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巻頭言

国内では、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災とその後の福島第一原発事故によって、日
本のエネルギー政策そのものの根本的な見直しが迫られる事態となり、現在、国家環境戦
略室に設けられたエネルギー・環境会議において「革新的エネルギー・環境戦略」の策定
に向けた検討が進められている。また、国際的には、2011 年 12 月に南アフリカのダーバ
ンで開催された COP17 では新たな国際枠組みの合意には至らず、2013 年以降も現行の京
都議定書の枠組みを維持しつつ、2015 年までに新枠組みについて合意することを柱とする
「ダーバン宣言」が採択された。COP17 において、日本は、気候変動問題には引き続き積
極的に取り組んでいくとする一方で、すべての主要排出国が参加する公平かつ実効性のあ
る国際枠組みを構築する必要性を主張し、これまでどおり一部の先進国のみが削減義務を
負うとする京都議定書の第二約束期間には参加しないことを明らかにした。
こうした状況のなかで、今後、日本のエネルギーの供給構造、各エネルギー源の構成比
率、温室効果ガスの削減目標値がいかに見直され、変化しようとも、日本として、他の国々
とともに、気候変動問題に取り組んでいかなければならないことには変わりはない。
カーボン・オフセットは、国内外において、排出量取引制度と連動させるかたちで、も
しくは、現行の各種施策では十分にカバーしきれていない幅広い主体による活動に対して、
さらなる温室効果ガスの削減を促すことを可能にする手法のひとつとして活用されつつあ
る。これは、各主体の自主性を基本としつつ、各自が自らの排出量を認識したうえで、市
場メカニズムを活用して柔軟に温室効果ガスの削減に取り組んでいくことを可能にする非
規制的な政策手法である。これを既存の各種施策と上手く組み合わせていくことで、全体
としての温室効果削減効果の向上が期待できるのである。
カーボン・オフセットがこうした効果を発揮して、環境十全性(environmental integrity)
の確保につながるものとなるためには、まず何よりもそのしくみが信頼に足るものでなけ
ればならない。信頼性確保に向けては、①オフセットの対象となる活動にともなう排出量
が一定の精度をもって算定されること（正確性の確保）、②オフセットに用いられるクレ
ジットを生み出すプロジェクトによる削減量・吸収量が実質的なものであり、客観的に検
証可能なものであること（確実性と検証可能性の確保）、③いったん削減・吸収された排
出量が再び大気中に放出されることがないこと（永続性の確保）、④当該プロジェクトが
実施されてはじめて可能になった削減・吸収であって、既存の他の施策等によっていずれ
にせよ実現されるはずであった削減・吸収ではないこと（追加性の確保）、⑤クレジット
の流れが追跡可能で、同一のクレジットが複数回にわたって用いられる（ダブルカウント
がなされる）ことがないよう、当該クレジットの所有と使用を厳格にコントロールできる
こと（実施可能性の確保）が挙げられる。
こうした点に留意しながら、より信頼性の高いしくみを構築していくことをとおして、
既に広がりをみせつつあるカーボン・オフセットの取組みを気候変動政策における有効な
ツールとしてさらに成長させていくことが望まれる。

公立大学法人首都大学東京 都市教養学部都市政策コース教授
奥真美
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第 1章
１.

カーボン・オフセットを取り巻く現状

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。また、カーボン・オフセットを更に深化
させ、事業者等の事業活動等から排出される温室効果ガス排出総量の全部を他の場所
での排出削減・吸収量でオフセット（埋め合わせ）した状態をカーボン・ニュートラ
ルという。

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

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
る。

2

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ること（オフセット）
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

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

埋め合わせ

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（以下「クレジット」という。）
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、


確実な排出削減・吸収があること



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



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



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）
(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、オフセット・クレジット（J-VER）（以
下「J-VER」という。）を利用したカーボン・オフセット商品を例にとって説明する。
我が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、J-VER として認証される。当該クレジットを、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
2 オフセット・プロバイダーは、クレジットの売買、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事業者のこと。

3

フセット料金）が反映されており、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、最終的には我が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。これまで、カー
ボン・オフセットには海外で創出される排出削減・吸収量が多く用いられているが、
国内の資金還流、地域活性化及び消費者に分かりやすい CSR（企業の社会的責任）と
いう観点から J-VER を用いるケースが徐々に増えつつある。

オフセット商品等を通じて企業に支払った料金はカーボン・オフセットの
仕組みにより、J-VER創出側へ還元され、より多くの温室効果ガス削減・
吸収を促すことへとつながります。

J-VER

オフセット商品

消費者・
企業等

メーカー・
小売業者等

J-VER

オフセット・
プロバイダー

J-VER創出

図 3：カーボン・オフセットの流れ

（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を次のとおり整理
している。


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。



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。

4

特に国内の温室効果ガス排出削減・吸収については、「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、オフセット・ク
レジット（J-VER）制度により創出される J-VER は、国内の温室効果ガス削減・吸収
プロジェクトによる信頼性の高いクレジットとして市場に流通し、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
活性化への貢献が期待されている。
その他、カーボン・オフセットを企業活動に組み込むという観点では、企業の取り
組む環境活動を消費者に分かりやすくアピールすることのできる CSR（企業の社会的
責任）広告効果及びカーボン・オフセット商品等を用いた他社との差別化による販促
ツールとしての効果も期待できる。

(カーボン・オフセットの分類)
カーボン・オフセットの取組は以下の図のように分類されている。

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。


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温室効果ガスをクレジット
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

5

※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。



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


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


自己活動オフセット支援 3

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 5kg 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、排
出削減・吸収活動から市場を通じて第三者に流通することのないクレジットを直
接購入することにより、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・団体間で行われる排
出削減・吸収の取組など

