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はじめに
近年、北米の干ばつ被害による穀物価格の高騰やフィリピンに甚大な被害をもたらした
台風 30 号など、世界各地で地球温暖化が原因と見られる異常気象の発生とそれによる影響
や被害が報告されている。2013 年にはハワイ・マウナロアにおいて大気中の二酸化炭素濃
度が 1 日平均で初めて 400ppm を超えたことが観測された。これを受けて気候変動に関する
国際連合枠組条約（以下「国連気候変動枠組条約」という。）事務総長より「我々は歴史的
な閾値を超え、新たな危険域に入った」との声明が発表された。
また、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第 5 次評価報告書第 1 作業部会報告書で
は、第 4 次評価報告書以降、気候に対する人為的影響に関する証拠は、ますます多く検出
され、近年の地球温暖化が化石燃料の燃焼等の人間活動によってもたらされたことがほぼ
断定されており、現在増え続けている地球全体の温室効果ガス排出量の大幅かつ持続的な
削減が必要であるとされている。
我が国では、
温暖化対策計画において、2020 年までに我が国の温室効果ガス排出量を 2005
年比で 3.8%削減、さらに、長期目標として 2050 年までに 80％の削減をすることとしてお
り、低炭素社会の構築に向けて、国際的なリーダーシップを発揮していくことが求められ
ている。
地球温暖化は経済活動や国民生活全般に深く関わることから、市民、企業、NPO/NGO、自
治体、政府等の社会を構成する全ての主体に対して、多様な政策手段を有効に活用するこ
とで地球温暖化対策を推進していく必要がある。国外では、法的拘束力のある規制による
温室効果ガスの排出に関する情報開示や排出量取引が進んでいるが、我が国における「カ
ーボン・オフセット」は排出量取引などの法的拘束力のある規制に拠らない主体的な排出
削減を促進する手法であり、今後の更なる温暖化対策の足腰となる取組の一つとして様々
な取組が行われている。
本レポートは、カーボン・オフセットの正しい理解と普及を目的として作成されたもの
である。第 1 章は、カーボン・オフセットの定義や意義等、カーボン・オフセットの概要、
第 2 章は、我が国におけるカーボン・オフセットの概況、そして第 3 章は、世界のカーボ
ン・オフセットの動向を紹介する。最後にまとめとして、カーボン・オフセットの展望に
ついて述べる。
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第1章
(1)

カーボン・オフセットの概要

カーボン・オフセットとは

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（以
下「社会の構成員」という。）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1」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2。

図 1

カーボン・オフセットの概念図

カーボン・オフセットの対象となる活動は様々である。たとえば、市民による日常生活
における電気の使用や、企業による商品の製造・流通・販売、自治体・政府による会議の
開催、企業活動そのものなど、温室効果ガスを排出するあらゆる活動がカーボン・オフセ
ットの取組の対象となる。

(2)

カーボン・オフセットの 3 ステップとは

カーボン・オフセットは、以下に示す『知って・減らして・オフセット』という 3 ステ
ップで実現される。

1

ほかにも、オフセット・クレジット、カーボン・クレジット、排出権等の呼称がある。
環境省「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）」（2008 年 2 月）
（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset/guideline/guideline080207.pdf）
2

2

図 2

カーボン・オフセットの 3 ステップ

（カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）普及啓発ツール引用）

①

STEP１

知って：

家庭やオフィス、イベント開催、工場での製品製造過程、移動・輸送などによる自ら
の温室効果ガス（以下「GHG」という。）排出量を把握する。
②

STEP２

減らして：

省エネ設備の導入や省エネ活動、環境負荷の少ない交通手段の選択などにより、GHG 排
出量の削減を行う。
③

STEP３

オフセット：

オフセット（埋め合わせ）には、他者が実施する GHG の排出削減又は吸収のプロジェ
クトを通じて創出される排出削減・吸収量（クレジット）が用いられる。
一般的に、『活動量 × 排出係数』で、自らの活動がどのくらいの GHG 量を排出している
のかを知る（STEP１）ことができる3。活動量とは、電気の使用量や水道の使用量等、GHG
を排出する活動をどのくらい行ったかの量である。排出係数とは、活動量当たりの排出量
をいい、ほとんどの場合、公的機関が公表している数値を使用することができる4。インタ
ーネット上では、一般的な家庭からの GHG 排出量算定を支援するため、電気や水道等、公
共料金の伝票に記載された数値を入力するだけで簡単に GHG 排出量を算定できるツールも
3
4

『活動量×単位発熱量×排出係数』で算出する場合もある。
自らが計測した値の使用を求められる場合もある。

3

用意されている。
可能な限りの排出削減努力を実施する（STEP２）には、こまめな節電やクールビズ等の
ほか、公的機関等で提示されている様々な排出削減手法を活用することがあげられる。
オフセットをする（STEP３）ためには、国内外の排出削減/吸収プロジェクトから創出さ
れたクレジットを用いる。カーボン・オフセットの取組をより信頼性の高いものとするた
めに、信頼性の高いクレジットを用いることが有効である。信頼性が確保されたクレジッ
トとして、第三者機関による検証が必須となっている京都メカニズム5、J-クレジット制度
（P27）、二国間クレジット制度（P28）により創出されるクレジット等がある。また、こ
れら以外にも一定の基準を満たす VER（Verified Emission Reduction、P6）等がある。

(3)

カーボン・オフセットに取り組む意義・効果

カーボン・オフセットの取組は、社会の構成員がそれぞれの立場、役割を持って参加す
ることが可能な地球温暖化対策である。商品の購入やイベントへの参加等を通じて、自ら
の意思や選択で積極的に地球温暖化対策に参加する機会を提供することができ、さらに、
今まで地球温暖化に関心のなかった者に対しても、地球温暖化について考えるきっかけを
与えることができる。
自らの温室効果ガスの排出量を認識することで、削減が可能な分野を特定でき、排出削
減を行う意欲を高めることができる。また、クレジットの購入などを通じて温室効果ガス
の排出がコストであることの認識を促すことができ、更なる温室効果ガス削減活動が継続
的に実施されることにつながる。
カーボン・オフセットの取組は、国内・国外で実施される温室効果ガスの排出削減・吸
収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。特に途上国においてのプロジェクトは公害問題や自然資源の
劣化等の改善といった副次的な効果も期待され、また国内で創出された吸収・削減クレジ
ットの活用は、国内で資金が還流し、国内投資の促進や雇用の確保等、それらを通じた地
域活性化にも貢献することができる。

5

京都メカニズム情報プラットフォーム

(http://www.kyomecha.org/about/mechanisms.html）
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図 3 カーボン・オフセットを通じた資金の流れ

また、企業は GHG 排出量を算定することで、エネルギー効率を向上させ、コスト削減を
行うことができるほか、CSR の一環としてカーボン・オフセットの取組を企業広報で情報提
供することにより、“市民と共に地球温暖化を防止していく環境意識の高い企業である”と
アピールすることができる。
市民や企業がカーボン・オフセットの取組みを進めることで、長期的には地域の発展や
雇用確保等経済全体に大きな影響を与えていくことが期待されている。

(4)

カーボン・ニュートラルとは

カーボン・ニュートラルとは、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、クレジット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。

(5)

信頼性の高いカーボン・オフセットとは

信頼性の高いカーボン・オフセットとは、次の事項が満たされたものをいう 。
① カーボン・オフセットの対象となる活動から排出される GHG 量が一定の精度で算定され
ていること
② 信頼性の高いクレジット（後述）を用いて埋め合わせ（オフセット）されていること
カーボン・オフセットの取組の信頼性をさらに高めるためには、第三者機関等が取組の
内容を確認していることが望ましい。国内外では、カーボン・オフセットの信頼性を担保
する様々な基準や制度が構築、運用されている6。

6

詳細は第 2 章以降を参照。
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(6)


