09

E002

化石燃料から木質ペレットへのボイラー燃料代替

2009/09/09

E003

木質ペレットストーブの使用

2009/09/09

E004

廃食用油由来バイオディーゼル燃料の車両等における利用

2009/11/10

E005

下水汚泥由来バイオマス固形燃料による化石燃料代替

2009/11/10

E006

排熱回収・利用

2010/05/28

E007

薪ストーブにおける薪の使用

2010/05/28

E008

情報通信技術を活用した、輸送の効率化による燃料消費量削減

2010/05/28

E009

情報通信技術を活用した、検針等用車両による燃料消費量削減

2010/09/14

E010

照明設備の更新

2010/09/14

E011

ボイラー装置の更新・燃料転換

2010/09/14

E012

空調設備の圧縮機の更新

2010/09/30

E013

フリークーリング及び外気導入による空調の省エネルギー

2010/09/30

E014

アイロン装置の更新

2010/09/30

E015

小水力発電による系統電力の代替

2010/09/30

E016

コジェネレーション設備の導入

2010/09/30

E017

ファン、ポンプ類の換装またはインバーター制御、台数制御機器の導入

2010/09/30

E018

廃棄物由来のバイオガスによる熱および電力供給のための化石燃料代替

2010/09/30

E019

ヒートポンプの導入

2010/10/22

E020

古紙廃プラ固形燃料(RPF)の製造・利用

2010/10/22

E021

熱分解による廃棄物由来の油化燃料・ガス化燃料の利用

2010/10/22

E022

廃棄物処理施設における熱回収による廃棄物のエネルギー利用

2011/01/17

E023

デジタルタコグラフの装着によるエコドライブ

2009/01/31

E024

太陽光発電による系統電力の代替

2010/07/23

L001

低タンパク配合飼料利用による豚のふん尿処理からの N2O 排出抑制

方法論名称
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表 15：オフセット・クレジット（J-VER）森林吸収系方法論一覧（平成 23 年 2 月現在）

初掲載日

方法論 No.

2009/03/10

R001

2009/03/10

R002

2009/03/10

E003

(3)

方法論名称

森林経営活動による CO2 吸収量の増大 （間伐促進型プロジェクト）
森林経営活動による CO2 吸収量の増大 （持続可能な森林経営促進型プロジ
ェクト）
植林活動により CO2 吸収量の増大

オ フ セ ッ ト ・ ク レ ジ ッ ト （ J-VER） 制 度 に お け る プ ロ ジ ェ ク ト の 状 況

①プロジェクトの登録状況
平成 23 年２月現在、J-VER 制度に登録
されているプロジェクトは、89 件31にの

プロジェクト種類別登録件数（件）
プ ロジ ェクトス 類別登録 件数（ 件）

※プロジェクト登録番号No.0000高知県における試行事業を除く

（平成23年2月末現在）

ぼり、昨年度から 63 件の増となっている。
参考資料①に平成 23 年 2 月末現在、登録
されているプロジェクトを示す。登録さ

32

れたプロジェクトの内訳を見てみると、
排出削減系プロジェクトが 32 件、森林吸
収系プロジェクトが 57 件となっており、
それぞれ昨年度から排出削減系プロジェ
クトが 23 件、森林吸収系プロジェクトが
47 件増えている。森林吸収系プロジェク

57
森林吸収系
排出削減系

トが全体の半数以上を占めていることか
ら、林業関係者の関心の高さがうかがえる。
図 １６：J-VER プロジェクト種類別登録件数
また、地域別のプロジェクトの登録状況を見てみると、最も多いのが北海道、次いで

近畿地方となっている。平成 22 年度は北海道と東北地方および近畿地方におけるプロ
ジェクトの増加が目立った。

31

プロジェクト登録番号 No.0000 高知県における試行事業を除く
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全国でのJ‐VERプロジェクト
複数地域【3件】
○尾瀬戸倉山林の間伐材を利用した温室効果ガス削減プロジェクト
●近畿、中国地方における前田林業(株)森林吸収源プロジェクト
●関東・東海・近畿・中国地方における木原造林(株)森林吸収プロジェクト

中国【6件】
●鳥取県造林公社における間伐促進型プロジェクト
●智頭町 間伐促進プロジェクト
●鳥取県芦津財産区による森林整備活動を用いた温室効果ガス排
出削減事業
●鳥取県県有林J‐VERプロジェクト
○株式会社無垢B‐100BDFによる学校給食配送プロジェクト
●アサヒビ－ル所有林アサヒの森(広島県)での間伐促進
によるCO2吸収事業

中部【9件】
○長野県薪ストーブの使用によるJ‐VERプロジェクト
○長野県木質ペレットストーブの使用によるJ‐VERプロジェク
ト
○岐阜県下呂地域・美輝の里 木質バイオマス燃料を用い
た温室効果ガス削減事業
●岐阜県中津川市苗木財産区による間伐促進型
森林吸収プロジェクト
●やまなし県有林活用温暖化対策プロジェクト
○新潟市木質ペレット使用によるJ‐VERプロジェクト
●富山市と森林組合による間伐促進型森づくり事業
●浜松市天竜区春野町堀之内での間伐促進型オフセット
事業
●静岡県王子製紙間伐促進プロジェクト

○⇒ 排出削減
●⇒ 森林吸収

北海道【18件】
○ニッタ株式会社豊頃町間伐促進プロジェクト
○十勝地域における昭和工業(株)BDF活用プロジェクト
○美幌町低炭素な町づくりプロジェクト
○当別ふれあいバスによる廃食用油由来バイオディーゼル燃料活
用プロジェクト
○足寄町森林バイオマスエネルギー活用事業
○滝上町ホテル渓谷木質バイオマス活用プロジェクト
○五味温泉等森林バイオマスエネルギー活動事業
○下川町役場周辺地域熱供給システムバイオマスエネルギー活用
プロジェクト
●標津町防風林育成事業
●南組グループ森林吸収源事業
●北海道津別町による町有林内における間伐推進を図りながらの
森林CO2吸収促進事業
●上士幌町有林間伐促進プロジェクト
●北海道広尾町有林における森林吸収プロジェクト
●北海道王子製紙間伐促進プロジェクト
●「三井物産の森」北海道 間伐促進吸収プロジェクト
●士幌町有林間伐促進による森林づくりプロジェクト
●紋別市有林間伐促進型森づくり事業
●北海道4町連携による間伐促進型森林づくり事業

九州【8件】
●日田市上津江町 間伐推進プロジェクト
●熊本県県有林による間伐を用いた温室効果ガス吸収事業
●熊本県小国町間伐推進プロジェクト
●鹿島社有林整備吸収源プロジェクトその1(宮崎)
●諸塚村森林炭素吸収量活用プロジェクト
●住友林業株式会社社有林管理プロジェクトI (宮崎)
●福岡市営林間伐促進型プロジェクト
○福岡県株式会社フチガミ廃食用油由来バイオディーゼル燃料活用

東北【13件】

四国【9件】※試行事業を除く
○高知県仁淀川町池川木材工業有限会社における間
伐材由来木質バイオマス残渣の熱利用事業
○梼原町木質バイオマス地域資源循環事業
●高知県森林吸収量取引プロジェクト
○高知県木質資源エネルギー活用事業A(試行事業)
○高知県木質資源エネルギー活用事業B
●SGHグループ高知・徳島山林長期経営プロジェクト
●徳島県林業公社社有林森林吸収プロジェクト
●徳島県那賀郡那賀町における森林吸収源事業
○東温市学校給食センターBDF利用プロジェクト
●久万広域森林組合による久万高原町における間伐促
進型森林吸収プロジェクト

近畿【15件】
○大阪府日本エアリネン株式会社におけるボイラー装置の更新による温室効果ガス削減事業
○大阪府伸興樹脂株式会社におけるボイラー装置の更新による温室効果ガス削減事業
○京都府鉄道リネンサービス株式会社におけるボイラー装置の更新による温室効果ガス削減
事業
○京都・びわ湖地域 カシックス・油藤商事共同によるバイオディーゼル(B100)代替事業
○大阪府太陽染工株式会社におけるボイラー装置の更新及び低温排熱回収・利用技術を利
用した温室効果ガス排出削減事業
○大阪府株式会社ケーシーシーにおけるボイラー装置の更新による温室効果ガス削減事業
○大阪府キンキ寝具株式会社における低温排熱回収・利用技術を利用した温室効果ガス排出
削減事業
○池田市他におけるバイオディーゼル燃料 100％バスの運行
●東河内株山共有林森林計画プロジェクト
●三重県大台町宮川流域における持続可能な森林管理プロジェクト
●松阪森林吸収プロジェクト
●紀州・和歌山における山長林業株式会社森林吸収源プロジェクト
●東濱植林 広川町 森林管理プロジェクト
●三重県宮川上流部宮川森林組合による持続可能な森林経営促進型プロジェクト
●「三井物産の森」三重県間伐促進九州プロジェクト