3「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。
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（カーボン・ニュートラル）
カーボン・ニュートラルとは、カーボン・オフセットを更に深化させ、事業者等の
事業活動等から排出される温室効果ガス排出総量の全部を他の場所での排出削減・吸
収量でオフセット（埋め合わせ）する取組のことをいい、英国では基準が策定される
など世界でも注目が集まっている。
我が国では「カーボン・ニュートラル認証基準」（平成 23 年 9 月環境省） で以下
のように定義している。「『カーボン・ニュートラル』とは、市民、企業、NPO/NGO、
自治体、政府等の社会の構成員が、自らの責任と定めることが一般に合理的と認めら
れる範囲の温室効果ガス排出量を認識し、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、その排出量の全部を埋め合わせた状態をいう。」
カーボン・オフセットをさらに深化させた取組と言えるカーボン・ニュートラルの
取組は、以下のような意義・効果があり、今後より一層注目される取組と言える。


企業価値の向上につながる

カーボン・ニュートラルに取り組むことは、温暖化の原因となっている温室効果ガ
スの削減、つまり環境負荷を低減する活動に取り組むことであり、環境活動を推進す
る企業として企業価値を高めることが可能となる。


国際的にもアピール可能

カーボン・ニュートラル認証基準の算定方法は、国際的な基準である ISO 14064 規
格群に準拠しており、本基準に基づく取組は、国際基準を満たすものとして国内外に
アピールすることが可能となる。


コスト削減につながる

温室効果ガスはエネルギー消費に伴って排出されるものが多く、自社の温室効果ガ
ス排出量を把握することは、すなわち自社のエネルギー消費の実態を把握することに
つながる。事業のどこにエネルギー削減ポテンシャルがあるのか把握することができ、
コスト削減の可能性を探ることが可能となる。
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(2) こ れ ま で の 施 策 の 概 要 と 他 の 温 暖 化 対 策 関 連 諸 施 策 と の 関 係
（これまでの施策の概要）
カーボン・オフセットは、「京都議定書目標達成計画」（平成 20 年 3 月 28 日閣議
決定）において、国民運動の展開における一施策として位置づけられ、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きた。
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
1 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。

表 1：これまでのカーボン・オフセット関連施策等一覧
年月
平成 19 年
9月
平成 20 年
2月
4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

5月

課題別ワークショップを開催

6月

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)

７月

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 4「あんしんプロバイダー制度」開始
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

4

事務局(社)海外環境協力センター内

http://www.4cj.org/index.html
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平成 22 年
1月
3月
6月

「特定者間完結型カーボン・オフセット検討会」開始
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)
「特定者間完結型カーボン・オフセットガイドライン」公表

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

9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)
「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」
公表

平成 23 年
4月

「カーボン・ニュートラル等によるオフセット活性化検討会」開始
8月

地方発カーボン・オフセット認証取得支援事業の実施

9月

カーボン・ニュートラル認証制度創設
カーボン・ニュートラル認証試行事業（認証取得支援事業）の実施

上記の他、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災を受けて行った各種対応については
第 2 章の各種施策の詳細にて言及する。

（他の温暖化関連諸施策との関係）
カーボン・オフセットに関する施策等は他の温暖化関連諸施策とも関連づけられてい
る。


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 5」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 6」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 7から、償却前移転 8を行った算定割当量、あるいは排出量調整無
5「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
6 「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
7 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
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効化 9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。


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」という。）の調達を推進する取組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 10」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 1 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 11。
「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。
また、今年度の特定調達品目検討会 12では、プレミアム基準に関する検討に際し、グリ
ーン購入と市場のグリーン化に向けた他の施策（カーボン・オフセット等）との連携につ
いて検討が行われた。



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」を実施しており、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。13

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
8 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。
9 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。
10 http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/h23bp.pdf
11 平成 22 年 2 月変更閣議決定
12 http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/23kentoukaikaisai.html
13 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

CO 2 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 5：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

(3) カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト の 取 組 状 況
（カーボン・オフセットの取組件数）
報道発表の情報におけるカーボン・オフセットの仕組みを利用したと思われる取組
は、累積で約 1,111 件（平成 24 年 1 月末現在）に達している（図 6 参照）。平成 23
年度でみると合計数は 89 件であり、そのうち市場流通型は 49 件、特定者間完結型は
40 件という比率である。
累積数としては一定の増加が見られるものの、平成 23 年度の案件数の月平均をみる
と市場流通型 4.9 件、特定者間完結型は 4.0 件であり、平成 22 年度の市場流通型 15
件、特定者間完結型 4.5 件と比較すると、月平均伸び率は減少している。
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図 6：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

国内におけるカーボン・オフセット事例件数のうち、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別に見てみると、製造業が最も
多く全体の 3 割近く（721 件中 212 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（図 7 参照）。平成 23 年度（平成 23 年 4 月～平成 24 年 1
月末）は（48 件中 12 件）金融・保険業の事例 14の増加が見られ、カーボン・オフ
セットに取り組む業種の多様化が進んでいることが推測される（平成 24 年 1 月末
時点）。

図 7：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

14

カーボン・オフセット通帳といった商品型から、自己活動のオフセット、イベント型オフセット
と幅広い事例が見られた。（J-COF 調べ）。

12

カーボン・オフセット認証制度に着目すると、平成 23 年度において認証された案件
数 28 件（平成 24 年 1 月現在）のうち、約 20 件は過去にも認証取得を行った経験の
ある事業者によるものであった。カーボン・オフセットを継続して行う事業者は着実
に定着して事業を行っており、CSR 効果、企業としてのイメージアップ、クレジット
の地産地消による地域活性化への取組、途上国支援又は被災地で発行された J-VER の
活用による被災地復興支援等としてカーボン・オフセットの取組の意義・効果を継続
的に事業活動に組み込んでいるためであることが考えられる。一方今後の課題として
は、新規事業者の参入をより一層促進していくことがあげられる。
次に、オフセットに使われているクレジットから分析を行う。報道資料ベースに集
計されてきた国内におけるカーボン・オフセット事例調査が開始した平成 19 年 12 月
から平成 23 年 12 月時点までの市場流通型オフセットの取組で用いられたクレジット
の内訳を見ると、クリーン開発メカニズム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である CER が 79％、次いで、オフセット・
クレジット（J-VER）及び都道府県 J-VER が、それぞれ約 14％、2％となっている（図
8 参照）。