カーボン・オフセットに用いられるクレジットについて
カーボン・オフセットに用いられるクレジットとは

カーボン・オフセットに用いられるクレジットとは、カーボン・オフセットの取組時の
「埋め合わせ」に用いられる、他者が生成した GHG の排出削減・吸収量のことである。
クレジットには様々なものが存在しているが、カーボン・オフセットに主に使われるク
レジットは大きく２つに分けられる。１つは VER と呼ばれるクレジットである。一般的に、
自主的なカーボン・オフセットの取組におけるクレジットの取引市場はボランタリー市場
と呼ばれているが、VER はそのようなボランタリー市場での取引を目的として各国政府ある
いは民間の独自の基準によって開発されている。
もう１つは京都メカニズムによって定められた京都クレジットである。京都クレジット
には、AAU（Assigned Amount Unit）、ERU（Emission Reduction Unit）
、CER、RMU（Removal
Unit）の 4 種類が存在するが、特に CDM の下発行される CER は、自主的なカーボン・オフ
セットの取組においても広く使用されている。
どのクレジットをカーボン・オフセットの取組に使うかは、各認証制度で要求されてい
る範囲外においては、オフセットの取組内容に応じてストーリー性等を考慮するなど、実
施者が任意に選択するものである。


クレジットの信頼性
クレジットの信頼性が担保されるためには、クレジットが創出される仕組みが以下のよ

うな基準を満たしていることが必要である。
1）クレジットを生み出すプロジェクトに確実な排出削減・吸収があること（確実性）
2）クレジットを生み出すプロジェクトにより初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・吸収でないこと（追
加性）、また、GHG の吸収の場合その永続性が確保されていること（永続性の確保）
3）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（ダブルカウ
ントされて）いないこと
1）、2）に関して、例えば森林による吸収系のプロジェクトでは、樹木の成長過程で吸収・
固定された CO2 が、天災や不適切な森林の管理によって再び大気に放出されることを考慮
する必要があり、これを防止若しくは補填する措置が不可欠である。
3）に関して、クレジットのダブルカウントを防止するためには、クレジットの登録簿の
整備や無効化処理を適切に行う必要がある。

6



クレジット創出の二つの方式
①

ベースライン・アンド・クレジット方式

GHG 排出量の削減対策を実施しなかった場合の排出量と、削減対策の実施によって削減さ
れた排出量の差をクレジットとする。CDM により発行される CER や、J-VER などの VER が該
当する。
ベースライン・アンド・クレジット方式のクレジットには主に削減系クレジットと吸収
系クレジットと呼ばれるクレジットの種類が存在する。削減系クレジットは、燃料効率の
悪い設備から高効率な設備への更新や、化石燃料から再生可能エネルギーに転換するなど
の GHG 排出削減プロジェクトにより創出される。また、吸収系クレジットは、森林の間伐
促進や植林などにより GHG を吸収し固定する GHG 吸収プロジェクトによって創出される。

温室効果ガス排出量

ベースライン排出量：
削減プロジェクトを実施しない場合の
温室効果ガス排出量

クレジット

削減プロジェクト実施後の
温室効果ガス排出量

プロジェクト開始日

図 4

②

時間

ベースライン・アンド・クレジット方式における主なクレジット創出方法の概念図

キャップ・アンド・トレードシステム方式

規制する側が GHG の総排出量を定めて、それを個々の排出者に排出枠として配分し、排
出者間で排出枠を下回った量を余剰枠（クレジット）として創出する。欧州の欧州連合域
内排出量取引制度（EU-ETS: European Union Emission Trading Scheme、P34）7で取引され
るクレジット EAU（EU Allowance Unit）や、東京都の温室効果ガス排出総量削減義務と排
出量取引制度8で取引されるクレジット（都内中小クレジット）などが該当する。
キャップ・アンド・トレードシステム方式で創出されたクレジットは、キャップという
総量取引に対応するためのものであり、原則として自主的なカーボン・オフセットの取組
に使用されるクレジットではないため、自主的なカーボン・オフセットの取組にはベース

7
8

EU-ETS (http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm)
東京都環境局（http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/cap_and_trade/index.html）
なお、東京都の本取組は、2013 年、C40（第 3 章を参照）が主催する City Climate Leadership Awards に
おいて、Finance and Economic Development 賞を受賞している
（http://cityclimateleadershipawards.com/category/winners/）。

7

ライン・アンド・クレジット方式のプロジェクトによって創出されたクレジットを使用す
るのが一般的である。

温室効果ガス排出量

キャップ
（排出量割当）

クレジット

基準年排出量

図 5

当年排出量

キャップ・アンド・トレードシステム方式におけるクレジット創出方法の概念図
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第2章

我が国におけるカーボン・オフセットの動向

1 国内のカーボン・オフセットの取組の概況
(1)

カーボン・オフセットの認知度・理解度

2013 年 12 月に開催されたエコプロダクツ 2013 において、カーボン・オフセットの認知
度を調査したところ9、約 79％が「カーボン・オフセットという言葉を知っている」という
結果になった。2012 年に行った同様の認知度調査10の結果と比較すると、カーボン・オフセ
ットの認知度が上昇していることがわかる。

図 6

カーボン・オフセットの

図 7 カーボン・オフセットの
認知度（2012 年と 2013 年比較）11

認知度調査（J-COF 調べ）

一方、2013 年 6 月に開催された『エコライフフェア 2013』においても、カーボン・オフ
セットの認知度調査12が行われたが、カーボン・オフセットという言葉を知っている人は約
57%にとどまった（図 8）。

9

環境省／カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）ブース来場者 1170 人を対象として調査。
環境省／カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）ブース来場者 826 人を対象として調査。
11
2013 年調査の『無回答（3%）』を除いたグラフ
12
環境省カーボン・オフセットブース来場者 424 人を対象として調査。
10

9

図 8

エコライフフェア 2013 での認知度調査結果

2 つの調査で認知度に大きな差が出ている要因として、アンケートを実施したイベントに
参加する人の環境問題への関心度合いが表れていると考えられる。
エコプロダクツ展は、環境に関心の高い人が多く参加しているが、エコライフフェアは、
代々木公園という非常にアクセスの良い場所で開催されるイベントであるため、環境にそ
れほど関心のない人も多数参加していると考えられる。本アンケート結果は、世間一般の
人の認知度が、環境問題に関心の高い人の認知度に追い付いていないことの表れである可
能性が高い。
カーボン・オフセットの取組が広く普及するためには、環境に関心の高い人のみならず、
世間一般の市民にも、その意味や意義が正しく理解されている必要がある。今後も引き続
き、社会全体にわかりやすい情報提供を行い、環境に関する意識向上を促し、カーボン・
オフセットの取組への参加を呼びかけていく必要がある。また、カーボン・オフセットに
取り組みやすい仕組みや体制作り等についても検討していく必要がある。

(2)

カーボン・オフセットの取組件数と傾向

カーボン・オフセットの仕組みを利用したと思われる国内の取組は、報道発表の情報をも
とにした場合、2007 年 12 月からの累積で約 1,255 件（2013 年 12 月末時点）に達している
（図 9 参照）
。報道件数が 2012 年からほぼ横ばいとなっている要因として、2008 年から 2010
年頃にかけて取組をけん引していた製造業、小売業、サービス業での落ち込みがある（図
10）。ボランタリーのカーボン・オフセットは CSR として取り組まれることが多い（第 3 章
参照）が、2009 年のリーマンショック後の日本経済の回復力の乏しさや景気後退13から、企
業が CSR に費やせる資金に余裕がないことが、取組件数が伸び悩んでいる要因として考え
13

独立行政法人経済産業研究所（http://www.rieti.go.jp/jp/columns/s14_0006.html）

10

られる。また、2008 年に行われた北海道洞爺湖サミット（G8 首脳会合）でのカーボン・オ
フセットの取組など、我が国においてカーボン・オフセットの取組が実施され始めたばか
りの時分には、目新しさもあり多くの報道がなされていたが、その後多数の取組が行われ
たことでカーボン・オフセットの取組が一定程度広まり、カーボン・オフセットに関する
報道数自体が減少したという要因も考えられる。