●青森県県有林 森林吸収プロジェクト
●白神山麓・八峰町有林J‐VERプロジェクト
●秋田県県有林J‐VERプロジェクト
●北秋田地域振興事業における上小阿仁村J‐VERプロジェクト
●三田農林株式会社 間伐促進型プロジェクト(岩手県盛岡市)
●岩手県県有林における森林吸収量取引プロジェクト
●釜石地方森林組合による集約化施業(森林整備活動)を用い
た温室効果ガス吸収事業～釜石市緑のシステム創造事業～
●森の町内会(間伐サポーター企業群と岩手県岩泉町・葛巻町
の連携による間伐促進プロジェクト)
○宮城県栗駒木材による木質ペレットボイラーでの
温室効果ガス排出削減事業
○ペレット燃料普及による栗駒山麓森林資源活用プロジェクト
●磐城造林(株)社有林における田人町旅人での森林吸収プロ
ジェクト
●喜多方市森林整備加速化プロジェクト
●鹿島社有林整備吸収源プロジェクトその2(福島)

関東【5件】
○鹿島グループ・バイオディーゼル活用プロジェクト
●東京大学千葉演習林間伐推進プロジェクト
●神奈川県王子製紙間伐促進プロジェクト
●やまなし県有林活用温暖化対策プロジェクト
○埼玉県もくねん工房の木質ペレットを活用した化石燃料代替プロ
ジェクト
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図 １７：オフセット・クレジット（J-VER）制度における地域別登録プロジェクト状況

②オフセット・クレジット（J-VER）認証・発行状況
平成 23 年２月現在、40 件のプロジェクトからの温室効果ガス削減・吸収量 41,732 t-CO2
がオフセット・クレジット（J-VER）として認証され、そのうち 33 件のプロジェクトから
40,240t-CO2 のクレジットが発行されている。参考資料②にオフセット・クレジット
（J-VER）の認証・発行状況を示す。
J-VER 制度が発足した平成 20 年 11 月から平成 21 年３月までに認証されたオフセット・
クレジット（J-VER）は、プロジェクト 10 件からなる 13,254t-CO2 であった。平成 22 年
4 月以降、プロジェクトの増加と共に、認証されるオフセット・クレジット（J-VER）も増
え、平成 23 年 2 月までの 11 カ月の間に、新たに 30 件のプロジェクトによるオフセット・
クレジット（J-VER）28,478 t-CO2 が認証されている。
認証されたオフセット・クレジット（J-VER）をプロジェクトの方法論毎に分類してみ
ると、平成 23 年２月現在で最も認証量が多いのが森林吸収系の方法論の１つ「森林経営活
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動による CO2 吸収量の増大 （間伐促進型プロジェクト）」（R001）で、全体の半数以上
を占めていることがわかる。
また、地域別のオフセット・クレジット（J-VER）認証量を見てみると、森林吸収系の
プロジェクトを多く抱えている北海道が全体の４割を占めている。

方法論別クレジット認証量

地域別クレジット認証量
（平成23年2月末現在）

10,785

953
九州,
3,207
217
5,633
208

複数地域,
2,195

四国,
8,795

22,829
中国,
1,422
E001
E004

E002
R001

E003
R002

近畿,
2,394

図 １８：方法論別クレジット認証量（左）

単位：t‐CO2

北海道,
12,364

東北,
7,450
中部, 関東,
849 1,949
地域別クレジット認証量（右）

コラム③「当別ふれあいバスとバイオディーゼル燃料による環境プロジェクト」

当別町企画部企画課企画振興係
主任

鰐渕真太郎

当別町はかつて一般住民が利用できる路線バスは２路線しかなく、福祉バスや企業・大学など
の利用者が限定された無料送迎バスが町内を走っていました。これらのバスの一部を統合・再編
し、全ての住民が利用できるコミュニティバス「当別ふれあいバス」を平成 18 年度より運行し
ています。今まで自家用車を利用するほか移動手段の無かった住民が、バスへ交通行動を転換す
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ることが可能となり、公共交通利用によるＣＯ２削減にも効果を発揮しています。
地域の足として活躍するバスの燃料に、平成 19 年度から町内外の飲食店や一般家庭から回収
した使用済みてんぷら油を原料とした、バイオディーゼル燃料を使用しています。特に町内一般
家庭の回収量は年々増加しており、平成 21 年度では全回収量の 12％を占めています。使用済み
天ぷら油をバス車内で回収するほか、回収キャンペーンの際にはバスの無料チケットを配布する
など、バスの利用とてんぷら油の回収促進を連動させた取り組みを進めています。
また、公共交通の利用促進として、地球温暖化をテーマにした環境教育を行っています。地球
温暖化が与える影響を分かりやすく説明すると共に、自家用車利用より公共交通利用のＣＯ２発
生量の差を学ぶことで、自発的に環境にやさしい交通行動へ変化させるよう促します。同時にバ
イオディーゼル燃料に関する授業も行い、ゴミの再利用やＣＯ２削減効果などを学ぶほか、実際
にバイオディーゼル燃料を使用した車両に乗車するなど、体験型の授業により、理解を深める工
夫を凝らしています。
このようにバイオディーゼル燃料を使用することによって削減できたＣＯ２は、環境省のＪ－
ＶＥＲ制度に基づきクレジット化しています。平成 20 年度のＪ－ＶＥＲ制度創設の際には、当
別町の事例をモデルとしてバイオディーゼル燃料のクレジット化の仕組みが構築され、平成２１
年度に、「あんしんプロバイダー制度」参加事業者でもある（株）エコノスと共にＪ－ＶＥＲプ
ロジェクト申請を行い、平成 22 年 12 月、54 トンのＪ－ＶＥＲクレジットを発行しました。発
行したクレジットは（株）エコノスの仲介により、全日本空輸（株）とイベントなどで発生した
ＣＯ２とオフセットできる協定を締結し、クレジットの売買取引のほか、全日本空輸（株）が町
内小中学校に対する環境教育にも協力する包括的な協定として、地域の環境啓発へと取り組みを
拡げています。
今後もこれらの交通・環境・教育に関する事業を相互に連動させて、町内で集めた使用済みてん
ぷら油で住民の足を確保する、人・資源を好循環させた循環型コミュニティバスとして取り組み
を進めます。
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コラム④「大台町におけるＪ－ＶＥＲ制度の取り組み「自然と人びとが幸せに暮らすまち」」

三重県多気郡大台町役場 宮川総合支所 産業室
中田恭寛

三重県大台町は三重県の中南西部に位置し、大台ケ原を源流とする一級河川「宮川」が町内の
上流から下流域を経て伊勢湾まで流れており、その最上流部には日本三大渓谷の一つである秘境
大杉谷渓谷が広がっております。また、総面積は 362.94ｋ㎡で、その 93％を森林が占める自然
豊かな農山村地域であります。基幹産業と申しますとお茶と林業であり、過疎高齢化が進む人口
10,599 人（平成 22 年 12 月末現在）の小さな町でございます。
平成 16 年９月には、近年日本各地で発生しております異常気象に伴う豪雨災害の始まりでは
ないかとも言える集中豪雨に見舞われ、死者行方不明あわせ７名の尊い犠牲を出す未曾有の大災
害を経験し、地球温暖化が如何に深刻な事態であるという認識と同時に、森林が持つ水源涵養機
能・公益的機能の重要性が再認識されたところでもございます。
また、全国的な林業不振について当町においても例外ではなく、材価の低迷や後継者不足によ
り町内の林業は衰退の一途をたどっている状況であり、町といたしましても林業後継者育成を目
差し、第三セクター㈱フォレストファイターズの設立等、森林・林業の活性化を図るべく林業施
策を推し進めているところでございます。
そのような状況の中、さらなる林業振興を図っていくためには、森林整備はもとより地域振興
をはじめ、貴重な自然が残る大台町の自然環境を守っていくことが重要であることから、大台町
では「Ｊ－ＶＥＲ制度を利用して中山間地域におけるＣＯ２吸収機能等の生態系サービスの提
供」、「宮川流域の生態系サービスを促進することで水害対策等の実施」、「森林管理活動を通
じて、森・水に対する川上・川下住民の意識向上」という３つの目的を掲げ、町有林 1,597ｈａ
を対象とし平成 21 年１２月にＪ－ＶＥＲプロジェクトの申請を行い、平成 22 年９月に 2,389
ｔがクレジット化されたところでございます。
そして、今回のＪ－ＶＥＲ制度取組による収益については、過疎高齢化が進む小さな町が逼迫
する財政状況の中、森林・林業の活性化として実施してきた森林整備や、その公益的機能増進に
むけ取り組んできたことの副次的な効果が収益として、結びついたものでものであります。そし
て、その収益の「見える化」を図るべく、平成 22 年 9 月には、「大台町自然との共生基金条例」
の制定を行うと同時に、「自然環境の整備保全」、「集落対策（地域づくり）」、「地域の団体
や人材育成」、「生活環境の整備」、「社会的貢献活動への協力」の５つの使用目的を設け、有

45

効活用することといたしました。
今後はこれら５つの使用目的に沿って、Ｊ－ＶＥＲ制度による収益が森林整備をはじめ、その
基盤となる人材育成や、その地域・団体の活性化につながっていくことが重要であります。そし
て、その取組みこそが大台町の基本理念でもございます『自然と人びとが幸せに暮らすまち』と
なり、行政・企業・住民の一体的な取り組みを進めていくことにより、社会全体としての地球温
暖化防止対策の促進と、地域雇用の確保や地域経済の活性化につながっていくものであると考え
ます。

(4)