図 8：国内におけるカーボン・オフセットに用いられる市場流通型クレジットの内訳

累積で見ると未だ CER の利用が多いが、平成 23 年度の報道資料における市場流通
型カーボン・オフセットに用いられたクレジット別にみると、合計 48 件のうち、33
件は J-VER、10 件は CER、1 件は都道府県 J-VER という内訳になり、図 9 で示され
るとおり、CER は 21%、J-VER は 69%と、これまでの累積数で見た場合の割合が CER
と J-VER では逆転している。報道資料という限られた分析対象であるが、国内におけ

13

るカーボン・オフセットの取組において J-VER の活用が着実に広がっている状況がう
かがえる。

図 9：平成 23 年度（H23 年 4 月～H24.1 月末）の国内における
カーボン・オフセットに用いられる市場流通型クレジットの内訳

（カーボン・オフセットの現況）
平成 20 年に環境省がカーボン・オフセットの指針及び各種基準類及び制度の整備を
進め、同年の日経 MJ 上期ヒット商品の関脇に番付されてから 4 年を経て、カーボン・
オフセットという用語の認知度の向上、また取組も一定の増加傾向がみられる。しか
し、その一方で、カーボン・オフセットの仕組みや認証ラベルへの理解度の低さ、取
組に対する社会的評価の低さ等検討すべき課題もある。このような現況を踏まえ、環
境省は、カーボン・オフセットの理解促進、活性化に向けて様々な課題を抽出し、対
応策を検討するための「カーボン・ニュートラル等によるカーボン・オフセット活性
化検討会」（第 2 章 1.参照）を立ち上げる等カーボン・オフセットに係る施策、基準
や制度の改善に向けて取り組んでいる。
国際協力銀行（JBIC）による企業調査 15では、カーボン・オフセットに期待するこ
ととして、「世界全体としての排出削減への貢献」（6 社）が最も多く、また、「商
15

「カーボン・オフセットを巡る排出量取引状況に関するアンケートの集計結果について」（国際
協力銀行（JBIC）2011 年 6 月 29 日）p.8.
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品・サービスの差別化」、「ブランド力向上」、「企業の CSR 活動のアピール」及び
「日本の削減目標達成への貢献」（5 社）が挙げられている。カーボン・オフセット
は、地球規模の貢献度及び企業価値・社会的取組への貢献策として期待されているこ
とが分かる。
また、平成 23 年 5 月に環境省が設置した「グリーン・マーケット＋（プラス）研究
会」16では、市場の更なるグリーン化に対する消費者や事業者の意識や取組実態、施策
の受容度等の調査、妥当性の検証が行われた。その研究の一環として、市場における
環境に関わる用語及び環境ラベルの認知度に関する調査が実施され、カーボン・オフ
セットに関連して以下のような結果が示された。
 用語の認知度
「カーボン・オフセット」の用語に対して「内容を人に説明することができる」、
「内容をおおよそ知っている」、「内容はよく分からないが聞いたことはある」
への回答者数は５割強と、最も高かった「家電・住宅エコポイント」（9 割強）
や「エコマーク」（9 割弱）に次ぎ 3 番目に高かった（ 図 10 参照）。
 認証ラベルの認知度
環境ラベルとしてのカーボン・オフセット認証ラベルについて、「マークの意味
を人に説明することができる」、「マークの意味をおおよそ知っている」、「マ
ークの意味は分からないが見たことはある」への回答者数は 2 割と、最も高い「エ
コマーク」（9 割強）や「低排出ガス車認定」マーク（9 割）に比べて低い比率に
留まった（図 11 参照）。
「カーボン・オフセット」の内容やラベルの意味を理解し、カーボン・オフセット
の仕組みを説明できる人数は限られているものの、環境に関連する用語の中では、相
対的に高い割合で認知されていることが推測される。
また、同研究会が行った環境配慮型商品・サービスの提供に関する取組状況や課題、
施策への要望等を把握するために行われた事業者 17に対するヒアリング調査では、カー
ボン・オフセットや環境表示（マーク）に関連して以下のような点が挙げられた 18。
 複雑すぎる環境サービスは売れない。（例えば、個人に対して省エネ宣言を行
わせたうえでオフセットサービスを受けることができるようにしたものなど。）
 カーボン・オフセットサービスが普及しにくいのは、消費者がリアルに想像す
ることが難しいからではないか。
 製品の使用過程でどのように CO2 削減に貢献できるのか、分かり易く消費者に
伝える環境配慮情報発信サイトを作成・公開したところ、好評を得ている。
 カーボンフットプリント、カーボン・オフセットなどのマークの制度運用者に
よる、知名度向上のための普及・啓発活動が不足している。
 複数のマーク制度を整理し、消費者に分かりやすく提示できるものとした上で、
認知向上のための取組が必要である。

16 環境に配慮した市場メカニズムを構築するため、環境省がこれまで講じてきた様々な施策を再評
価しつつ、今後の施策の強化・充実の方向性を示すため、平成 23 年 5 月に設置された研究会。
（URL:http://www.env.go.jp/policy/g-market-plus/com.html ）
17 メーカー6 社、流通 2 社、サービス業 5 社、金融 2 社、カーボン・オフセット事業 2 社がヒアリ
ングの対象。
18
第 3 検討会資料 2－2 http://www.env.go.jp/policy/g-market-plus/com/com03/mat02_2.pdf
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政府の望む施策として、オフセット・クレジットを購入してオフセットを実行する
企業にとってのメリットが必要である。
内容を人に説明 内容をおおよそ 内容はよくわか この調査ではじ
することができ 知っている
らないが聞いた めて見る
る
ことはある
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図 10：環境に関わる用語の認知度
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図 11：環境ラベルの認知度

環境省がこれまで講じてきたカーボン・オフセットに関連する制度や施策のレビュ
ーを通し、消費者に対してより分かりやすい情報提供、普及・啓発活動、また、カー
ボン・オフセットが温暖化対策として効果的な一手段としてアピールされ、企業や市
民が取り組みやすい環境やインセンティブづくりが必要である。低炭素社会の実現に
向けた有益な取組としてカーボン・オフセットの意義や効果が一層理解されるために
は、カーボン・オフセットの認知度の向上、企業や地方公共団体等、多様な主体によ
る活動促進、社会的評価の向上及び現行制度の利便性の向上等の課題に取り組んでい
くことが必要であると考えられる。