図 9

国内におけるカーボン・オフセットのタイプ14別取組件数の推移

14

カーボン・オフセットのタイプ：
Ⅰ-1 型：商品・サービスをオフセットする取組、Ⅰ-2 型：会議・イベントをオフセットする取組、Ⅰ-3
型：自己活動をオフセットする取組、Ⅱ型：自己活動オフセット支援の取組

11

図 10

カーボン・オフセットの取組が多い業種の経年比較（報道ベース）

国内の取組では、商品・サービスをオフセットする取組（Ⅰ-1 型）が 54%と最も多く、
次いで会議・イベントをオフセットする取組（Ⅰ-2 型）と、自己活動をオフセットする取
組（Ⅰ-3 型）がほぼ同率で報道されている。自己活動オフセット支援（Ⅱ型）の取組が報
道された割合はとても低い（5%）。

図 11

図 12

国内のカーボン・オフセットの

カーボン・オフセット認証の
タイプ割合

取組タイプ割合（報道ベース）

環境省のカーボン・オフセット制度におけるカーボン・オフセット認証（P20）を取得し
た取組では、報道ベースでの調査と同様、商品・サービスをオフセットする取組（Ⅰ-1 型）

12

が最も多く（48%）、会議・イベントをオフセットする取組（Ⅰ-2 型）と、自己活動支援オ
フセット（Ⅱ型）が同率（19%）を占めており、自己活動をオフセットする取組（Ⅰ-3 型）
が最も低い値となっている。（図 12）。
商品・サービスに係るカーボン・オフセットの取組（Ⅰ-1 型及びⅡ型）が、報道ベース
とカーボン・オフセット認証を取得した取組の両方で多い要因として、商品やサービスは、
イベントや企業活動に比べ、不特定多数の消費者の目に触れる機会が多い点があげられる。
消費者の環境意識や環境配慮行動は年々向上してきており15、商品やサービスを通じたカー
ボン・オフセットの取組を行うことで、消費者への訴求力を高めたいという意図があるも
のと考えられる。また、商品やサービスは、それ自体が広告媒体となるため、商品自体の
広告宣伝だけでなく、企業イメージの向上を図ることができるというメリットもあると考
えられる。
国内におけるカーボン・オフセット取組件数のうち、製造業が最も多く全体の 1/4 近く
（1255 件中 307 件）を占めており、次いでサービス業、卸売・小売業がほぼ同率（15%、14%）、
その次に金融業が多く（12%）報道されている（図 13 参照）。カーボン・オフセット認証を
取得した業種割合とは異なり、金融業の取組が多く報道されているが、金融業のカーボン・
オフセットには、通帳発行に係り排出された GHG をオフセットする取組や、銀行のサービ
ス利用者の日常生活をオフセットする取組が多くみられた。

図 13

カーボン・オフセットに取り組んだ業種の割合（報道ベース）

カーボン・オフセット認証取得者を業種別に見た場合（図 14）、報道ベースでの集計結果

15

電通グリーンコンシューマー調査 2013
（http://www.dentsu.co.jp/news/release/2013/pdf/2013048-0411.pdf）

13

と同様、製造業が最も多く、次いでサービス業が多く認証を取得している。報道ベースで
の集計結果と異なり、分類不能の産業が多い理由として、地域振興のイベント主催者が協
議会や振興会としてカーボン・オフセット認証を取得していることが要因であると考えら
れる。

図 14

カーボン・オフセット認証取得者の業種割合

報道ベースの集計結果によると、カーボン・オフセットに使用されたクレジットの割合
は CER が最も多く（56%）、J-VER が 15%、国内クレジットが 8%となっている（図 15）。なお、
本集計結果には、クレジット以外でオフセット（埋め合わせ）した取組件数は含まれてい
ない。一方、カーボン・オフセット認証に用いられたクレジットを見てみると、J-VER が最
も多く（72%）、CER は 14%に過ぎない結果となった（図 16）
。

図 15

カーボン・オフセットに用いら

図 16

れたクレジット割合（報道発表ベース）

カーボン・オフセット認証に

に用いられたクレジット割合
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カーボン・オフセット認証を取得する事業者は、上述のとおり消費者にアピールする狙
いが強いことより、オフセット（埋め合わせ）に用いるクレジットがどのようなプロジェ
クトから創出されたものであるのか、といったストーリー性を重要視する傾向やバリュ
ー・エンゲージメントを求める傾向が高く、消費者に訴求力の高い国内のプロジェクトか
ら創出された J-VER で、特に森林系のプロジェクトから創出された J-VER を使用する割合
が多い（図 17）16。

図 17

(3)

カーボン・オフセット認証で使用された J-VER の創出元プロジェクトのタイプ割合

カーボン・オフセットの普及促進事業

環境省では、カーボン・オフセットに関する情報提供を行い、すべての人がカーボン・
オフセットの取組に参加できるよう、様々なネットワークの連携を促進している。カーボ
ン・オフセットの取組に対する認識の向上、取組の促進及び公正な市場形成を促すことで、
社会全体の主体的な排出削減努力を促進するとともに、国内外の排出削減・吸収プロジェ
クトを支援している。

16

図 27 のとおり、2010 年 9 月～2013 年 11 月の 37 か月の間、森林系プロジェクトから創出された J-VER
は、削減系プロジェクトから創出された J-VER より平均\1,400 強/t-CO2 高く取引されていた。
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図 18

環境省とカーボン・オフセットの推進を担う諸団体の連携

（カーボン・オフセットフォーラム(J-COF)）
カーボン・オフセットフォーラムは、2008 年 4 月 1 日、低炭素社会の実現を目指し、カ
ーボン・オフセットの取組に関する活動の情報収集・提供、普及啓発、相談支援等の実施
を目的として設立された。カーボン・オフセットの取組に関する総合窓口として Web サイ
トを通じた情報提供、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
や出展等を行っている。
カーボン・オフセット普及促進イベントの１つであるカーボン・マーケット EXPO では、
カーボン・オフセットや J-VER 等のクレジット創出に取り組む企業・自治体、国内外の関
連制度に関する相談ブース、環境配慮型製品の展示や、企業や自治体のプレゼンテーショ
ンが行われ、地球温暖化対策について最新の情報の発信と啓発が行われている。2014 年 3
月に開催されたカーボン・マーケット EXPO2014 では、87 の団体が出展した。
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図 19
20
カーボン・マーケット EXPO 2014 のチラシ

図 20
19
カーボン・マーケット EXPO 当日の様子

（カーボン・オフセット推進ネットワーク(CO-Net)）
2009 年 4 月から、カーボン・オフセットを通じた低炭素社会の実現を目指し、企業、NPO、
自治体の自主的な参画による任意団体として設立された。セミナーや勉強会の企画、カー
ボン・オフセット講座の企画と実施、カーボン・オフセット大賞などの事業を行っている。
表 1 第 3 回カーボン・オフセット大賞大臣賞受賞者一覧

賞名
環境大臣
賞

受賞団体名

活動内容

日本興亜損害保険
株式会社

「お客さまと被災地をつなぐ、日
本の森林を守る「被災地産
J-VER」の活用」

経済産業
大臣賞

大 阪 ガ ス 株 式 会 「関西の中小企業省エネ対策と
社・阪神タイガー 地元スポーツチームのカーボ
ス・阪神甲子園球場 ン・オフセット活動」
大阪ガス株式会
社・セレッソ大阪・
ヤンマー株式会社

農林水産
大臣賞

金ケ崎産直組合

17

「金ケ崎産直組合による農産物
の付加価値向上及び地域活性化
プロジェクト」

表 2

カーボン・オフセット講座で使用するテキスト
第一部 コーディ
ネーター編

カーボン・オフセットについてひと通りの理
解構築を目的としてコンテンツを記載してい
る。オフセットの意義と効果についても整理
している。

第二部
ザー編

カーボン・オフセットを活用した商品やイベ
ントを企画する際に注意する点や、国内の温
暖化対策や制度に関する内容を整理してい
る。

アドバイ

（日本カーボンアクション・プラットフォーム(JCAP)）
2008 年 6 月から、日本国内での地球温暖化対策を強力に推進していくために、国と地球
温暖化対策に関心の強い地方自治体によって設立された。市場メカニズムを活用した各種
の地球温暖化対策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 21