都 道 府 県 J-VER プ ロ グ ラ ム 認 証

オフセット・クレジット（J-VER）制度実施規則においては、制度の全国的な普及を目
的として、
「都道府県 J-VER プログラム認証」に関する規定を置いている。都道府県 J-VER
プログラム認証とは、都道府県が温室効果ガスの削減・吸収量をクレジットとして認証・
発行する制度（以下「都道府県プログラム」）について、オフセット・クレジット（J-VER）
制度に整合していると認められるものを「都道府県 J-VER プログラム」として J-VER 認
証運営委員会が認証するものである。基本的には、都道府県が、オフセット・クレジット
（J-VER）制度の運営事務局である気候変動対策認証センターに申請し、オフセット・ク
レジット（J-VER）認証運営委員会で制度の整合性を審査する。審査の結果、プログラム
が整合していると認められる場合、「都道府県 J-VER プログラム」として認証される。
「都道府県 J-VER プログラム」より発行されるクレジットは、オフセット・クレジット
（J-VER）認証運営委員会により認証・発行されるオフセット・クレジット（J-VER）と
同様、オフセット・クレジット（J-VER）登録簿にて管理される。都道府県 J-VER は、オ
フセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会とは異なる認証主体が発行するものであ
ることを明確化するため、オフセット・クレジット（J-VER）登録簿上においてクレジッ
トの種別を表記することになっているが、保有・移転・無効化等の取扱いについては、オ
フセット・クレジット（J-VER）と同様である。
「都道府県 J-VER プログラム」認証の効果は、認証された日から１年間となっている(更
新可)。平成 23 年２月現在、新潟県オフセット・クレジット制度、高知県オフセット・クレ
ジット（高知県 J-VER）認証プログラムが「都道府県 J-VER プログラム」として認証され
ている。
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表 16：都道府県 J-VER プログラム認証状況（平成 23 年 2 月現在）
認証日
プログラム名
（年更新）
2010/01/18

新潟県オフセット・クレジット制度

2010/02/05

高知県オフセット・クレジット（高知県 J-VER）認証プログラム

(5)

ISO14065 認 定 事 業 と 適 格 妥 当 性 確 認 ・ 検 証 機 関 の 状 況

プロジェクトを実施する事業者等は、J-VER 制度におけるプロジェクトの登録を依頼す
る前、及び温室効果ガス排出削減・吸収量の認証を依頼する前に第三者機関による審査を
受けることになっている。前者における審査（妥当性確認）では、方法論の適格性基準へ
の整合性や排出削減・吸収量の算定方法のルールへの準拠性が問われ、後者における審査
（検証）では、モニタリング報告書に記載された温室効果ガス排出削減・吸収量等の情報
が、J-VER 制度上のルールに従い適正に作成されているかどうかについて確認がなされる。
なお、「第 1 章２．カーボン・オフセットに関する施策」で述べたように、J-VER 制度
における妥当性確認および検証を行う第三者機関は、我が国における IAFMLA メンバーに
より、ISO14064-2 に対応する ISO14065 認定を受けている必要があるが、IAFMLA メン
バーによる ISO14065 認定事業が平成 22 年７月に開始されたことから、平成 23 年２月現
在において以下の移行措置を設けている（平成 23 年３月 31 をもって移行措置は終了する）。
○

我が国における IAFMLA メンバーにより各方法論に合致した認定分野に対する
ISO14064-2 に対応する ISO14065 認定事業が開始されてから６ヶ月以降は、我が
国における IAFMLA メンバーによる、ISO14064-2 に対応する ISO14065 認定事業
に対して申請を行っている機関32を、暫定的な妥当性確認・検証機関とする。

以下に、平成 23 年２月現在、J-VER 制度における暫定的な妥当性確認・検証機関を示す。

2011 年 1 月 7 日で要件を満たさなくなる妥当性確認機関であっても、2011 年 1 月 6 日までにプロジェ
クトの開始届が J-VER 制度事務局に受理され、開始届に当該機関の押印があるものについては当該プロ
ジェクトに対しての妥当性確認を行うことを認めている。
2011 年 1 月 7 日で要件を満たさなくなる検証機関であっても、2011 年 1 月 6 日までに検証を開始し、
2011 年 3 月 31 日までに J-VER 制度事務局に認証依頼書が受理されたものについては当該検証を有効と
みなすこととしている。(検証報告書内に検証開始日について明記することが必要。)

32
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表 17：オフセット・クレジット（J-VER）制度における暫定的な妥当性確認・検証機関一覧
（平成 23 年２月現在）

機関名

妥当性確認

検証

対象方法論

対象方法論

E001-E024 R001-R003 L001 E001-E024 R001-R003 L001
SGS ジャパン(株)(SGS)

○

○

○

○

○

○

○

-

-

○

-

-

○

○

○

○

○

○

ᇞ*

○

○

ᇞ*

○

○

ᇞ*

○

○

ᇞ*

○

○

ᇞ*

○

○

ᇞ*

○

○

(株)トーマツ審査評価機構(TECO)

○

-

○

○

-

○

日本海事検定キューエイ(株)(NKKKQA)

○

-

○

○

-

○

(社)日本能率協会(JMA)

ᇞ*

○

-

ᇞ*

○

-

(財)日本品質保証機構(JQA)

○

○

○

○

○

○

(社)日本プラント協会(JCI)

ᇞ*

-

○

ᇞ*

-

○

ビューローベリタスジャパン(株)(BV)

○

○

○

○

○

○

○

-

○

○

-

○

○

-

○

○

-

○

KPMG あずさサステナビリティ
(株)(KPMG-AZSA)
(株)JACO CDM
DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン
(株)
テュフ･ズード･ジャパン(株)(TUV SUD)
テュフ･ラインランド･ジャパン(株)(TUEV
Rheinland)

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)(PJR CDM)
LRQA ジャパン(LRQA)

*ᇞ…ISO14064-2 に対応する ISO14065 認定未申請

(6)

オ フ セ ッ ト ・ ク レ ジ ッ ト (J-VER)制 度 に お け る 支 援 事 業 の 取 組

環境省は、J-VER 制度の普及とプロジェクト案件の創出を目的に、平成 22 年６月、全国
10 カ所でオフセット・クレジット(J-VER)全国説明会を開催した。オフセット・クレジッ
ト（J-VER）全国説明会ではオフセット・クレジット（J-VER）制度についての説明を行
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ったほか、実際にオフセット・クレジット（J-VER）制度におけるプロジェクトの申請を
検討している事業者を対象に、申請書の書き方などの講習も行った。
環境省では、中小企業や農林業における新たな温室効果ガス排出削減・吸収分野の開拓
や J-VER 制度を活用した地域興しを進めるため、「温室効果ガス排出削減・吸収クレジッ
ト創出支援事業」を実施した。民間企業や地方公共団体等から温室効果ガス排出削減・吸
収事業を募集し、環境省又は環境省が設置する審査委員会において採択された事業に対し
補助を行ったもので、大きく分けて２つのタイプがある。
１つはオフセット・クレジット（J-VER）等の創出に係る施設設備等の経費の補助を行
うもの、もう１つがオフセット・クレジット（J-VER）等の創出に向けた過程における計
画書の作成支援や検証等の費用の支援を行うものである。

温室効果ガス排出削減・吸収クレジット創出支援事業
J‐VER制度を活用して、地球温暖化対策とともに、中小企業や農林業における新たな
排出削減・吸収分野を開拓し、国内農林業の振興及び地場産業等の活性化を図る。

補助事業

10億円 （補助率：1/3、上限：50百万円/件 ）

J‐VER等の創出に係る施設整備等に係る経費を補助。
① J‐VER等を活用した地域興し事業

既にJ‐VER制度の対
象となっている排出
削減・吸収ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

② 新規排出削減・吸収分野開拓事業

地域協議会を活用して、
J‐VER等により地域興し
等を行うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

J‐VER制度の対象となっていない※
排出削減・吸収ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
※ 詳細なリストは、本事業の実施要領を参照

プロジェクト支援事業 ： 10億円
J‐VER等の創出プロセスについて、計画書作成支援やﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、検証時の費用を支援。

妥当性確認
計画書作成

登録

モニタリング

第三者検証
（排出削減・吸収量の検証）

認証
（Ｊ－ＶＥＲ発行）

図 １９：「温室効果ガス排出削減・吸収クレジット創出支援事業」の概要

平成 22 年度採択した事業は、施設設備等の経費の補助において、地域興し等を行う事業
に対するものが 55 件、新たな温室効果ガス削減・吸収分野を開拓するものが 12 件となっ
ている。また、計画書の作成支援や検証等の費用の支援においては、計画書作成・妥当性
確認受検の支援が 151 件、モニタリング・検証受検の支援が 17 件となっている。
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６．カーボン・オフセット認証に関する動向
(1) カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト 認 証 制 度 の 概 要
カーボン・オフセットを市民、企業、NPO／NGO、自治体、政府等の社会の構成員の自
発的な取組として広く普及し、カーボン・オフセット関連市場を形成していくためには、
カーボン・オフセットに対する信頼性を構築することが重要である。環境省では、指針や
各種ガイドライン、これらに則した第三者認証基準を設定し、信頼性の高いカーボン・オ
フセットの取組の普及とともに、社会全体での温室効果ガス排出削減を目指している。
カーボン・オフセット認証制度（以下「オフセット認証制度」）は、カーボン・オフセ
ットの取組に対する信頼性の構築を目的として、平成 21 年４月に環境省が策定した第三者
認証基準に則して、設立された制度である。オフセット認証制度は、個別のカーボン・オ
フセットの取組が認証基準に準拠しているかを確認し、カーボン・オフセット認証ラベル
（以下「カーボン・オフセットラベル」）を付与する第三者認証、及びオフセット・プロ
バイダーの業務を確認し、その結果を公表するあんしんプロバイダー制度の 2 本柱の制度
体系となっている。
※CO2 のオフセット(埋め合わせ)をイメージして、矢印と CO2 の文字を組み合わせている。
色はアースカラー(地球が本来持っている大自然に由来した色)である「大地のブラウン」33