( 4 ) オ フ セ ッ ト ・ ク レ ジ ッ ト （ J - V E R） の 市 場 動 向
（J-VER プロジェクトの取組状況）
平成 20 年 11 月から開始した環境省のオフセット・クレジット(J-VER)制度は、
認証取得プロジェクト登録数 184 件、累計認証量 161,061t-CO2 となり（平成 24 年 1
月末現在）、安定した J-VER の供給が行われている。
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図 12：J-VER プロジェクト登録及び J-VER 認証数の推移

図 13：J-VER 認証量の推移

（J-VER 取引状況）
J-VER プロジェクトの取引単価について平成 22 年 8 月より、プロジェクト登録者
及びオフセット・プロバイダー等を対象として、定期的にアンケートによる聞き取り
調査を実施し、排出削減系及び森林吸収系の売り気配値の平均、買い気配値の平均と

18

その平均値（中値）を算出し、月毎に集計した結果をカーボン・オフセットフォーラ
ム（J-COF）のホームページ 19にて公表している。各気配値の推移については、以下各
図（図 14、15）に示すとおりである。
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。排出削減系と森林吸収系のいずれも売
値と買値の乖離をどのように埋めていくかが J-VER 流通における課題のひとつと言
える。

図 14：排出削減系 J-VER 取引参考気配値の推移
（平成 22 年 9 月～平成 24 年 1 月末の値。一部の事業者からのヒアリングに基づく。）

19

http://www.j-cof.go.jp/j-ver/credit.html
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図 15：森林吸収系 J-VER 取引参考気配値の推移
（平成 22 年 9 月～平成 24 年 1 月末の値。一部の事業者からのヒアリングに基づく。）

また、平成 22 年日経・JBIC 排出量取引参考気配値の京都クレジット利用の場合の
平均価格（日経 JBIC 平均）が 1,467 円であるが、J-VER 参考気配値の中値は 1 万円
前後で推移しており、J-VER は他のクレジットと比較して高価格であることがわかる。

図 16：京都クレジット利用の場合の平均価格（2011 年国際協力銀行（JBIC）調査）
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このような取引傾向の中でも、J-VER の特色といえる森林吸収系クレジットに着目
すると、国際協力銀行（JBIC）がカーボン・オフセット市場に参加する 11 社に対し
て行ったカーボン・オフセットの今後の見通しに関する調査 20によると、企業の 8 割
が今後「森林クレジットを利用したい」と回答している。さらに、森林クレジットを
利用するにあたり、プロジェクトの内容・実行可能性及び森林クレジットの価格に留
意する企業が多い（表 2）ことからも、ISO に準拠している J-VER は下記の主な項目
を満たし、企業からも信頼され、期待されるクレジットとして一定の評価を受けてい
ることも推測できる。

表 2：森林クレジット利用にあたって留意する点（複数回答）
種類

該当企業

プロジェクトの内容・実行可能性

7社

プロジェクトの実施主体

4社

プロジェクトの実施地域

4社

制度の運営主体

3社

価格

6社

その他

0社

加えて、平成 21 年度に行われた「J-VER 制度に対する自治体及び企業の意識調査」
CSR 効果については CER に比べて J-VER の方が高いと回答する企業が 6
割を占めた。国内の林業や地域活性化への貢献度、国内唯一の市場流通型の吸収クレ
ジットとして分かりやすいイメージ等が評価されていると推測できる。

21 によると

また、東日本大震災の復興支援の一環として、被災地で発行された J-VER を積極的
に購入し、オフセットに活用する事業者も増加傾向にある（コラム①参照）。
J-VER は、温暖化対策や CSR 効果、地域産業の活性化のみならず、復興支援に向
けた具体的な取組の有効な手段としても認識され、今後、需要と供給のバランスの改
善、J-VER 市場の更なる拡充への可能性が期待される。

20

「カーボン・オフセットを巡る排出量取引状況に関するアンケートの集計結果について」（国際
協力銀行（JBIC）2011 年 6 月 29 日）
21 「J-VER 制度に対する自治体及び企業の意識調査結果」（日本不動産研究所、2009 年 9 月）。

21

コラム ①

「CO2 排出枠被災地で取引増」
読売新聞（平成 24 年 1 月 23 日）夕刊より

東日本大震災の被災地で、森林整備をすることで認められる二酸化炭素（CO2）の J-VER
が好調な売れ行きを見せている。温暖化対策を進める企業が被災地の支援にもなると購入し
ており、釜石地方森林組合（岩手県釜石市）では、震災後、売却量が 9 倍に増えた。「新た
な利益を得られる見通しがついて、被災した組合員たちも『もう一度林業に取り組もう』と
前を向くことができた。」と語っている。
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２.

諸外国・地域におけるカーボン・オフセット

(1) 世 界 の オ フ セ ッ ト 市 場 の 状 況
（VER の活用）
世銀の報告書（ State and Trends of the Carbon Market 2011, World Bank（以下、「世銀報
告書」（2011 年 6 月）という。）） 22 によると、カーボン・クレジット市場全体の 2010

年の取引総額は、2009 年の約 1,440 米ドルに比して約 20 億米ドル減の約 1,420 億米
ドルとなっている。取引額減少の理由は、京都議定書第 1 約束期間終了期の 2012 年
以降の不透明性、いくつかの先進国におけるキャップ＆トレード型排出量取引制度導
入の遅延、経済不況の結果として削減目標達成が容易になったことなどがあげられる。
しかし、カーボン・クレジット市場の中でも、政府あるいは民間が独自の基準を設
け温室効果ガスの削減・吸収量を認証したクレジット（以下、「VER」( Verified
Emission Reduction）という。 23) は、経済不況等のマイナス要因にもかかわらず、
取引量は 2009 年度（9,800 百万トン）から約 30％増加の 1 億 3100 万トン（2010 年
度）となっている 24。VER の最大の市場を有する米国では CCX の自主参加型排出量
取引制度の終了 25や、中央政府レベルでの規制的排出量取引制度導入の遅延等があっ
たが、カリフォルニア州 26や西部気候イニシアティブ（WCI） 27では、2013 年から遵
守機関が開始される排出量取引制度において、VER を外部クレジットとして活用され
ることについて議論されている。