日本カーボンアクション・プラットフォーム（JCAP）概要
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（カーボン・オフセット特定地域協議会）
特定地域協議会とは、地域におけるクレジット創出事業者とカーボン・オフセットに取
り組む地方自治体・企業等を構成員とし、各地域においてカーボン・オフセットや J-クレ
ジット等の売り手と買い手のマッチングを促すため、カーボン・オフセット及び J-クレジ
ット制度等の普及啓発や情報発信、具体的なカーボン・オフセットの取り組み方に関する
アドバイスやコンサルティングを行う。
表 3

平成 25 年度カーボン・オフセット特定地域協議会

北海道地域カーボン・オフセット推進ネット
ワーク
東北地域カーボン・オフセット推進ネットワ
ーク
「ＴＯＫＹＯ」地域カーボン・オフセット推
進ネットワーク
KANAGAWA 地域カーボン・オフセット推進ネッ
トワーク
中部地域カーボン・オフセット推進ネットワ
ーク
近畿地域カーボン・オフセット推進ネットワ
ーク

中国地域カーボン・オフセット推進ネットワ
ーク
高知地域カーボン・オフセット推進ネットワ
ーク
九州地域カーボン・オフセット推進協議会
有明海関係県地域カーボン・オフセット推進
ネットワーク
沖縄・島嶼地域カーボン・オフセット推進ネ
ットワーク

（気候変動対策認証センター(CCCCJ 又は 4CJ)）
気候変動対策認証センターは、低炭素社会の実現を目指し、第三者認証の実施により気
候変動対策事業の透明性や信頼性の向上を目的とし、平成 20 年 10 月 24 日に社団法人（現：
一般社団法人）海外環境協力センター内に設立された。「カーボン・オフセット制度」の事
務局運営、「オフセット・クレジット(J-VER)制度」の運営実務を行っている。

2 国内のカーボン・オフセット関連制度
(1)

カーボン・オフセット制度

我が国では、政府主導でカーボン・オフセットの取組を認証する制度として、2012 年 5
月にカーボン・オフセット制度の運用が始まった17。カーボン・オフセット制度は、「カー
ボン・オフセット第三者認証プログラム」と「オフセット・プロバイダープログラム」の 2
つのプログラムで構成されている。

17

2008 年に開始された「カーボン・オフセット認証制度」及び 2011 年に開始されたカーボン・ニュート
ラル認証制度」の後続制度として運用を開始した。

19

（制度の実施体制）
カーボン・オフセット制度には、「カーボン・オフセット制度運営委員会」（以下「運営
委員会」という。）
、
「カーボン・オフセット制度登録認証委員会」
（以下、
「登録認証委員会」
という。）
、「カーボン・オフセット制度監督委員会」（以下「監督委員会」という。
）の 3 つ
の委員会が設置されている。
運営委員会は、主に制度の実施に必要な基準類等の制定及び改廃に係る審議を行い、登
録認証委員会は、認証機関、検証機関及び審査機関の登録に関連する決定、カーボン・ニ
ュートラル認証等に関する決定等の業務を行う。監督委員会は、制度運営に関する客観性・
公平性等に関する委員会運営状況の調査、カーボン・ニュートラル認証等を受けた者等の
基本文書に違反する行為の調査、カーボン・オフセット第三者認証プログラム利用者以外
の者による認証ラベル不正使用等に対する勧告などを行う。

図 22

カーボン･オフセット制度の運営体制

（カーボン・オフセット第三者認証プログラム）
カーボン・オフセット第三者認証プログラムは、カーボン・オフセットの取組のための
「カーボン・オフセット認証」と、カーボン・ニュートラルの取組のための「カーボン・
ニュートラル認証／計画登録」の 2 種類に大別される。


カーボン・オフセット認証
「カーボン・オフセット認証」は、カーボン・オフセットの取組が、カーボン・オフセ

ット第三者認証基準を満たしていることについて、認証機関が認証する。現在 6 つの認証
機関が登録されており、カーボン・オフセット認証取得を希望する申請者は各認証機関の
下で自らのカーボン・オフセットの取組につき審査を受け、認証を取得する。
カーボン・オフセット認証では、認証を取得しようとする活動内の GHG 排出源のすべて
を GHG 排出量の算定対象とする必要はなく、また削減努力も定性的な評価となっているた

20

め、初めてカーボン・オフセットの取組を行う事業者でも、比較的認証を取得しやすくな
っている。
本認証を受けた場合、認証された案件はカーボン・オフセット認証ラベルを用い、｢環境
省基準によるカーボン・オフセット認証を取得した」ことを主張できるため、信頼性の高
いカーボン・オフセットの取組として販売促進や CSR 活動等のアピールに利用することが
できる。特に商品・サービスに関する認証取得事例18が多く、累計 97 件の認証に対し、商
品・サービスは約半数の 48 件を占めている（2014 年 1 月末日現在）。

図 23



カーボン･オフセット認証ラベルのデザイン

カーボン・ニュートラル認証/計画登録
「カーボン・ニュートラル認証」は、組織におけるカーボン・ニュートラルの取組が、

カーボン・オフセット第三者認証基準を満たしていることについて、検証機関が審査し、
登録認証委員会が認証する。このほかに将来実施する予定のカーボン・ニュートラルの取
組計画を登録する「カーボン・ニュートラル計画登録」が設定されている。
カーボン・ニュートラル認証では、算定対象範囲はスコープ 1 及び 2（スコープ 3 は任意）
19

、削減については基準年を設定し、定量的な評価を行うことが必須となっている。また、

取組全体について検証を受けなければならない。このようにカーボン・オフセット認証よ
りも厳格な基準設定がされているが、カーボン・ニュートラル認証に関する基準は ISO14061
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
ピールすることができる。また、原則として組織全体の GHG 排出量を把握することになる
ため、申請者は、自らの事業のどこに無駄があり、GHG 削減ポテンシャルがあるのか、コス
ト削減の機会がどこにあるのかを把握することが可能となる。

18

カーボン・オフセット認証取得取組一覧（http://www.jcs.go.jp/companylist_window.html）
スコープ 1 排出量：申請者の活動に係る直接的な GHG 排出量、スコープ 2 排出量：エネルギー起源の間
接的な GHG 排出量、スコープ 3 排出量：その他の間接的な GHG 排出量（カーボン・オフセット第三者認証
基準から抜粋（http://www.jcs.go.jp/pdf/20120829/20120829.pdf））

19
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図 24

カーボン･ニュートラルの認証ラベル

（オフセット・プロバイダープログラム）
オフセット・プロバイダープログラムは、カーボン・オフセットを実施しようとする事
業者等がオフセット・プロバイダーを利用するにあたり、その信頼性と透明性を識別でき
るよう設けられた情報公開プログラムである。
プログラムに参加申請するオフセット・プロバイダーは、予備審査機関によりクレジッ
トの取引状況などについて信頼性・透明性が一定の基準の下にあるか確認(予備審査)を受
けたのち、カーボン・オフセット制度登録認証委員会の確認を経て、
「オフセット・プロバ
イダープログラム参加者」として公表される。

(2)