図 ２０：カーボン・オフセット認証ラベル

カーボン・オフセット認証制度
あんしん
プロバイダー制度

第三者認証

図 ２１：カーボン・オフセット認証制度の制度体系

33

カーボン・オフセット認証制度ウェブサイト（http://www.4cj.org/label/index.html）
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オフセット認証制度は、運営委員会、認証委員会、監督委員会の 3 つの独立した委員会及び
認証制度事務局により構成される（下記図参照）。 オフセット認証制度全体の運営及び制度文
書の管理等は運営委員会が担当する。カーボン・オフセットの取組について認証を受けようと
する事業者等は、事務局である気候変動対策認証センターに対して申請を行う。同センターは
申請書類等を確認し、受理した案件に対して予備審査を実施する。予備審査を通過した案件に
対する本審査の実施、及び適切な取組と認めた案件に対するラベルの認証は認証委員会が行う。
また、あんしんプロバイダー制度への申請事業者については、同センターが申請事業者の業務
を確認し、認証委員会において公表する情報の内容の確認を行う。これら一連の制度システム、
事業者によるラベル利用状況等については監督委員会が監理にあたる。34

カーボン・オフセット認証制度体制
カーボン・オフセット認証制度

オフセット・
プロバイダー

運営委員会
・認証制度の運営
・制度文書管理やあんしんプロバイ
ダー制度 参加者情報や認証済案
件の情報提供などの情報管理。

監督委員会
勧
告

・認証制度全体の監理
・苦情受付等・

勧告

クレジット調
達・無効化代
行サービス
気候変動対策認証センター
第三者認証申請

事業
者

認証・ラベル
付与

・本制度の事務局
・プロバイダーの制度参加申請を受け付け
業務執行状況の確認を行う。
(社)海外環境協力センター内に設置。

認証委員会
・申請案件審査、認証
・ラベルの付与、発行の承認
・あんしんプロバイダー制度に
基づく申請者に対する情報公
開内容の確認

図 ２２：カーボン・オフセット認証制度の制度体制

(2) カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト 認 証 取 得 状 況
オフセット認証制度において、制度運営開始年である平成 21 年の７月に第一号の案件が
認証され、平成 23 年３月現在、58 件の案件が認証を取得している。なお、認証区分におい
ては、商品・サービスが 39 件、会議・イベントが６件、自己活動が４件、自己活動オフセ
ット支援が 5 件となっている。制度運営開始より、商品・サービスを対象とした認証取得
が全体の半数以上を占めており、そのうち、一般消費者を対象とするものが 19 件、企業向

34

カーボン・オフセット認証制度ウェブサイト（http://www.4cj.org/label/index.html）
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けのものが 20 件とほぼ同じ割合である。会議・イベントを対象とした認証取得申請につい
ては、今日、増加の傾向にある。オフセット認証取得案件の詳細は参考資料③に示す。

コラム⑤「地域で産んで地域で使う～長野県におけるカーボン・オフセットの取組み～」

NPO 法人森のライフスタイル研究所
竹垣英信

平成 15（2003）年、長野県伊那市に県内初の木質ペレット燃料の製造工場が稼働したことを
契機にして長野県におけるペレットストーブの本格的な普及がはじまった。ペレットストーブ
は、灯油ストーブやガスストーブに比べ購入費用が高く、またその燃料も割高となっている。環
境にはやさしいがお財布にはやさしくないのが、ペレットストーブなのである。
ではなぜ、そんなストーブを市民は使おうと考えるのか？－当団体もそのことを知りたくてア
ンケート調査を行なったことがある。答えは「環境のために」という一言だった。であれば、そ
の市民の心意気に対して何とか“お礼”をしたいというのが NPO としての考えだ。その想いから
平成 20（2008）年に、環境コンサルティング会社から専門家を招き、ストーブユーザーや森林
組合、地元行政も巻き込んで、ペレットストーブの使用によるオフセットクレジット（J-VER）
の考え方をつくり上げ、それが環境省のモデル創出へとつながり、今日の「木質ペレットストー
ブの使用」という方法論が出来上がっている。
そして、平成 21（2009）年 12 月に長野県におけるペレットストーブの取組みは、J-VER 制
度にプロジェクト登録され、翌 22（2010）年３月、およそ 300 人のストーブユーザーの参加の
もとで 217 トンのクレジットを創出した。
そのように地域一体型の取組みになっているものの、カーボン・オフセットというキーワード
の認知が不足しており、県民総意のカタチになっていない。
そこで当団体は、50 年を超える歴史を有し、長野県を縦断しながらタスキをつないでいく『長
野県縦断駅伝競走』を県民向けにカーボン・オフセットを知ってもらう最適なメディアとして考
えた。駅伝競走運営事務局の信濃毎日新聞社の協力を得ながら、大会の開催に伴い排出される二
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酸化炭素 20 トンをオフセットし、環境省基準のカーボン・オフセット認証も取得した。
もちろん長野県由来の『木質ペレットストーブの使用による J-VER プロジェクト』から生成
されたクレジットで 20 トンのオフセットを実施。長野県で産まれたクレジットを、長野県内の
イベントのオフセット化で使用した J-VER の地産地消である。
地域住民みんなの環境行動（ペレットストーブの使用）で産まれる排出削減量をクレジット化し
その努力を地域の企業が支えるという構図は、国境を越えて企業活動を行なう現状の経済システ
ムには馴染まないかもしれないが、「地縁血縁」といった我が国古来のものとして残しておきた
い姿であると考え、これからも進めていきたいと考えている。

(3) カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト ・ プ ロ バ イ ダ ー に 関 す る 動 向
カーボン・オフセット・プロバイダー（以下「オフセット・プロバイダー」）とは、市
民、企業等がカーボン・オフセットを実施する際に必要なクレジットの提供及びカーボン・
オフセットの取組を支援又は取組の一部を実施するサービスを行う事業者をいう。業法に
定めを置く特定の業種ではないが、近年、業務の一部としてこのようなサービスを行う事
業者は増加の傾向にある。
カーボン・オフセットの取組の信頼性を確保するためには、オフセットに用いるクレジ
ットを適切に調達及び無効化する必要があるが、このプロセスに業務として深く関わるオ
フセット・プロバイダーは、カーボン・オフセットの信頼性確保の点において重要な役割
を担う。オフセット認証制度の柱のひとつである「あんしんプロバイダー制度」において、
事務局である気候変動対策認証センターが、あんしんプロバイダー制度参加者であるオフ
セット・プロバイダーの過去一定期間の排出量クレジットの取扱方法等を定期的に確認し、
ウェブサイトにおいて公表している。これにより、事業者・消費者等がオフセット・プロ
バイダーの信頼性と透明性を継続的に識別でき、あんしんプロバイダー制度参加者は自ら
の活動の透明性を公表できる仕組みとなっている。平成 23 年３月現在のあんしんプロバイ
ダー制度参加者は以下の通り。
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表 18：あんしんプロバイダー制度参加者一覧

（平成 23 年 2 月末現在）

会社名
株式会社エコノス
三井住友ファイナンス&リース株式会社
一般社団法人モア・トゥリーズ
カーボンフリーコンサルティング株式会社
株式会社リサイクルワン
三菱 UFJ リース株式会社
ジーコンシャス株式会社
株式会社アドバンテック
株式会社イグアス
株式会社シーエーシー
株式会社ｅ－プランニング

(4)

カーボン・オフセットモデル事業

環境省では、信頼性のあるカーボン・オフセットを普及促進するため、平成 20 年度より
カーボン・オフセットモデル事業を実施してきた。本事業は、カーボン・オフセットの取
組に関する事業計画を公募・選定し、他のモデルとなるよう専門家からのアドバイスを踏
まえて事業に改善を加えること等により、カーボン・オフセットの取組の普及を図るもの
であり、採択した取組については原則としてカーボン・オフセットラベルの取得が求めら
れる。事業内容や結果については、今後のカーボン・オフセットの取組推進のため、普及
啓発やガイドラインの改善等に活用するほか、年度末には公開セミナーを行い、成果を広
く共有している。35
平成 22 年度においても５月下旬より２カ月間の事業計画の公募を行った結果、34 件の応
募があり、当該分野の専門家からなる審査委員会の意見を踏まえた選定により、10 件の取

22 年度のモデル事業報告会については、第 4 回カーボン・オフセット EXPO と併催する予
定であったが、関東東北大震災の影響で中止した。

35なお、平成
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組を採択した。そのうち、市場流通型における商品・サービス利用オフセットが６件、会
議・イベント・オフセットが１件、自己活動オフセットが 1 件、自己活動オフセット支援
が１件、特定者間型オフセットが１件となっている。平成 22 年度に採択した取組について
は以下の通り。