22 世銀報告書 P47
http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/StateAndTrend_LowRes.
pdf
23
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。
24 Ecosystem Marketplace 報告書（State of the Voluntary Carbon Markets 2011）
http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/resources.library.page.php?page_id=835
1&section=our_publications&eod=1
25
Chicago Climate Exchange: 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、2010 年 7 月に IntercontinentalExchange（ICE）により買収され、
キャップ・アンド・トレードについては 2010 年末で終了した。
26 州全体の GHG 排出量を 2020 年までに 1990 年レベルに抑制する事が削減目標となっている。西
部気候イニシアティブ（WCI）との連携の可能性を検討している。
27
2007 年２月に発表された米国西部州の温室効果ガス排出削減の地域イニシアチブ。2012 年１月
現在、米国カリフォルニア州及びカナダ４州が参加。2012 年から排出量取引制度を開始（遵守期間
は 2013 年から開始）。http://www.westernclimateinitiative.org/
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表 3：世界のカーボン・クレジット市場の推移 28
全体（京都クレジット、EU 排出
枠、VER 全て含む）
取引総額

約 1,420 億 US ドル

VER 市場
（規制的市場に対する割合）
約 4 億 2,000 万 US ドル（0.3%未
満）

なお、カーボン・クレジットに対する世界的な流れとして、クレジットの質に注目
する傾向が続いている。VER に注目すると第三者検証を必要とし、かつ登録簿 29の整
備が進んでいる制度として、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 3 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。
また、2011 年末に行われた気候変動枠組条約第 17 回締約国会議（COP17）におい
て、将来の枠組みに関して、2015 年までのできるだけ早期に全ての国に適用される議
定書、法的文書又は法的拘束力を有する合意成果を採択し、2020 年から発効させ、実
施に移すとの道筋に合意した。これにより、今後も世界全体での地球温暖化対策が実
施されることが明確となったため、地球温暖化対策の一つであるカーボン・オフセッ
トの仕組みに注目が集まっていくことが考えらる。

（カーボン・クレジットの価格）
CER のクレジットの平均価格は下落傾向にあり、世銀報告書では、京都議定書第一
約束期間後の価格は約８米ドルと予測されている一方で、2012 年 1 月現在、それより
も低い約５米ドル tCO2 で取引されているというデータがある 30。一方で、VER クレ
ジットの価格は同じく 2011 年 6 月に発表された平均価格は約６米ドル／tCO2 31とな
っており、価格の差がほとんどなくなってきている。ただし、米国の州レベルやオセ
アニア地域において新たにみられる義務的排出量取引制度等によるクレジット価格に
ついては約 41 米ドル tCO2 から約 46 米ドル tCO2 の間で推移するとの期待もあり 32、
価格動向については、クレジットを使用する制度間での差異に留意する必要がある。

前掲世銀報告書及び EcosystemMarketplace 報告書より
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。
30
Carbon Market Daily 25 January 2012, Point Carbon
28
29

31
32

前掲 EcosystemMarketplac 報告書より
Carbon 2011, Thomson Reuters Point Carbon
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(2) 各 国 ・ 地 域 の 市 場 メ カ ニ ズ ム を 利 用 し た 温 暖 化 対 策 に 関 す る 状 況
① 北米
（米国）
米国では、国内の規制的排出量取引制度に関する法案 33成立の難航や、Chicago
Climate Exchange (CCX)の自主参加型の排出量取引制度の終了といった動きが見ら
れた。一方でカリフォルニア州や西部気候イニシアティブ（WCI）では排出量取引制
度において活用可能なクレジットとして VER を採用する議論が見られ、特に、カリフ
ォルニア州では、2012 年１月１日からカリフォルニア州法 AB32 に基づくキャップ＆
トレード型の排出量取引制度が開始された。排出量取引について定めた規則では制度
内で、償却量の 8％を上限とした外部クレジットの活用を認めており、Climate
Reserve Tonnes (CRTs)や WCI で取引されているクレジットが活用可能となっている。
2010 年 12 月には urban forestry、forestry（森林吸収）、livestock methane（家畜
によるメタン排出）、ODS
（オゾン層破壊物質回避）がクレジット創出分野として CARB
34
により承認された。
その他、Regional Greenhouse Gas Initiative（北東州９州による電力部門のキャッ
プ＆トレード制度）や Renewable Portfolio Standards (電力供給事業者に対して一定
割合の電力を再生可能エネルギー源から調達することを義務付け)が実施されている。
35

また、国レベルにおける GHG の抑制に関連する施策として、The Clean Energy
Agenda（再生可能エネルギー関連の施策）と、環境保護庁（EPA）による GHG
Regulations（特定分野に対する GHG 排出許可制の導入検討、車両排出規制等の一連
の GHG 規制 36） がある。

（カナダ）
カナダでは、the Canadian GHG Clean Start Registry 37 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 規格に則って事業者が GHG 排出量の算定
及び報告を行い、削減の目標設定を支援するものであり、GHG 排出量の公的な登録簿
による記録、第三者による審査や、シリアル番号による管理や無効化等が求められて
いる。

世銀報告書 p30
世銀報告書 p31-32
35
世銀報告書 p33
36
http://www.epa.gov/climatechange/initiatives/index.html
37
http://www.ghgregistries.ca/cleanstart/index_e.cfm
33
34
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② 欧州
（EU-ETS）
EU-ETSは2005年より開始され、GHG排出削減のための重要な市場とみなされてお
り、現在30カ国（27のEU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー）
にて運用されている。2010年は制度対象セクターからの排出量は、前年比3.3％増加で
ある。2020年までには1990年比20％の削減を目指している。38現在、制度対象セクタ
ーは発電所、火力発電所、精油所、製鉄所、その他工場等であり、対象セクターから
の排出量はEU内でのCO２排出のほぼ半分、また、GHG排出の40％にのぼると報告さ
れている。2012年には、航空セクターの参加が、また第三フェーズが開始となる2013
年には石油化学、肥料、アルミ工業等のセクターについても対象が拡大される予定で
ある。 39
2013年以降の制度の運用としては、ETS Directiveにおいて、現在EU-ETSの規制対象
外である農業、運輸あるいは建築セクター等の分野における排出削減プロジェクトに
対してクレジットの発行を認める実施規則を採択するができるとされている。 40