オフセット・クレジット（J-VER）制度

2008 年 11 月に環境省により創設された制度であり、国内の GHG の排出削減・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として認証して
いた。本制度は、2013 年 4 月から国内クレジット制度（P25）と発展的に統合し、J-クレジ
ット制度として運営されている。
本制度は、自主的なカーボン・オフセットのほか、地球温暖化対策推進法に基づく排出
量算定・報告・公表制度の報告に活用可能であり、国際規格である ISO14064 規格群に準拠
した信頼性の高い認証制度として運営されてきた。
（制度体制）
オフセット・クレジット（J-VER）制度（以下「J-VER 制度」という。）は、
「オフセット・
クレジット（J-VER）制度運営委員会」
（以下「運営委員会」という。）
、
「技術小委員会」、
「オ
フセット・クレジット（J-VER）制度認証委員会」（以下「認証委員会」
）の 3 つの委員会で
実施されていた。運営委員会では、制度文書、ポジティブリスト及び方法論の決定や改廃、
登録簿の構築や運営に関する決定など、制度のルールに関する主要な意思決定を行ってい
た。運営委員会の下に設置した技術小委員会では、制度の対象とする新たな方法論につい
ての検討や既存方法論の改廃の審議を行っていた。認証委員会は、プロジェクトの登録や
排出削減・吸収量の認証、クレジットの発行に関する決定といった審議業務を担っていた。
なお、申請書の受付などについては、気候変動対策認証センターが制度運営の事務局を務

22

めていた。
（方法論20）
J-VER 制度では、運営委員会が採算性や実施状況等の現状調査に基づき、GHG 排出削減・
吸収プロジェクトの方法論を公表していた。これにより、個々のプロジェクト代表事業者
等による追加性の立証を代替していた。排出削減系の方法論が 37 件（工業プロセス系 2 件、
農業系 2 件及び畜産系 2 件含む）、森林吸収系の方法論が 3 件策定されていた。なお、方法
論別プロジェクト登録数の割合を見ると、排出削減系方法論が全体の約 45％（113 件）
、森
林吸収系方法論が同約 55%（137 件）を占めていた。
（都道府県 J-VER21）
都道府県 J-VER プログラム認証とは、都道府県が GHG の削減・吸収量をクレジットとし
て認証・発行する制度について、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 制度認証委員会が認証するものであった。
本プログラムは、
J-VER 制度の終了に伴い、
2013 年 10 月から地域版 J-クレジット制度として運営されている。
都道府県 J-VER プログラムには、新潟県オフセット・クレジット制度及び高知県オフセッ
ト・クレジット（高知県 J-VER）認証プログラムがあった。
「都道府県 J-VER プログラム」から発行されたクレジットは、J-VER 制度認証委員会によ
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）
登録簿で管理されていた。新潟県オフセット・クレジット制度では、4 件のプロジェクトが
登録され、13,286t-CO2 が認証された。高知県オフセット・クレジット（高知県 J-VER）認
証プログラムでは、11 件のプロジェクトが登録され、6,634t-CO2 が認証された。
（認証件数等）
J-VER 制度終了時点での J-VER プロジェクト登録件数は 250 件、クレジット認証量は約
631,000ｔCO2 であった。なお、J-VER は、2012 年に世界のボランタリー市場で取引された
クレジットの中で、最も高い平均価格を記録した22。

20

J-VER 制度方法論一覧（http://www.j-ver.go.jp/system_doc/methodology.html）
都道府県 J-VER プログラム認証（http://www.j-ver.go.jp/pref.html）
22
Ecosystem Marketplace, Maneuvering the Mosaic: State of the voluntary Carbon Markets 2013
(http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3164.pdf)
21

23

図 25

図 26

J-VER の地域別認証件数

J-VER の地域別認証量（tCO2）
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図 27

(3)

J-VER の市場価格推移23

国内クレジット制度

2008 年 10 月から政府全体（環境省・経済産業省・農林水産省）の取組として開始された
国内制度であり、大企業等による技術・資金等の提供を通じ、中小企業等が行った GHG 排
出削減量を認証し、自主行動計画（経団連）や試行排出量取引スキームの目標達成のため
23

J-VER 価格推移（http://www.j-cof.go.jp/j-ver/credit.html）

25

に活用することを目的として創設された。また、CSR 活動やカーボン・オフセット目的で使
用されるなど活用方法の広がりを見せてきた。本制度は、2013 年 4 月から J-VER 制度と発
展的に統合し、J-クレジット制度として運営されている。
（制度体制）
本制度は、「国内クレジット認証委員会」と「審査機関及び審査員」が実施していた。国
内クレジット認証委員会は、民間有識者からなる第三者認証機関として国内クレジット制
度の運営のため、排出削減方法論及び排出削減事業の承認、排出削減量の認証・管理等を
行っていた。審査機関及び審査員は、排出削減事業者から提出された排出削減事業の審査
と、排出削減事業実施後の排出削減量の実績確認を行っていた。排出削減事業を審査した
結果は審査報告書として、排出削減量の実績確認の結果は実績確認書として委員会に提出
されていた。
（方法論）
本制度では、制度終了時点で国内クレジット認証委員会が定める 68 の削減系方法論が公
開されていた。24 うち、クレジットが認証された方法論は 35 であった。25
（クレジットの認証件数と認証量）
制度終了までの期間における排出削減事業の承認件数は 1,466 件。認証量は
1,504,000t-CO2 であり、導入技術としては、ボイラー更新が一番多く、空調設備更新が 2
番目に多かった26。

24

国内クレジット制度方法論一覧（http://jcdm.jp/process/methodology.html）
第 32 回国内クレジット認証委員会資料公表用資料
（http://jcdm.jp/committee/data/siryou-kouhyou32_v3.pdf）
26
第 32 回国内クレジット認証委員会資料 3(http://jcdm.jp/committee/data/haifu_32/04_v2.pdf)
25

26

図 28

(4)

地域別の国内クレジット認証件数・認証量27

J-クレジット制度

J-クレジット制度は、J－VER 制度と国内クレジット制度が発展的に統合した制度で、2013
年 4 月から環境省・経済産業省・農林水産省により運営されている。
J-クレジット制度を構築するにあたり、環境省、経済産業省、農林水産省の 3 省により、
「新クレジット制度の在り方に関する検討会」が設置され、2012 年 4 月 16 日から 6 月 18
日まで計 3 回開催された。2012 年 8 月 2 日付で 3 省から公表された「新クレジット制度の
在り方について（取りまとめ）」によると、新クレジット制度は、国内クレジット制度と J-VER
制度の両制度の優れた点を取り入れ相互補完し、多様な主体が参加できる制度とすること
等が提言された。国内クレジット制度から J-クレジット制度へ引き継がれた内容としては、
申請を容易とする簡潔な算定式や申請様式等があり、また J-VER 制度からは、ISO に準拠し
た信頼性の高い MRV（算定・報告・検証）やプロジェクト実施者に制限を設けないこと等が
引き継がれた。
（制度体制）
環境省、経済産業省、農林水産省の 3 省を制度管理者として据え、制度全体の運営等と
クレジットの認証等について効率的な運営をするため、運営委員会と認証委員会の 2 つの
委員会が設置されている。また、制度管理者と両委員会の支援等を行う制度事務局も設置
されている。

27

第 32 回国内クレジット認証委員会資料（http://jcdm.jp/committee/data/haifu_32/03_v2.pdf）より抜

粋

27

（方法論28）
本制度では、2014 年 1 月末時点で J-クレジット認証委員会が定める 5 分野 58 の方法論
（省エネルギー等：38、再生可能エネルギー：9、工業プロセス：5、農業：3、廃棄物：1、
森林：2）が公開されている。
（クレジットの認証件数と認証量）
2014 年 1 月末日現在、登録プロジェクト数は 200 件、クレジット認証量は 6,533t-CO2 で
ある29。

(5)

二国間クレジット制度

二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism, JCM）とは、日本として世界的な
排出削減・吸収に貢献するため、途上国の状況に柔軟かつ迅速に対応した技術移転や対策
実施の仕組みを構築することを目的とし、途上国への GHG 削減技術、製品、システム、サ
ービス、インフラなどの普及や対策を通じ、実現した GHG 排出削減・吸収への日本の貢献
を定量的に評価し、日本の削減目標の達成に活用する制度である。