表 19：平成 22 年度カーボン・オフセットモデル事業採択事業者一覧

事業者

株 式 会 社 イトーキ

調査名

事業概要

ITOKI カーボン・オフセッ

製品ライフサイクル全体の CO2 排出量をオフセット

トファニチャープロジェクト

し、カーボン・オフセット付ファニチャとして、全国の
販売網を通じて、オフィスワーカーに広く PR する。

株 式 会 社 スーパーホ

100万 人 のカーボン・オフ

自社ホームページで宿泊予約をしたお客様の電気・

テル

セット宿 泊 （「エコ泊 」）の

ガス・水道使用から出るCO2排出量をオフセットす

推進

るとともに、カーボン・オフセット・エコ泊の認知向
上・行動促進に務める。

住 友 スリーエム株 式

カーボン・オフセット付 き内

住友スリーエムが販売する内装用フィルム材料（３

会社

装 用 フィルム材 料 （３

MTMダイノックTMフィルム、木や石、金属などの

MTMダイノックTMフィル

パターンが印刷された粘着剤付きフィルムシート）の

ム）

カーボン・オフセット。

住 友 商 事 マシネック

カーボンニュートラル・空

空調用フィルターの製造、及び同フィルターの洗浄・

ス株 式 会 社

調 用 フィルターリサイクル

再生工程にて排出されるCO2を全量オフセットす

サービス

る。

大成建設株式会社

「 C O 2 排 出 量 ゼ ロ ビ ル デ ィ カーボン・オフセット社会の実現のために、企業が
ング＆オフィス」と「Taisei

自らの排出権と合わせて、社員個人の排出権（購

1ton Club」の取 り組 み

入費用は最終的に各個人が負担）を一括購入する
試みを実施。平成22年度カーボン・オフセットモデ
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ル事業を通じて、社内外に当該取組を紹介する。

日本通運株式会社

輸出入国際航空貨物の

国際航空貨物に関わる国内輸送と国際輸送におい

輸 送 に関 わるカーボン・オ

て排出されるCO2を見える化し、顧客の希望に応じ

フセット

て京都クレジット（CER）を三菱UFJリース株式会社
より調達し、オフセットを行う。

山 梨 県 南 アルプス市

横浜市

株 式 会 社 ローソン

南 アルプス市 「カーボン・

カーボン・オフセットトマトの販売店頭販売によるカ

オフセットトマト」販 売 事 業

ーボン・オフセット制度の啓発

市 民 と子 どもの力 による

APEC横浜の開催期間中（2010年11月７～14日）

「APEC横 浜 開 催 のカー

の会議場（パシフィコ横浜）と会議場周辺のホテル

ボン・オフセット」を通 した

での電力・ガス・水などの使用に伴うCO2排出量に

普 及 啓 発 活 動 の実 施

ついて、カーボン・オフセットする。

ナ チ ュ ラ ル ロ ー ソ ン ・ カ ー ボ ナチュラルローソン取扱商品を通じて、環境問題に
ンオフセットキャンペーン

ついての啓発キャンペーンを推進するとともに、懸
賞WEBサイトにより、キャンペーン参加者にカーボ
ン・オフセットの機会を提供する。

インフォコム株 式 会

帝 人 (株 )松 山 事 業 所 に

帝人（株）松山事業所の企業宣伝用看板の消費電

社 ・帝 人 株 式 会 社

よるALL愛 媛 県 ・地 産 地

力を松山グリーン電力と内子町J-VER（仮）でオフ

消 カーボン・オフセット

セット。帝人少年サッカースクールで使用するユニフ
ォームを内子町J-VER（仮）でオフセットするととも
に、スクール所属の小中学生を対象とした環境体験
企画を実施。
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コラム⑥「諸塚村森林炭素吸収量活用プロジェクト」

宮崎県諸塚村森林認証研究会
松村

紀三男

諸塚村は、村の面積の 95％を山林が占める中、森との共生の歴史を営んできました。2004 年
には世界的な FSC 森林認証を日本で初めて村ぐるみで取得し、永続する森づくりが世界的に見て
適正であることが認められました。これを受け持続可能なより社会に貢献できる森づくりが重要
になっています。本プロジェクトは、公的森林である村有林、耳川広域森林組合所有林、(財)ｳ
ｯﾄﾞﾋﾟｱ諸塚所有林の適正な間伐を推進することにより。CO2 吸収を促進し、低炭素社会の一助と
なることと合わせ、地域に根ざしたプロの森林管理者の雇用の創出や林業後継者の人材育成、更
に森林本来の国土保全、水源涵養などの機能を最大限に引き出し、豊かな森とその資源を活用し
た都市との交流による地域の活性化を目的としたプロジェクトとなっています。
モアトゥリーズの森

森林づくり基本協定

（社）モア・トゥリーズは、全国各地で森林づくりへの協力をするプロジェクトを進めています。
諸塚村を含めた九州森林ネットワークの会員である自治体が J－VER を取得するにあたり、助言
指導をいただいきました。今回、諸塚村の森づくりへ支援の提案があり、諸塚村の代表的な森で
ある「真弓岳」の村有林の森林管理経費を負担いただき、そこから生まれるクレジットをモア・
トゥリーズに譲渡する協定を締結しています。

中山間の森林管理の実状を見ると、木材価格の下落は止まらず、プロがいなくなり荒れた森林
が増え、そのフォローをボランティアなどに頼っています。放置される原因を捨象した植栽放棄
地対策だけでは、山村の集落を維持していくのはとてもきびしく、このままでは最後まで踏ん張っ
ている林家も押しつぶれそうな状況です。
その意味で、この J－VER 制度は、プロの森林施業が社会的に評価されるシステムであり、今
後の方法論と国・県の支援の仕方次第では頑張っている森林が評価され、資金も山に還元され、
後継者の育成など持続可能な森林づくりにつながる可能性を秘めています。諸塚村は、このクレ
ジットによる収入を森林管理にかかる経費の財源として活用する予定で、森林施業に対する安定
的な資金を供給できれば、林業後継者集団である(財)ｳｯﾄﾞﾋﾟｱ諸塚や森林組合などの森林施業組

57

織の人材育成が可能になり、合わせて集落の後継者づくりにつながることも期待しています。
また、単に企業にクレジットを販売する経済的な面のみを目的とするのではなく、お互い理解
し合い、顔の見える関係を重視すべきと考えています。また、企業はもとより自治体や一般の方
にも。環境保全による社会貢献する森づくりの理解を広げるために、森と都市とが近いことはと
ても重要で、将来的には九州の中でクレジットの自給自足を目指すことも肝要ではないかとも考
えています。

コラム⑦「ナチュラルローソン

カーボン・オフセットの取り組み」

一般社団法人

more trees

和井

健太郎

more trees は森づくりという活動目的において、都市と森との橋渡しを行う存在としてあり
たいと考えています。その一つのツールとして、カーボンオフセットは有効に活用できる仕組み
であると考えています。間伐等の森林整備や植林といった森づくりにより生み出されるクレジッ
トを活用することで森から生まれた資源を活用する機会を都市側に提供し、その対価を森側に還
元させることが可能であると考えています。
実際に企業としてカーボンオフセットに取り組む場合には、この資源の活用から対価の還元
という循環をイメージしつつ、過去の取組や今後の取組等を見据えたストーリーを意識した取組
とすることが重要であると考えています。
2010 年 12 月より始められたナチュラルローソンの取組である、カーボンオフセットキャン
ペーンは、このストーリーを意識した取組となっています。キャンペーン対象商品の購入者が国
産材を活用したグッズの懸賞に応募できるとともに、J-VER を活用したカーボンオフセットに
も参加できるというものです。これはクレジットの活用と国産材の活用という 2 つの軸で森と
の循環が生まれる取組であるとともに、ナチュラルローソンの過去の取組の延長線上にある取組
でもあります。
ナチュラルローソンの母体となる株式会社ローソンでは、省エネや省資源など自社で CO2 削
減の取組を行いつつ、店舗の端末や商品に関連させたオフセットキャンペーンを積極的に実施さ
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れていました。その中でナチュラルローソンでも商品に関連させたカーボンオフセットを既に実
施された経験もあります。また、国産材の割り箸を活用することで国内の森林保全の一助となる
取組もされていました。つまり、“カーボンオフセット”と“森”というキーワードが既にナチ
ュラルローソンにはあったということです。したがって、今回のキャンペーンは既に取組まれた
オフセットに加え、国内の森のプロジェクトにつながる J-VER を活用したカーボンオフセット
の取組を行うことで、“カーボンオフセット”と“森”というキーワードを有効に活かし、過去
の取組を強化していくものになると考えます。このような企業の取組を基にしたストーリーを含
む取組により、企業の取組が強化されていくものが、今後のカーボンオフセットの形になってい
くのではないかと考えています。
また、more trees にとってカーボンオフセットは、CO2 を削減するという世界的な共通言語
により都市と森が共通認識を持って取組を行うことで、お互いを知りつながるきっかけになると
も考えています。このきっかけから更なる取組へと発展させていくことも重要であると考えてい
ます。例えば、一度オフセットに活用したクレジット生み出す森から生まれた域の木材を活用す
る機会を生み出すこと、究極には実際の森を訪れる機会を生み出すこともできます。これらの取
組は、国内で行われている J-VER のプロジェクトであればなおさら可能性が高いと考えていま
す。
More trees はカーボンオフセットをきっかけに、森と都市の間にヒト・モノ・カネなど、様々
な循環が生みだすために活動を続けていきます。