（英国）
英国は 2050 年までに 1990 年比 80％削減の計画を発表しており、また、政策分野
ごとの CO2 排出量を制限する Carbon Budget（炭素予算）を導入するなど、先進的
な政策や制度に取り組んでいる。2011 年 10 月には家庭及び事業所におけるエネルギ
ー効率の向上やエネルギー市場における公正な競争の確保、低炭素エネルギー供給に
おける投資促進を目的とした Energy Act が制定された。41この法律では、エネルギー
効率の向上のための経費障壁を緩和する目的とした Green Deal が含まれている。42ま
た、2011 年 12 月には政府（DECC）により炭素予算に取り組んでいる排出削減の計
画策定のために Carbon Plan が発表された。その他、中期目標の設定や削減取組への
より多くの公衆の参加を促すための支援ツールとして 2050 Calculator が政府により
作成された。 43
様々な取組が進んでいる一方、VER 市場の成長とともに増加したオフセット・プロバ
イダーや、取組事例の拡大に伴い、2009 年 2 月より消費者保護の観点から開始された
Quality Assurance Scheme (QAS) 44 と呼ばれるカーボン・オフセットの取組を認証
する制度は、2011 年 6 月にその運用を終了している。

38
39

世銀報告書 p24
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Directive 2003/87/EC：
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0087:EN:NOT
41
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/legislation/energy_act2011/energy_act2011.aspx
42
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/tackling/carbon_plan/carbon_plan.aspx
43
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/tackling/2050/2050.aspx
44
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/
40
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③オセアニア・アジア
（豪州）
豪州では、排出量取引制度「Carbon Pollution Reduction Scheme（CPRS）」関連
法案の二度の否決を受けて、2010 年 4 月に当該制度の導入は 2013 年以降に見送られ
ていた。その後、2011 年 11 月、CPRS に代わる炭素価格制度関連法案 Clean Energy
Bill 2011 が議会で可決され、2012 月 7 月から排出量が多い約 500 の企業に対し、固
定価格（1 トン当たり 23 豪ドル、2015 年７月１日まで年 2.5％の割合で上昇）の炭素
価格を導入し、2015 年 7 月からは価格が変動する排出量取引制度に移行する予定であ
る。
3 年後に行われる制度移行を受けて、自主的なカーボン・オフセットやカーボン・
ニュートラルといった排出量削減のへの取組に対する基準として 2010 年 7 月より実
施されている The National Carbon Offset Standard（NCOS）は、排出量取引制度に
おいて生じた余剰排出枠をオフセットに活用できることを新たに追記している 45。

（中国）
中国では、2011 年 3 月に採択された「国民経済と社会発展第 12 次 5 カ年規画綱要」
（第 12 次五カ年計画）において、2020 年までに二酸化炭素の GDP 原単位を 2005 年
比で 40％～45％削減することを目標に掲げた。また、2012 年 1 月には、中国国家発
展改革委員会は全国 7 カ所において排出量取引を試験的に実施することを発表し、将
来的には国内排出量取引制度の導入により、比較的低コストで当該目標を達成するこ
とを目指している 46。
同国の市場のみを対象とした VER 制度である Panda Standard が 2009 年 12 月に
設置されているが、2011 年 3 月に初めて、当該制度により承認されたクレジット
16,800 トンが北京環境取引所（The China Beijing Environment Exchange: CBEEX）
を通じて、民間企業に移転された。

（その他のアジア地域）
アジア諸国の中では、開発途上国による適切な緩和行動（Nationally Appropriate
Mitigation Actions, NAMA）を UNFCCC 事務局（気候変動に関する国際連合枠組条
約: United Nations Framework Convention on Climate Change）に提出することが

45 http://www.climatechange.gov.au/government/submissions/closed-consultations/discussion-pa

per-ncos.aspx
46 http://cdm.ccchina.gov.cn/english/NewsInfo.asp?NewsId=5868
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求められている国があるが、それら国において、適切な緩和行動を策定するにあたり、
行動の一環として CDM、REDD プロジェクト、国内の VER 制度、先進国と提携した
二国間オフセット・クレジット制度といったクレジットを創出する取組への関心が高
まっている。
韓国では、追加的な対策を講じなかった場合の温室効果ガス排出量と比べて 2020
年までに 30％削減を目標に掲げ、2011 年 4 月にキャップ＆トレード方式の排出量取
引制度の関連法案が国会に提出、2015 年より当該制度の導入を目指している。
タイでは、将来的に産業が集中する都市におけるカーボン・オフセットや、海外か
らの投資によるカーボン・ニュートラルの取組を推進し低炭素都市の構築を目指すほ
か、国内における排出量取引制度の導入も検討されている。

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)47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 48。2011
年 5 月現在、妥当性確認を完了したプロジェクトは 37 件、そのうち検証を完了したプ
ロジェクトは 2 件、また現在妥当性確認プロセスの途上にあるものが 14 件となってい
る。プロジェクトサイトは、南米、アフリカ、アジア等の開発途上国が 8 割以上を占
めるが、北米（カナダ含む）やオセアニア、欧州でも実施されている。 49

（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
http://www.climate-standards.org/index.html
http://www.climate-standards.org/redd+/
http://www.climate-standards.org/redd+/docs/june2010/RED+SES_factsheet_06_16_10.pdf
49 https://s3.amazonaws.com/CCBA/CCBStandards_FactSheet.pdf
47
48
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ており、制度の根幹である「Gold Standard Requirements50」は第 2.1 版（2009 年 6
月）が最新となっているが、2011 年 11 月には、小規模プロジェクトに対するルール
を改定し、一定の質を担保しつつも、プロジェクトコストの低減等により、プロジェ
クトへの参加障壁が低くなるような改訂や、苦情対応メカニズム導入の義務化等に取
り組んでいる 51。