28

J-クレジット制度方法論一覧（http://japancredit.go.jp/menu04/methodology.html）
第 3 回 J-クレジット制度認証委員会の結果について
(http://japancredit.go.jp/committee_holding/data/summary_03.pdf) なお、登録プロジェクト数には、
J-VER 制度からの移行プロジェクトと国内クレジット制度からの移行プロジェクトが含まれている。

29

28

*MRV：Measurement (測定)、Reporting(報告)、Verification(検証)
図 29

二国間クレジット制度のイメージ

（新メカニズム情報プラットフォームの図を引用）

2013 年 1 月の日本とモンゴル両政府による二国間クレジット制度に関する二国間文書の
署名30を皮切りに、2014 年 1 月末日現在、計 10 か国31（バングラデシュ、エチオピア、ケニ
ア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ）政府と JCM 実
施について合意を得ている。現在も関心国と二国間協議を進めており、地球全体の排出削
減につながる新しい制度として定着していくことが期待されている。

30

31

環境省報道発表資料(http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16174)
経済産業省報道発表資料(http://www.meti.go.jp/press/2012/01/20130108002/20130108002-1.pdf)
新メカニズム情報プラットフォーム（http://www.mmechanisms.org/initiatives/index.html）

29

第3章

世界のカーボン・オフセットの動向

本章では、世界のカーボン・マーケットの概況、各国の温暖化対策と世界のカーボン・
オフセット関連制度等について概観する。なお、本章における記述は、別段脚注に示され
ていない限り、主に世界銀行の「Mapping Carbon Pricing Initiatives」32、Bloomberg New
Energy Finance33の情報及び Ecosystem Marketplace の「 Maneuvering the Mosaic: State
of the voluntary Carbon Markets 2013」34に基づいている。

1 世界のカーボン・マーケットの概況
(1)

カーボン・マーケット全体の動向

2012 年のカーボン・クレジット市場全体の取引量は、過去最高を記録した 2011 年より
26%増加し、107 億 t-CO2 となった。取引量が増加した要因として、年末における国連クレ
ジットの年内発行や年内取得を求める取引の伸びと、記録的な価格の低さ（0.4 ユーロ
/t-CO2 前後）に乗じた取引の増加及び EU-ETS のオークション利用の活発化と欧州委員会の
無償割当量抑制措置の影響があげられる。
取引量が増加した一方で、2011 年のカーボン・クレジット市場全体の取引総額は 2011 年
から大幅に（36%）下落し、610 億ユーロ（約 829 億米ドル）となった。カーボン・クレジ
ット市場全体で見た場合のクレジット平均価格は前年比約 50%減の 5.7 ユーロ（約 US$7.8）
/t-CO2 であり、下落の原因は国連クレジット価格の暴落が大きい。

(2)

ボランタリーマーケットの動向

2012 年のボランタリーマーケットの動向を取引総量、取引総額、各 VER 制度の取引量の
割合、取引傾向の 4 点から見ていく。
（取引総量）
2012 年のボランタリーマーケットでのクレジット総取引量は 10,100 万 t-CO2 であり、
2011 年比で 4%増加している。
VER 市場におけるプロジェクトの中では、再生可能エネルギーが最も多く（34％）、僅差
で森林・土地利用がその次に多かった（32％）
。再生可能エネルギーの中では、2011 年と同
様、風力発電が最も多かったが、取引量は前年比マイナス 35％と大幅減となった。一方、
森林・土地利用の需要は伸びた。
32

世界銀行「Mapping Carbon Pricing Initiatives Development and Prospect 2013」
(https://www.thepmr.org/system/files/documents/Mapping%20Carbon%20Pricing%20Initiatives-%20Dev
elopments%20and%20Prospects.pdf)
33
Bloomberg New Energy Finance（http://about.bnef.com/）
34
Ecosystem Marketplace, Maneuvering the Mosaic: State of the voluntary Carbon Markets 2013
(http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3164.pdf)
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図 30

ボランタリーマーケットでのクレジット取引量の推移

（取引総額）
2012 年のボランタリーマーケットでのクレジット取引総額は 5 億 2,300 万ドルで、2011
年比で 11％減少した。

図 31

ボランタリーマーケットでのクレジット取引総額の推移

31

（クレジットの平均取引価格）
2012 年にボランタリーマーケットで取引されたクレジットの平均価格は 2011 年の 6.2 ド
ル/t-CO2 よりわずかに下落して 5.9 ドル/t-CO2 となった。各 VER 制度のクレジットの平均
価格は、CCX クレジットの 0.1 ドル/ t-CO2 から J-VER クレジットの 85 ドル/ t-CO2 まで大
きく異なっている。

図 32

各 VER 制度でのクレジットの平均価格(2012)

（各 VER 制度の取引量の割合）
Verified Carbon Standard （VCS）制度は VER 制度の中で最も多い 4,300 万 t-CO2（VCS
にコベネフィット評価を付したクレジット（VCS+CCBS）は 1,250 万 t-CO2）の取引が行われ、
6 年連続でシェアトップを記録した。2 番目に取引量の多かった Gold Standard は、低排出
量の調理用コンロと浄水プロジェクトへの需要がけん引し、同基準史上初の 1,000 万 t-CO2
の取引が行われた。

32

図 33

独立第三者機関による VER 制度の取引量の割合(2012)35

（取引傾向）
2012 年に取引されたクレジットの 90%が民間企業による購入だった。購入者の 36%が多国
籍企業であり、31%が中小企業であった。企業がカーボン・オフセットに取り組んだ主な理
由は、これまでと同様『CSR を果たすため』が多かったが、2012 年の特徴としては、『各業
界で気候変動対策のリーダーシップを顕示する』ことを目的に、カーボン・オフセットに
取り組む企業が多かったという傾向があげられる。また、民間企業では、それぞれのサプ
ライチェーンにおける気候変動への強靭性を促すために、カーボン・オフセットに取り組
む傾向が出てきている。主要なクレジット購入者である欧州と米国の傾向を見ると、依然、
欧州の購入者は途上国で創出されたクレジットを好む傾向にあり、米国は国内のプロジェ
クトから創出されたクレジットを好む傾向にあった。

2 世界のカーボン・オフセット関連制度
世界の主要各国・地域における温暖化対策の概況と市場メカニズムを利用した温暖化対
策に関する状況は以下のとおりである。

(1)

温暖化対策の概況及び法的制度

（欧州連合）
欧州は、カーボン・マーケットをけん引する重要なキープレイヤーである。2012 年のボ
ランタリーカーボン・マーケットにおける欧州連合加盟国のシェアは 50%近くあった。欧州
35

J-VER や K-VER 等、国内のみに限定された VER 制度を含んでいない。

33

連合は、EU-ETS 等を活用し、2030 年までに 1990 年比で GHG 排出量 40％削減、2050 年まで
に 80％削減を目指している。


European Union Emission Trading Scheme (EU-ETS)
EU-ETS は、2005 年から欧州委員会が運営している GHG 削減のための世界最大の排出量取

引市場である。キャップ・アンド・トレード方式を採用しており、現在 28 カ国（EU25 カ国、
アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー）が参加している。
EU-ETS は 2008 年から始まった第 2 遵守期間を 2012 年に終了した。第 2 遵守期間では、
第 1 遵守期間（2005 年～2007 年）より排出枠を約 6.5％引き下げ、マーケットの活性化を
図っていた。2012 年の EU-ETS 市場取引総量は、前年比約 12％増の 77 億 2,000 万 t-CO2 と
なったが、市場取引総額は前年比約 31%減の 540 億ユーロ（約 733 億米ドル）となった。EUA
年平均価格は前年比約 42％減の約 7 ユーロ（約 9.5 米ドル）/t-CO2 、CER/ERU 合算の年平
均価格も 36％減の 5.7 米ドル/t-CO2 と急落した。この下落は排出権の供給過剰が引き起こ
したものであるため、欧州委員会は 2013 年 12 月に排出権の留保案を可決し、価格向上を
図っている。
また、2012 年 11 月に欧州委員会気候変動総局から提出された EU-ETS の抜本的な改革案
について、欧州委員会は 2013 年 3 月と 4 月に利害関係者との会合を開催。2014 年 1 月には、
2021 年以降の市場安定リザーブの導入とキャップ引締めを提案した。36