コラム⑧「大成建設のカーボンオフセットの取り組みや、取り組むことによる繋がりや取り組みでの
メリット」

大成建設株式会社
環境本部 企画管理部長兼管理室長 丹下誠司

当社は、2008 年からカーボン・ディスクロージャー・プロジェクトに参加しており、このプ
ロジェクト活動の一環として、2010 年４月からカーボンオフセットを開始しています。会社施
設のカーボンオフセットと、個人の家庭でのカーボンオフセットを同時に実現していることが、
当社のカーボンオフセットの特徴として挙げられます。
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会社施設では、2006 年新築の大成札幌ビル（札幌市中央区）と、2007 年リニューアルの大成
建設技術センター（横浜市戸塚区）の二つの建物に対し、カーボンオフセットを実施しました。
ともに当社の CO2 削減技術を導入した最先端の省エネビルで、大成札幌ビルは▲49％（ERR 基準
比）、技術センターは▲35％（東京都カルテによる事務所ビル平均値比）の CO2 削減実績があり
ます。残りの CO2 は、京都クレジットを 800 トン購入することでオフセットし、両ビルのカーボ
ンニュートラルを実現しています。これは、ゼネコン業界では初の試みとなりました。
また、社員個人の家庭向けカーボンオフセットとして、「大成１トンくらぶ」（※）を立ち上
げました。これは日常生活で生じる CO2 のオフセットを目的とし、会社が窓口となって社員が京
都クレジットを１トン単位で購入できる仕組みです。初年度の 2010 年には、社員 654 名が、973
トンの京都クレジットを購入しました。一般的な家庭での排出量は年間約５トンと言われてお
り、そのうちの１トンを京都クレジットを用いてカーボンオフセットすることで年間 20％の削
減、残る５％を家庭でのいろいろな工夫で削減できれば、合わせて 25％の削減を達成できます。
環境省の「チャレンジ 25」の施策にも合致するということで、社内でも話題となりました。
さらに、カーボンオフセットを通じて、様々な繋がりが社内外に拡がっていったこともカーボ
ンオフセットを実施したことによる効果のひとつです。「大成１トンくらぶ」では、１ton club
のステッカーを電化製品や自動車など、CO2 を排出する製品に貼って省エネ意識の向上を図って
いますが、そのステッカーの写真コンテストを実施したり、大成１トンくらぶのポスターを作製
して情報提供するなど、社内での活動規模は着実に拡大しています。また、社外では、当社の
CO2 削減の取り組みを紹介する機会が増え、カーボンオフセットをキーワードにして、従来は交
流の少なかった会社との親交を深められるようにもなりました。
「人がいきいきとする環境を創造する」という方針のもと、環境問題にトップランナーとして
取り組む建設会社として、カーボンオフセットを始めとした様々な方策を今後も続々と打ち出し
ていきたいと思っております。
※大成１トンくらぶは、㈱NTT データ経営研究所が主催するカーボンオフセットプロダクツプロジェクト（COP）のプロ
グラム「１ton club 」を利用しています。
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第２章

諸外国・地域におけるカーボン・オフセット

１．世界のボランタリー市場の状況

市民、企業等が自主的に排出量の全部又は一部を埋め合わせるためのクレジットの売買
をボランタリーなカーボン・オフセット市場（以下「オフセット市場」）と定義した場合、
その市場では京都メカニズムに基づき国連の手続きで検証されるクレジット以外に、独自
の基準を設け温室効果ガスの削減・吸収量を認証したいくつかの種類クレジット（VER:
Verified Emission Reduction）36 も利用されている。
カーボン・クレジット市場全体の規模は拡大傾向にあり、取扱量は 2008 年の約 48億4千
トンから、2009 年 8７億トンへと約２倍近くに増加している。そのうち、VER の取引規模
37は、2008

年までは拡大傾向にあったが、2008 年から 2009 年にかけて取引量が減少して

おり、約 1億2千6百 万トンから約 8千7百 万トンという値になっている。38
表 20：世界の VER 市場及び京都メカニズムクレジット市場の推移39
規制的市場（CER 等）

VER 市場（規制的市場に対する割合）

取引量

8613MtCO2

87MtCO2

取引総額

143,347 百万 US ドル

388 百万 US ドル

（約 1%）
（約 0.3%）

ただし、CER を用いた自主的なカーボン・オフセットもあることから、実際のオフセッ
ト市場全体は、さらに大きな規模となる可能性がある。

Voluntary Emission Reduction とされることもある。第三者検証を経ているものを Verified、そうで
ないものを Voluntary と使い分けることもあるが、本書では特に明記のない限り、第三者検証を経ている
もの、経ていないものを総称して VER と称する。
37 以下、当該項目で掲載する値は、特に明記のない限り、State and Trends of the Carbon Market 2010,
World Bank より引用し、VER 市場に関する値は、CCX 及び Voluntary market の値の合算値を用いてい
る。
38 State and Trends of the Carbon Market 2010, World Bank
39 なお、世銀の報告書は、市場の種類を Allowance(排出枠)に基づくものと、プロジェクトベースの取引
とに分けており、今回の数値は、プロジェクトベース取引のデータとなっている。
36
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アメリカの調査会社等が行った調査40によると、米国や豪州においては、取引量は減少し
ているものの、国内排出量取引制度の構築に当たって、VER を創出するいくつかの制度を
参照するなど、その影響力は大きいことが指摘されている。また、近年の VER 市場におけ
る傾向として、ある VER 制度で制定された方法論が、他制度においても使用を認められる
といった、互換性を持たせる動きがみられる。41
また、同調査報告書によると、自主的なオフセットに用いられる VER クレジットを創出
するプロジェクト分野の内訳は、メタン破壊プロジェクトが(41 %)、森林プロジェクト
（24％）、再生可能エネルギー（17％）が上位３位を閉めており、2008 年に比すると、メ
タン及び森林プロジェクトはおよそ 2 倍に増加している。42
価格については、その取引規模、VER 各種制度（後述）等によって大きな違いが生じて
いるが、平均値の変化をみると、太陽光：22.8 米ドル、バイオマス：12.3 米ドル、メタン
その他：9.6 米ドル、エネルギー効率：9.2 米ドル、風力：8.7 米ドルの順に高値となってお
り、再生可能エネルギーへの嗜好が依然として続いていることがうかがえる。プロジェク
ト発生地としては 2006 年以来初めて北米が最大となり、国内ですでに始動しているいくつ
かの規制的排出量取引制度の試みに影響を受けていることが考えられる。一方で、2008 年
度に最も多くのプロジェクトが実施されていたアジア地域が 2009 年には取引量ベースで第
３位となっており、中でもインド、中国の存在が際立っている。
オフセットに用いられるクレジットとしては、先述のように、国連の制度により認証さ
れている京都クレジットのほか、いくつかの制度による VER が存在しているが、各々のク
レジットの質に注目する傾向が続いており、第三者検証を必要とし、かつ登録簿43の整備が
進んでいる制度が（the Voluntary Carbon Standard：35％、Climate Action Reserve
(CAR)：31％、CCX：12％

（取引量ベース））がその上位を占めている。これら三つの

制度は、米国における IAF メンバーによる、ISO14065 に基づく認定制度の対象となって
いることも特徴的である。

Ecosystem Marketplace and Bloomberg New Energy Finance（2010）, State of the Voluntary Carbon
Markets 2010 （当該調査は、民間の自主的な取組であるシカゴ気候変動取引所と、VER の店頭取引
（OTC）に関わる約 200 の事業者を対象に実施されている。）同章における数値データ等は、特に明記の
ない限り、同調査報告書からの引用等である。
41
VCS が、Climate Action Reserve の方法論使用を認める、あるいは American Carbon Registry にお
いて、VCS の方法論使用を認める等。
42 Ecosystem Marketplace and New Carbon Finance
（2008）Forging a Frontier－State of the Voluntary
Carbon Markets 2008（本項目におけるデータ等は特に注釈ない限り本調査報告書による）。
43第三者による登録簿で管理（制度オーナーからの委託等も含め）されたクレジット量の占有率は、2008
年の 29％から 2009 年には 5①％へと飛躍的に伸びている。現在のところ、少なくとも 17 の登録簿サービ
スが提供されている。
40
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２．各国・地域の動向
(1) 北 米
【米国】
米国では、2009 年から 2010 年にかけて、ワックスマン・マーキー法案、ケリー・ボク
サー法案、ケリー・リーバーマン法案といった国内の規制的排出量取引制度を盛り込んだ
法案が複数提案された影響もあり、規制市場でも利用可能な品質の高いクレジット需要が
高まっている。44また、排出量削減のみならず、コミュニティや生物多様性にも配慮された
プロジェクトから創出されるクレジットへの関心も高まりつつある。
米国環境庁（EPA）は、事業者の戦略的削減計画の立案・実施を支援する The US EPA
Climate Leaders45の他、Greenhouse Gas Reporting Program (GHGRP)46 において、年
間排出量が 25,000 CO2 トンを超える国内施設の排出量等の情報を該当施設の事業者に報
告させ、収集した情報をオンライン47で公表する制度を実施している。現在、10,000 件以
上の施設について報告がなされているが、EPA によると当該プログラムは今後の政策決定
のための情報収集を目的とするものであり、ただちに排出量取引やカーボン・オフセット
にリンクするものではないとしている。ただし、公開情報を加工・分析可能なツールとし
て誰でも利用できる他、事業者が報告義務の枠を超えて自主的に削減努力や排出量のオフ
セットの取組等を行う際の参考情報として活用をすることは考えられる。