（The Verified 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。
VER制度の草分け的存在となっており、2011年には制度名称をVoluntary Carbon
StandardからVerified Carbon Standardへと変更。2011年現在、VER市場において最
も多い取引量を記録している（35％）。2011年までに約700件のプロジェクトが登録
され、7千万トンを超えるクレジットが発行されている。California Action Reserve
等、他のいくつかの制度でも当該Standardの使用を検討す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、2011年現在、
「Verified Carbon Standard ver.3.1」
版が最新となっている。

（ISO 14064/65 Standards）
ISO14064 規格群と ISO14065 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。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や、ISO との整合性を重視する制度がみられ 52、
国際的な共通ルールとして認識されつつある。

50

http://www.cdmgoldstandard.org/fileadmin/editors/files/6_GS_technical_docs/GSv2.1/GSv2.1_R
equirements.pdf
51

http://www.cdmgoldstandard.org/wp-content/uploads/2011/11/New-GS-Rule-Updates_Nov-2011
.pdf
52 例えば、米国の報告制度である The Climate Registry は ISO14064-1 及び 14064-3 に基づいて
おり、カナダのアルバータ州における規制的排出量取引制度に使用されるクレジットは、
ISO14064-2 及び ISO14064-3 に基づいて発行されている。また、VCS 及び The Climate Action
Reserve 等、ISO との整合性を重視する制度もいくつか見られる。
http://www.iso.org/iso/ghg_climate-change.pdf
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コラム ②

「日本のカーボン・オフセット市場：2011 年における進展」
二宮

康司

（財）地球環境戦略研究機関
市場メカニズムグループ
2011 年は我が国にとって大震災により忘れ得ぬ年となった。震災対応がすべてに優先す
る政策的課題として位置づけられたのは当然のこととして、他方、気候変動対策の位置付
けが相対的に大幅に低下したのは否めない。但し、これは我が国固有の国内事情であり、
世界に目を向けると気候変動対策は依然としてグローバルに取り組むべき最優先課題とし
て位置付けられている。
先の南アフリカ・ダーバンでの COP17 においても、気候変動枠組みに関して極めて重
要な数多くの合意が成され、市場メカニズムについても、既存の京都メカニズムに加えて、
新しい市場メカニズムの創設に向けた検討が開始されることとなった。この新しい市場メ
カニズムには、COP 決定に基づく集中的なガバナンスの下で実施されるものと、原則的な
「基準」に基づく枠組みの下で実施される分散型ガバナンスのものとの２つの類型が合意
されており、それぞれ今年の COP18 に向けて詳細な検討が行われる。このうち後者につ
いては、各国が国情に応じて制度設計することが想定されており、我が国が J-VER 制度
において培ってきた方法論開発やポジティブリスト方式など独自の制度運営のノウハウが
活用可能になると考えられる。
2011 年における我が国でのカーボン・オフセットに関する特筆すべき進展として、（公
財）日本適合性認定協会（JAB）による ISO14065（GHG 検証機関に対する要求事項）に
基づく認定事業の開始がある。この認定事業においては、実際の GHG 削減・吸収プロジ
ェクトに対する検証機関の力量を審査する必要があり、我が国では ISO14064-2（プロジ
ェクトによる GHG 排出削減・吸収量の定量化）及び ISO14064-3（GHG 有効化審査・検
証のあり方）に準拠した我が国唯一のスキームとして J-VER 制度がそのための実例を提
供している。もし J-VER 制度がなかったとしたら、我が国では ISO14064-2 に基づく制度
（つまりプロジェクト）からの排出削減・吸収量を検証するための機関の認定が事実上で
きなかったことになり、その点で J-VER 制度の果たした役割は極めて大きいと言えよう。
もう一つ 2011 年における進展として、ISO14064-1（組織における GHG 排出量の定量
化）に準拠したカーボン・ニュートラル認証制度が開始されたことも特筆に値する。この
制度は工場や事業所など組織レベルでの GHG 排出量を ISO14064-1 に基づいて算定・検
証し、その排出を J-VER クレジットによってオフセットすることで、企業活動からの GHG
排出量をニュートラル化しようとする試みである。我が国は京都議定書第 2 約束期間には
批准しないこととなったが、2013 年以降新しい包括的な枠組みが開始される 2020 年まで
の「空白期間」において、我が国独自の自主的な排出削減の取り組みを推進することにな
る。そうした国全体の自主的削減の取り組みの中では、民間企業等個別の排出主体のレベ
ルにおいてもカーボン・オフセットをはじめとする様々な自主的な削減努力が求められる
ことになろう。今回開始されたカーボン・ニュートラル認証制度、そして、我が国のカー
ボン・オフセットの取り組みの中核をなす J-VER 制度も、2013 年以降の「空白期間」に
おいて我が国全体で求められる自主的な取り組みの推進という文脈において大きな意味を
持つものと考えられる。
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第 2章

カーボン・オフセットに関する施策

１．カーボン・オフセット普及に関する施策
環境省では、カーボン・オフセットの取組を推進するために、様々なステークフォ
ルダーが参加するカーボン・オフセットの普及に向けた枠組み作りに取り組んでいる。
カーボン・オフセット普及促進のための総合窓口として「カーボン・オフセットフ
ォーラム（J-COF）」を、国と地方公共団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（J-CAP）」を設立した。また、カーボン・オ
フセットを通じて低炭素社会の推進を図ることを目的とした企業・NPO・自治体が参
画する「カーボン・オフセット推進ネットワーク（CO-Net）」がカーボン・オフセッ
トの取組の促進を担っている。

図 17

環境省とカーボン・オフセットの推進を担う諸団体との連携
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( 1 ) カ ー ボ ン ・ ニ ュ ー ト ラ ル 等 に よ る オ フ セ ッ ト 活 性 化 検 討 会 53
① カーボン・ニュートラル等によるオフセット活性化検討会概要
国内外で注目されるカーボン・オフセットの取組の活性化、及び従来の取組を更に
進め、排出量の全量をオフセットするカーボン・ニュートラルについて海外での新た
な動きも取り入れつつ検討を行う場として平成 23 年 4 月より 4 回の検討会が開催さ
れた。その結果、検討会として「我が国におけるカーボン・オフセットの取組活性化
について（中間取りまとめ）」がパブリックコメントを経て取りまとめられ、その中
ではカーボン・オフセットの取組活性化に向けての具体的な動きが提示されることと
なった。