英国
英国は、2012 年におけるボランタリーカーボン・マーケットで、米国に次いで 2 番目に

多くクレジットを購入している。また、低価格により新規投資が低調な CER 市場に対し、
8,100 万米ドルを投じ、途上国支援及び市場の活性化に貢献した。37
2008 年 11 月、気候変動対策のための長期的な展望を定めた「気候変動法（Climate Change
Act 2008）」が制定。2050 年までに二酸化炭素の排出量を 1990 年比で 80%削減することを
目標としている。また、本法では「炭素削減計画（Carbon Budget）」を定め、5 年毎の 3 期
間の GHG 排出量を設定するとしている38。2010 年に公表されたグリーンディール計画では、
建物の断熱改善によりエネルギー効率を向上させることで、家庭やオフィスビルからの排
出量を削減し、省エネルギーを実現する仕組みが採用された39。2012 年には、世界で初めて
のグリーン経済発展のための投資銀行であるグリーン投資銀行が開設した。2013 年 4 月に
は、火力発電事業者が購入義務を負っている排出権に最低価格を設定する炭素価格下限
36

欧州委員会（http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2014012201_en.htm）
Bloomberg New Energy Finance 2013 年 12 月 9 日付記事
38
駐日英国大使館「気候変動法」
(http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/uk-activities/energy-environment/climate-change/uk-climate-cha
nge/Climate-Change-Act-2008/)
39
英国政府「グリーンディール計画」
(https://www.gov.uk/government/news/one-year-to-green-deal-energy-act-becomes-law)
37
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（Carbon Price Floor）措置を開始し、電力部門の低炭素化を進めている。
また、2010 年 4 月には、炭素削減コミットメント（Carbon Reduction Commitment, CRC）
が導入された。CRC は、キャップ・アンド・トレード型排出量取引制度で、EU-ETS 等の既
存の政策がカバーしていない非エネルギー集約型の大型商業・公共部門を対象とし、英国
の CO2 総排出量の 10％相当をカバーしている。40


スイス
2011 年 5 月、国内電力供給の 40%を占める原子力を徐々に廃止することが決定され、2050

年に向けたエネルギー政策では、2020 年までに 20%以上の排出削減を目標に掲げている。
2008 年からは、炭化水素燃料に対し、CO2 インセンティブ課税が導入されている。2013
年 1 月に施行された改正スイス CO2 法には、建築物の改修プログラム等に加え、排出量取
引制度と炭素税、国内カーボン・オフセットの連携が含まれている。
スイス ETS は、2008 年～2012 年が第 1 フェーズで、2013 年～2020 年が第 2 フェーズと
なっている。スイス ETS では、CER と ERU を使うことができるが、国内で創出されたクレジ
ットは使用できない。スイス ETS は、EU-ETS とのリンクに向け、法体制の適応や無料割当
量用のベンチマークアプローチなどの仕組みが EU-ETS と互換性が高くなるように設計され
ている。リンクに向けた EU 側との交渉は 2011 年に開始し、2012 年 10 月には、リンク協
定に盛り込まれる内容や、登録簿に関連する技術的な課題などについて意見交換された。
当初、交渉は 2013 年内に終了するタイムテーブルとなっていた41が、交渉はずれ込んでお
り、2014 年 3 月に第 5 回目の交渉が行われる予定となっている42。
（米国）
米国は、世界有数のクレジット供給者及び購入者である。オバマ大統領は全米規模のキ
ャップ・アンド・トレード規制の導入を進めていたが、2010 年に断念。その後アメリカ合
衆国環境保護庁（United States Environmental Protection Agency, EPA）に対し発電設
備からの CO2 排出規制を敷くよう指示、2013 年 9 月に新設発電所の制限値を公表した。2013
年 7 月には大統領気候行動計画（The President's Climate Action Plan）を発表し、その
後 11 月にコミュニティ単位で異常気象に備えるための体制構築を指示する大統領令
（Executive Order-Preparing the United States for the Impact of Climate Change）
を発令するなど、米国が気候変動分野でリーダーシップをとる姿勢を顕示した。

40

排出量取引インサイト（http://www.ets-japan.jp/ovs/ovs_4_2.html）
環境省（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/os-info/mats/euets20130213.pdf）
42
スイス政府
（http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=en&msg-id=513
50）
41
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カリフォルニア州
2012 年に開始されたカリフォルニア州のキャップ・アンド・トレードは、2013 年～14 年

が第 1 遵守期間であり、2013 年のキャップは 16,280t-CO2（カリフォルニア州全体の総排
出量の 35%に相当）、2014 年にはそれより 2%引き締められる予定である。2013 年 9 月にカ
リフォルニア大気資源局（California Air Resource Board, CARB）が初のコンプライアン
スクレジットを発行し、2014 年 1 月末時点では、アーリーアクションクレジットと併せて
約 500 万 t-CO2 が発行されている。承認されている 4 タイプのプロジェクト（森林管理、
都市森林、メタン捕獲、オゾン層破壊物質）のうち、オゾン層破壊物質プロジェクトから
創出されたクレジットが最も多く、全体の 65%を占めている。なお、カナダケベック州のキ
ャップ・アンド・トレードシステムとの相互リンクについて、2013 年 4 月に、翌年 1 月 1
日付でリンクが開始される旨の規則が承認され43、同日付で公式にリンクした44。


Regional Greenhouse Gas Initiative（RGGI）
北東部地域 GHG 削減イニシアティブ（RGGI）は、2009 年 1 月から電力部門を対象とした

キャップ・アンド・トレードを開始し、現在 9 州が参加している。第一遵守期間は 2011 年
に終了し、現在は 2012 年から 2014 年にかけた第二遵守期間が行われている。2014 年 1 月
には、2014 年のキャップを前年より 45％引き締めた 9,100 万 t-CO2 とすることが発表され、
直後の取引価格が 3％上昇した。さらに、2015 年からは毎年 2.5%ずつキャップが引き締め
られる予定である。なお、現在、新たに 5 州との間で RGGI への加盟について協議が行われ
ている。


ニューヨーク市45
ニューヨーク市は 2030 年までに市の排出量を 2005 年比で 30%削減することを目標に掲げ、

2011 年には 2005 年比で 16.1%の削減を実現している。
削減に最も寄与したのは電力供給（石
炭から天然ガスへの切り替え、古い設備の更新等複数要因）である。算定は地政学的なバ
ウンダリーを設定し、スコープ 1、2 からの排出量は必須として、消費ベース（consumption
base）ではなく生産ベース（production base）での算定を行っている。現在は越境輸送（特
に航空）由来の排出量は含まれていないが、次期インベントリでは追加を検討している。
（カナダ）
カナダでは、ボランタリーに GHG 排出算定・報告及びカーボン・ニュートラル化を目指
す動きがあるとともに、州単位では市場メカニズムを通じた GHG 排出削減義務の法規制整

43

Air Resource Board ニュースリリース( http://www.arb.ca.gov/newsrel/newsrelease.php?id=300)
Air Resource Board Facts about the Linked Cap-and-Trade Programs
（http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/linkage_fact_sheet.pdf）
45
PlaNYC（http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/home/home.shtml）及び一般社団法人海外環境協力
センターのヒアリング調査に基づく
44
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備・運用が進められている。


GHG CleanStartTM Registry46

2009 年に始まった GHG CleanStartTM Registry と呼ばれる制度の下、事業者が、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。事務局は、
Canadian Standards Association（CSA：カナダ規格協会）が務めている。本制度は 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。


アルバータ州
排出量が最大であるアルバータ州では、2007 年から原単位目標による義務的排出規制制

度が実施されている。超過削減量をクレジット化した排出削減クレジット（Emissions
Performance Credits）の取引や、オフセット・クレジットの購入による義務達成が認めら
れている。