44 米国規格協会（ANSI）は、米国における以下の制度について ISO 14065 に基づく認定を行っており、
各制度・クレジットの品質を確認する一つの基準となっている。（ Climate Action Reserve (the Reserve),
Chicago Climate Exchange (CCX), The Climate Registry (TCR), Voluntary Carbon Standard (VCS)）
45 6 http://www.epa.gov/stateply/.
2008 年には VER の（GHG 削減量等を評価するための）ガイダンスが策定されている（EPA Climate
Leaders Offset Guidance）。植林・再植林を含む 7 つのプロジェクト種類が対象となっており、現在も対
象種類は拡大中である。今後の米国のクレジット基準に大きな影響を与えると考えられており、定量評価
については、WBCSD/WRI の GHG プロトコル（算定ルール）に基づくこととなっている。
46 http://www.epa.gov/climatechange/emissions/ghgrulemaking.html
47 e-GGRT (Electric Greenhouse Gas Reporting Tool)
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【カナダ】
カナダでは、the Canadian GHG Clean Start Registry48 と呼ばれる制度のもと、事業
者は自主的に排出量の報告を行うとともに、透明かつ整備されたルールに基づき、排出削
減努力の公表や、カーボン・ニュートラル宣言を行うことが可能となっている。Canadian
Standards Association（CSA：カナダ規格）が事務局を務めている。2009 年に始まった当
該プログラムは、ISO14064 規格への準拠を求める他、カーボン・オフセットに用いられる
レジットについても、公的な登録簿によって記録され、第三者による審査を受けており、
シリアル番号で管理され、そして無効化もシリアル番号で管理されるといったいくつかの
要求を定めている。
【その他】
そのほか VER 市場に関連する動きとして、取引量の多い VER 制度・基準のうち、北米
にベースがあるものとしては以下があげられる。
American Carbon Registry Standard49
Winrock InternationalのNPO組織として1997年に設立。森林関連の方法論を複数有して
おり、今後、森林管理の改善と国際的なREDD50のルールについても発表予定。なお、CDM、
VCS、及びUS EPA Climate leadersにおける方法論の使用を認めている。

The Climate Action Reserve Protocols51（CAR）
2008 年、カルフォルニア州によって設置された非営利組織によって運営されており、クレ
ジットを認証・発行する登録簿運営機能とともに基準類策定機能も担っている。取引量は
2010 年の VER 市場において第２位（31％）を占める。森林プロジェクトを含むいくつか
の方法論を持っており、現在カナダでも使用できるものを開発中。
2001 年カルフォルニア州法に基づいて設置された、企業における自主的な温室効果ガ
ス排出量の算定と公開を行う制度である California Climate Action Registry
（CCAR）の姉妹組織として位置づけられる。

http://www.ghgregistries.ca/cleanstart/index_e.cfm.
http://www.ghgregistries.ca/cleanstart/index_e.cfm
49 http://www.americancarbonregistry.org.
50 REDD: 開発途上国における森林の破壊や劣化を回避することで温室効果ガス（二酸化炭素）の排出を
削減しようとすること、またはそのプロジェクト(EIC ネットより引用)
51 http://www.climateactionreserve.org.
48
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Chicago Climate Exchange Offsets Program52（CCX）
自主的な参加によるキャップ・アンド・トレードの外部クレジットとしての位置づけで
あったが、キャップ・アンド・トレードについては 2010 年末で終了した。オフセットにつ
いては、2010 年 12 種類のプロジェクトについての方法論を有し、その他の方法論もプロ
ジェクトベースで適宜認められることになっている。クレジットの取引は登録簿によって
記録・管理される体制となっており、2010 年の取引量は、VCS、CAR に次ぐ第３位となっ
ているが、CCX の運営主体である Climate Exchange 社が 2010 年７月に
IntercontinentalExchange（ICE）により買収53されており、新たな制度の検討段階を迎え
ている54。

(2) 欧 州
【英国】
英国においては、2008 年 11 月に「気候変動法(Climate Change Act)」が成立し、2009
年５月には同法の下、同国が特定期間（５年間）に排出できる温室効果ガスの総量の上限
を定め、当該上限目標を達成するための諸政策の計画（炭素削減計画、Carbon Budget)を
発表している。また、2010 年には、国内のビジネス・公共セクターの企業・団体を対象と
した、義務的排出量取引制度として、炭素削減コミットメント（Carbon Reduction
Commitment）が開始され、３年間の試行期間の後、本格導入が検討されている。55
一方で、自主的な取組に対しては、VER 市場の拡大とともに増加したオフセット・プロ
バイダーや、取り組み事例の拡大に伴い、消費者保護の観点から、Quality Assurance
Scheme (QAS)

56

と呼ばれるカーボン・オフセットの取組を認証する制度が設けられ、

現在までに９社が登録されている。57英国全体としては、温室効果ガス低減のため、2050
年までの計画を発表しており、EU-ETS だけでなく、Climate Change Act や、Carbon

http://www.chicagoclimatex.com.
http://ir.theice.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=485937
54 http://ir.theice.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=537408
55 そのほか、Climate Change Agreement（CCA:
エネルギー多消費産業と政府との削減目標協定。目標
を達成できた場合には気候変動税（Climate Change Levy）の免税措置を受けることが出来る）があるが、
同制度は 2012 年を目途に終了予定。
56 制度紹介：http://offsetting.decc.gov.uk/；
登録企業（認証商品・サービス）一覧：http://offsetting.decc.gov.uk/cms/approved-offsets/
57 http://www.aeat.com/cms/
52
53
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Reduction Commitment といった、企業を対象とした義務的規制制度が動いていることも
あり、QAS 制度構築の意図としては、取組の普及そのものよりもカーボン・オフセットと
いう行為の信頼性確保を主な目的としていたが、制度稼働時よりあまり登録が増えていな
い現状を踏まえ、VER の使用可能性、補助金の可能性を含め、今後制度をどう改善・継続す
るかについて、現在検討の時期に入っている。

また、カーボン・オフセットだけでなく、カーボン・ニュートラルの取組について事例
が増加するにつれ、各種メディアを通じ、消費者からカーボン・ニュートラル宣言の信ぴ
ょう性等についての批判が近年多く聞かれるようになったことから、政府として一定の方
向性を示す必要があるとして、2009 年にガイダンスを策定している58。
また、政府のガイダンス発表の後、英国規格協会（BSI：British Standards Institution）
がカーボン・ニュートラルの認証基準となる規格を 2010 年４月に発表している。 BSI が
策定主体となり、政府（DECC）、審査機関業界団体、事業者等を含むステアリンググルー
プを設置するほか、200 から 300 の事業者の意見を集約して策定されており、カーボン・
オフセットの段階において、QAS では対象としていない、VCS や GS 等の VER（（4）を
参照）の使用を認めていることが特徴として挙げられる。（PAS2060）
【フランス】
英国 QAS 制度の検討と時期を同じくし、2008 年以降、フランスではエコロジー・持続
可能開発省や環境・エネルギー管理庁（ADEME）が管轄する Compensation CO2 という
プログラムの下59、カーボン・オフセットのガイドラインである Charter for Voluntary
Carbon Offsetting（以下「チャーター」）60を公表している。消費者への情報提供を主目
的とした制度である。2011 年２月末現在、29 の事業者がチャーターへの参加意思を表示し
て登録されており Carbon Clear 等、フランス国内だけでなく国境を越えて活動する事業者
もいくつか見られる。

58

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/consultations/open/carbon_neutrality/carbon_neutrality.aspx
（ガイダンス本体も同ページに掲載）
59 http://www.compensationco2.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=21238&m=3&catid=21252
60

www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=744468E3B474AEB21B41705D8F7D880B1207930374547.pdf
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(3)オ セ ア ニ ア ・ ア ジ ア
【豪州】
豪州では、2009年よりCPRS (Carbon Pollution Reduction Scheme) と呼ばれる規制的
排出量取引制度について議会で議論が開始されたが、同年及び翌年2010年の議会で否決さ
れ、2010年４月に首相より当該制度の導入延期が発表されている。
自主的な排出量削減取組に関する制度としては、1995年より事業者による排出量の報告
書提出と技術支援を含むAustralia’s Greenhouse Challenge Plus programを実施し、2009
年に当該プログラムは終了しているが、最終的な参加事業者は約700にのぼった。また、同
プログラムの一部をなすGreenhouse Friendly Initiative（排出枠やクレジットの、認証や
取引、あるいはカーボン・ニュートラル宣言を行うことができる制度）は2010年半ばで終
了したが、これら自主的な取組は民間において継続して行われており、それら活動に対す
る基準として、2010年１月にはAustralia’s National Carbon Offset Standard (NCOS)が新
たに策定・発表されている。当該文書は（自主的、規制的問わず）カーボン・オフセット
の取組の信頼性確保を目的としており、たとえば、ボランタリー・クレジットの追加性、
カーボン・ニュートラルの宣言、各種審査における要求事項、あるいは無効化といった事
項に対するガイダンスとなっている。算定については、ISO 14064、ISO 14040、the GHG
Protocol、および the National Greenhouse and Energy Reporting Act 2007に基づいてい
る。
【中国】
中国政府は 2020 年までに 2005 年比で GDP 当たりの温室効果ガス排出量を 40-45%減と
いう削減目標を掲げ61、排出量取引制度の導入を検討している。
2008 年には北京環境取引所、上海エネルギー環境取引所、天津排出量取引所などが相次
いで設立されており、また、2009 年 COP15（コペンハーゲン）のサイドイベントにおい
て、同国の市場のみを対象とした VER 制度として Panda Standard62の設置が発表された。
北京環境取引所（The China Beijing Environment Exchange (CBEEX)）、BlueNext、the
China Forestry Exchange (CFEX) および Winrock International が設立者となっている。
当該制度に基づくすべてのプロジェクトは中国国内で実施され、永続性担保のためにバッ
ファープールなどを設けている。中国の農村地域を焦点に、農業・森林分野の新たな方法
論を開発することを狙っている。