表 4：カーボン・ニュートラル等によるオフセット活性化検討会開催日時等一覧
開催日

開催地

会場

4/28

東京

ルポール麹町

サファイヤ２階

5/25

東京

ルポール麹町

サファイヤ２階

6/15

東京

日本自動車会館

7/20

東京

都市センターホテル

くるまプラザ
601

また、検討会にて議論の対象となったカーボン・ニュートラルについては、諸外国
の制度との関係や我が国での取組事例等も踏まえ、平成 23 年 9 月にカーボン・ニュー
トラル認証制度が発足した。（第 2 章 2.参照）

② 我が国におけるカーボン・オフセットの取組活性化について
カーボン・ニュートラル等によるオフセット活性化検討会では、合計 4 回の議論の
中で、課題の抽出及びそれらに対する今後の活性化方策についての整理を行った。方
策の実施については、方策の相互の連携にも留意するために、全体をふかんした工程
表を作成し各項目についての課題の抽出及び対応の方針を提示した。これらの内容は、
「我が国におけるカーボン・オフセットの取組活性化について（中間とりまとめ）」
（平成 23 年 10 月環境省）として報告された。

53 「カーボン・ニュートラル等によるカーボン・オフセット活性化検討会」の詳細については、以

下参照。http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset/conf4.html
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図 18：カーボン・オフセットの取組の活性化に向けた工程表

( 2 ) 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・支援を行う総合窓口としてカーボン・オフセットフォ
ーラム（J-COF）（以下、「J-COF」という。）を設置し、各界の有識者からなる J-COF
アドバイザーから知見を提供いただいている。J-COF の主な活動内容は以下のとおり
である。







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
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
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
Web サイトを通じたカーボン・オフセット、カーボン・ニュートラル及びオ
フセット・クレジット（J-VER）に関する情報の提供
カーボン・オフセット、カーボン・ニュートラル及びオフセット・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
イベント・セミナー等の開催運営、及び出展
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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

これらの活動のうち、イベント開催・出展及び普及啓発に関する活動につき、以下
に詳細を示す。

① カーボン・オフセット EXPO 及びカーボン・マーケット EXPO
環境省では、カーボン・オフセットの普及促進のため、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、昨年度に引き続きカー
ボン・オフセット EXPO を平成 23 年度内に 4 回（第 4 回福岡会場、第 5 回大阪会場、
第 6 回名古屋会場、第 7 回札幌会場）開催した。EXPO 会場では J-VER プロジェクト
事業者、カーボン・オフセット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 4 か所開催、詳細は以下参照）。

表 5：平成 23 年度カーボン・オフセット EXPO 開催日時等一覧
開催日

開催地

会場及び開催内容
福岡国際会議場

2階

参加人数

多目的ホール

やってみらんね！カーボン・オフセット仕組み発見セミナ
ー（EXPO 同日午前中開催）
カーボン・オフセットフォーラム事務局(J-COF)

7/13

福岡

講演①：九州地方におけるオフセット・クレジット
(J-VER)創出とカーボン・オフセット
/九州地方環境事務所
講演②：マーケティングツールとしてのオフセット・クレ
ジット(J-VER)利用～
/カーボン・オフセットフォーラム事務局(J-COF)
講演③：カーボン・オフセットと企業価値～カーボン・オ
フセット商品開発の裏側
/トッパン・フォームズ㈱、㈱リサイクルワン
講演④：横浜市・横浜 FC・小国町によるカーボン・オフ
セット連携事業

85 名

/横浜市、小国町、カーボンフリーコンサルティング㈱
梅田スカイビルステラホール（タワーウェスト 3 階）

9/13

大阪

やらなあかんで！カーボン・オフセット仕組み発見セミナ
ー（EXPO 同日午前中開催）
カーボン・オフセットフォーラム事務局(J-COF)
講演①：大阪府におけるカーボン・オフセット推進事業に
ついて
/大阪府農林水産部、㈶大阪府みどり公社
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135 名

講演②：地域とのつながりとイベントオフセット～J-VER
を用いたイベントにおけるカーボン・オフセット～
/三菱 UFJ リース株式会社、三重県大台町
講演③：オフセットクレジット（J-VER）の持つ力～J-VER
でカーボン・オフセットの価値を高める～
/㈱リサイクルワン
講演④：CSR とカーボン・オフセット
/カーボン・オフセット推進ネットワーク(CO-Net)
名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）2２階
第 1 ファッション展示場（東）

11/21

名古屋

講演①：いっちょやろまい！カーボン・オフセット仕組み
発見セミナー
カーボン・オフセットフォーラム事務局(J-COF)
講演②：地域の暖房を木質ペレットストーブに！～木質ペ
レットストーブによる J-VER を用いたカーボンオフセッ
ト～
/森のライフスタイル研究所、㈱リサイクルワン
講演③：カーボン・オフセットハウスで持続的循環システ
ムを
/ニチハ㈱
講演④：印刷物で環境先進企業をアピール～カーボン・オ
フセット印刷～
/サンメッセ㈱、カーボンフリーコンサルティング㈱
札幌コンベンションセンター

1/27

札幌

156 名

中ホール

講演①：いいんでないかい！カーボン・オフセット仕組み
発見セミナー/J-COF 事務局
講演②：北海道発 地方に広がるカーボン・オフセット
－平成 23 年度地方発カーボン・オフセット認証取得支援
事業－
「オホーツク紋別空港 カーボン・オフセット空港」
「サッポロビール カーボン・オフセットビール」
「コンサドーレ札幌×北海道エコ・アクション カーボ
ン・オフセット エコ・マッチ」
「エコノス 地域に根付くカーボン・オフセット支援」

100 名

講演③：身近なカーボン・オフセットイベント～サン・ク
ロレラクラシックゴルフトーナメント/㈱サン・クロレラ、
三菱 UFJ リース㈱

また、平成 23 年 3 月 7 日に開催されたカーボン・マーケット EXPO は今までのカーボ
ン・オフセット EXPO が担っていた J-VER プロジェクト事業者とカーボン・オフセット
取組事業者の交流の場としての機能だけでなく、市場メカニズムを活用した地球温暖
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