61
62

2009 年国連総会で発表、及び 2010 年 NDRC よりコペンハーゲン合意に基づくものとして計画を提出。
http://www.pandastandard.org/
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【その他アジア地域】
韓国では 2010 年１月に公布された「低炭素グリーン成長基本法」に基づき規制的な排出
量取引制度の導入に向けた動き63が進む一方で、国内における削減プロジェクトをクレジッ
ト化する可能性も議論されており64、インドネシアでは REDD65による森林吸収量のク

レジット化について 2008 年より検討を開始している。またタイでは 2009 年より同国
で行われた CDM プロジェクトを Gold Standard（後掲）の基準に照らし評価を行う
Crown Standard66制度を実施しており、2011 年３月現在 17 のプロジェクトが承認さ
れている他、VER に関するキャパシティビルディング等も行われており67、今後のカー
ボン市場に対応すべく、各国で検討が進められている。

(4)そ の 他 、 特 定 地 域 に 限 定 さ れ な い VER に 関 連 す る 主 な 制 度 等
Climate, Community, and Biodiversity Standards
The Climate Community and Biodiversity Alliance (CCBA)によって運営され、コミュニ
ティの利益や、生物多様性の利益にも資するようなコベネフィッツを評価するところに特
徴がある。多くの場合、CDM や VCS といった他の制度と併せて用いられ、妥当性確認及
び検証審査の際には、排出量の算出に係る事項だけでなく、コミュニティや生物多様性に
対する便益についても、第三者審査機関による確認を求めている。政府主導の REDD プロ
グラム案がいくつか提出されている中、非政府組織からの意見に基づくものとして REDD+
Social and Environmental Standards を開発し、2010 年 7 月より、複数の途上国において
パイロットプロジェクトを実施している68。

2010 年 11 月 17 日に「温室効果ガス排出権取引制度に関する法律（案）」の立法予告が行われ、2011
年 3 月までに 2 度のパブリックコメントにかけられている。
64 http://www.iges.or.jp/jp/cdm/pdf/regional/101104/s_oh.pdf
65 REDD: 開発途上国における森林の破壊や劣化を回避することで温室効果ガス（二酸化炭素）の排出を
削減しようとすること、またはそのプロジェクト(EIC ネットより引用)
63
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http://www.tgo.or.th/english/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=34&Ite
mid=55
67 http://www.iges.or.jp/jp/cdm/activity_thailand091015.html
68 http://www.climate-standards.org/redd+/
http://www.climate-standards.org/redd+/docs/june2010/RED+SES_factsheet_06_16_10.pdf
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The Gold Standard for VERs
約 60 の NGO の支援のもと、スイスにある事務局が運営している。Gold Standard では、
CDM や JI プロジェクトについて、持続可能な発展との観点を加えてさらに評価する仕組
みのほか、それ以外の VER プロジェクトについて制度基準に基づいて評価する仕組みの双
方がある。現在のところ、再生可能エネルギーや省エネに関する方法論を有し、持続可能
な発展に資するかどうかを重要な点としている。2003 年の制度設立以来、VER 含むカーボ
ン・マーケットの市場の発展とともに制度文書の改訂が行われており、2009 年 7 月に発
行された「Gold Standard Requirements v2.169」が最新となっている。方法論も、現在分
野拡大を検討中としている。Climate Action Reserve や VCS の登録簿にも関与している
APX70が運営する登録簿を有している。

The Voluntary Carbon Standard（VCS）
VER市場の統一ルール化を目指して、The Climate Group, the International Emissions
Trading Association（IETA）, the World Economic Forum 及び the World Business
Council for Sustainable Development （WBCSD）によって設立。V ER制度の草分け的
存在となっており、2010年においてはVER市場において最も多い取引量を記録している
（35％）。他のいくつかの制度でも当該Standardを用いる事例が多くみられる。CDMのよ
うに妥当性確認・検証の二重審査制度を採り、登録簿を整備している。基本となる基準は
幾度かの改定を重ね、2010年現在、「Voluntary Carbon Standard 2007.1」版が最新とな
っている。また現在では、CDMやCARで認められた方法論を使用するプロジェクトも対象
となっている。

ISO 14064/65 Standards
ISO14064 と 65 は、2006 年と 2007 年それぞれに発表され、GHG の定量化、報告、検証
等についてルールを定めている。特定の制度に対して定められたものではなく、いかなる
プログラムによっても使用可能という組み立てになっているが、特定のプログラムにおけ
る独立した基準として使用されることもある。たとえば、Canadian GHG Clean Projects

69

http://www.cdmgoldstandard.org/fileadmin/editors/files/6_GS_technical_docs/GSv2.1/GSv2.1_Require
ments.pdf
70 http://www.apx.com/
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Registry では、ISO14064 と 14065 に基づいて審査されたプロジェクトからのクレジット
のみ認めている。
また、いくつかの制度において、妥当性確認あるいは検証を行う審査機関は、ISO14065
に基づく認定を受けていることを要件とする動きがあり71、国際的な共通ルールとして認識
されつつある。

Green-e Climate72
Green-e Energy（グリーンエネルギーの認証制度）の共同プログラムとして、2008
年に設立。小売のオフセット製品の認証を通じて消費者保護を図ることを目的とし、4
つのクレジット認証制度（CDM、GS、VCS と Green-eClimate Protocol for Renewable
Energy）から生成されたクレジットを使用することを求めている。2010 年時点、CAR
制度も対象とするよう検討している。
オフセット商品等を販売するプロバイダーは、「Green-e® Climate Code of
Conduct73」等の遵守を合意したうえで、年に 2 度事務局による審査を受審するほか、
一度の外部監査を要請されている。2011 年３月時点で、17 の商品を認証している。74

例えば、American Carbon Registry Standard では、審査機関に対し、2010 年 12 月までに、ANSI に
よる 65 認定をとっていることを求めている。
72 http://www.green-e.org. （クレジット認証の制度ではなく、英国 QAS のように、オフセット商品等に
関する認証制度の事例）
73 http://www.green-e.org/docs/climate/AppendixB-CodeofConduct.pdf
74 http://www.green-e.org/getcert_ghg_products.shtml
71

70

第３章

カーボン・オフセットの普及に向けて

カーボン・オフセットは、市民、企業等の幅広い主体が主体的に温室効果ガス排出削減
に取り組むための、また、国内外の排出削減・吸収プロジェクトに資金を還流させ、地域
経済の活性化を図るための有効な手法であり、今後の中長期的な温室効果ガス排出削減に
向けて引き続き普及していくことが重要である。
取組の推進に当たっては、信頼性、透明性の確保が求められることから、環境省では、
平成 20 年２月に「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」を公
表して以来、カーボン・オフセットに係る各種ガイドラインの策定やカーボン・オフセッ
トフォーラム（J-COF）を通じた情報収集・提供等を実施するとともに、カーボン・オフ
セットに用いる信頼性の高いクレジットを認証する「オフセット・クレジット(J-VER)制度」
の運営を進めてきたところである。今後とも、こうした観点から施策を講じていくことが
必要である。
海外においても様々な取組が進められており、英国でガイダンスの策定等が進んでいる
「カーボン・ニュートラル（炭素中立）※」もその一つであり、我が国における今後の取組
の方向性の一つとして、様々な主体が自らの活動に伴う温室効果ガスをすべてオフセット
する「カーボン・ニュートラル」や、さらに一歩踏み込んで「カーボン・マイナス」を目
指す取組を促進していくことが考えられる。環境省としては、平成 23 年度において、カー
ボン・ニュートラルをはじめとする様々なカーボン・オフセットの活性化方策について検
討していくこととしている。
また、オフセット・クレジット（J-VER）を活用した信頼性の高いカーボン・オフセッ
トの取組を促進することで、中小企業や農山村地域における農林分野の温室効果ガス排出
削減・吸収プロジェクトを推進し、国内投資の促進や雇用創出につなげることで地域活性
化に寄与する視点も、今後一層重要になってくると考えられる。このためには、過去の優
良な取組事例・商品を集めた見本市の開催、カーボン・オフセットに取り組む事業者と
J-VER 創出事業者とのマッチングなどを引き続き進めることが必要である。
こうしたことから、環境省としては、今後ともカーボン・オフセットの意義が十分に発揮
され、取組の普及が図られるよう、必要な施策を講じていくこととしている。市民、企業、
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NPO/NGO 等、カーボン・オフセットに関心を有する一人でも多くの方々にこの白書を手
にとっていただき、新たな取組の一助としていただければ幸いである。

※カーボン・ニュートラル（炭素中立）の定義
市民の日常生活、企業の事業活動といった排出活動からの温室効果ガスの排出量と、当
該市民、企業等が他の場所で実現した排出削減・吸収量がイコールである状態のことをカ
ーボン・ニュートラル（炭素中立）という。カーボン・オフセットは、市民の日常生活や
企業の事業活動におけるカーボン・ニュートラルを実現するための手段であり、排出量を
全量オフセットされた状態がカーボン・ニュートラルとなる。
(「わが国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」（平成 20 年２月環境省）より)
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