ケベック州
ケベック州のキャップ・アンド・トレードシステムは、第 1 遵守期間（2013 年～2014 年

の 2 年間）は、年間 25,000t-CO2 以上を排出している電力部門と工業部門が対象であり、
キャップは 2,320 万 t-CO2（州全体の総排出量の約 30％をカバー）となっている。第 2 遵
守期間（2015 年～2017 年）は、対象企業を拡大し、州全体の総排出量の約 85%をカバーす
る 6,530 万 t-CO2 のキャップがかけられる予定である。制度で使用できるクレジットは、
国内プロジェクトに対してのみ発行される。クレジット発行対象のプロジェクトは 3 つ認
められているが、いずれもメタン破壊系である。最低入札価格は CN$10/t-CO2 と定められ
ており、2013 年 12 月に行われた初のオークションでは、最低入札価格の CN$10.75/t-CO2
で売買が成立した。なお、最低入札価格は、年に 5%上がっていく。


ブリティッシュ・コロンビア州47
ブリティッシュ・コロンビア州では、2003 年に、ETS の導入に向けた法的基盤となる温

室効果ガス削減（キャップ・アンド・トレード）法を通過させた。2007 年の温室効果ガス
削減法では、2020 年までに 2007 年レベルの 33%、2050 年までに同 80%削減を公約。2012 年
初めまでにキャップ・アンド・トレードを開始する予定でいたが、2014 年 1 月末現在、未
だ導入されていない。
また、2010 年からは、カーボン・ニュートラル政府プログラムが開始し、公的機関（政
46

GHG CleanStartTM Registry（http://www.csaregistries.ca/cleanstart/index_e.cfm）
British Columbia 州政府（http://www.env.gov.bc.ca/cas/mitigation/carbon_neutral.html）及び一
般社団法人海外環境協力センターのヒアリング調査に基づく

47
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府省庁含む）はカーボン・ニュートラルを達成するよう義務付けられた。カーボン・ニュ
ートラルに用いられるクレジットは、公共企業である Pacific Carbon Trust(PCT)が州全体
から調達され、単価＄25/t-CO2 で毎年 75～80 万 t-CO2 が税金を使って購入されている。同
州内の企業には炭素税がかけられているが、炭素税導入と同時に法人税等を引き下げるこ
とで企業の負担を減らすとともに、企業が削減活動によって得たクレジットを PCT に売却
することで収益を得られる仕組みを構築している。
（オセアニア・アジア・その他）


豪州
豪州では、2012 年 7 月から、炭素価格付け制度が施行された。2015 年 7 月からはキャッ

プ・アンド・トレード型の排出量取引制度への移行を予定し、EU-ETS 及びニュージーラン
ド排出量取引制度（NT-ETS）とリンクできるよう調整を進めていたが、2013 年 9 月に発足
した新政権は、炭素税の廃止法案を提出。炭素税導入後、排出削減への貢献が微量だった
旨の報告書 が出たこともあり、2014 年 7 月に廃止される見通しが強くなった。


ニュージーランド
ニュージーランドでは、2008 年に NZ-ETS が導入された。 2012 年 11 月に法改正が行わ

れ、固定価格オプション（政府から NZ 排出枠（New Zealand Unit, NZU）を NZ$25/NZU で
購入可能とする措置）及び 1 for 2 オプション（償却義務量の半減措置）の継続や、2015
年としていた農業部門の義務遵守期間開始時期の延期、自動車及びその他商品に含まれる
合成ガスの輸入車等を対象事業者から除外すること等の変更が加わった。
排出枠の平均価格は 2011 年に 16.52NZ ドルで取引されていたが、2012 年においては、
5.57NZ
ドルと暴落、2013 年にはさらに 50%以上下落した。 2012 年の償却量は 2011 年比 64.6%増
の 2,693 万 t-CO2 であり、うち 70%で ERU が使用された。ニュージーランドは、京都議定書
第 2 約束期間を受け入れないことによる市場の不確実性を回避するため、2015 年半ば以降
から国連クレジットの一部が使用禁止となる見通しである48。


中国
中国では、 第 11 次 5 か年計画（2006 年から 2010 年まで）で定められたＧＤＰ当たり

エネルギー消費量の 20％削減目標が達成され、 2011 年から開始された第 12 次 5 か年計
画（2011 年から 2015 年まで）でも、引き続きＧＤＰ当たりエネルギー消費量削減目標（2010
年比 16％減）が設定されている。加えて、森林面積増加の目標や UNFCCC 下の公約である
GDP 当たり CO2 排出量の削減（2020 年までに 2005 年比 40～45%減）等の目標も掲げられて
いる。
2011 年 10 月、国家発展改革委員会（NDRC）は、北京市、天津市、上海市、重慶市、広
48

Bloomberg New Energy Finance

2013 年 12 月 6 日付記事
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東省、湖北省、深圳市の 2 省 5 市において ETS のパイロット事業の実施を発表。2013 年 6
月の深圳市の始動を皮切りに、11 月には上海市と北京市が、12 月には広東省と天津市が排
出量取引制度を開始した。湖北省は 2014 年の第一四半期に開始予定である49。重慶市市場
の開始予定は更新されていないが、2 省 5 市すべてで制度が開始されると、中国国内の GHG
排出量の 20%以上がカバーできるとされている。50

市場で取引されるのは、排出権と国レ

ベルの VER 基準に基づき発行される Chinese Certified Emission Reductions(CCERs)のみ
である。
深圳市市場は、6 月の取引開始時には約 23 元/t-CO2 で取引されていた価格が、個人投資
家の活発な買い付けにより、9 月には EUA 価格の 2 倍（70 元≒US$11.50/t-CO2）にまで高
騰。価格の急激な変動を回避したい当局は、11 月に、市場介入の施策案を公表した。国内
で 2 番目に始まった上海市市場は、27 元（US$4.43）/t-CO2、3 番目に始まった北京市は 50
元（SU$8.2）/t-CO2、入札最低価格（60 元≒US$9.88）を定めている広東省では規定額前後
で、天津市では 26～28 元（US$4.28～4.61）/t-CO2 でそれぞれ取引が開始された。
NDRC によると、2016 年までに国家レベルの制度が導入される予定となっている。なお、
世界で 2 番目の市場規模となる広東省は、将来的に EU-ETS や米国のカーボン市場とのリン
クにオープンな姿勢で臨むという。
2010 年 9 月、中国環境保護部は、低炭素経済の実現を目指し、省エネルギー及び温室効
果ガス排出削減を推進するため、洗濯機・冷蔵庫・複合機・デジタル印刷機の 4 つの製品
分野において、低炭素基準の認証制度を制定。認証を取得するには、同部によって 2008 年
に制定された「中国環境ラベル商品認証基準」と、「国際エネルギースタープログラム」に
適合している必要がある。


韓国51
韓国環境部は、2014 年 1 月 28 日、2020 年の温室効果ガス予想排出量である 7 億 7,600

万ｔ-CO2 の 30％に相当する 2 億 3,300 万 t-CO2 を削減する内容などを含む温室効果ガス削
減ロードマップ（行程表）を確定したと発表52。 2010 年 4 月に成立した低炭素グリーン成
長基本法に基づき、2011 年から、排出量取引制度に先駆け、企業に対し、GHG 排出削減等
の目標を実行させる温室効果ガス及びエネルギー目標管理制度（GHG and Energy Target
Management System, TMS）が運用されている。 2012 年 5 月に「温室効果ガス排出権の割当
及び取引に関する法律」
、同年 11 月に「温室効果ガス排出権の割当及び取引に関する法律
施行令」が成立した。2015 年 1 月からの本格始動の前に、2011 年と 2012 年にモデル事業
を実施。2012 年の事業では、企業負担を少なくするため、取引手段として仮想通貨を支給

49
50
51
52

ロイター通信（http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTJEA0102520140102）
環境省 中国ヒアリング結果（http://www.env.go.jp/earth/er-potential/04/mat03.pdf）
環境省 韓国ヒアリング調査について（http://www.env.go.jp/earth/er-potential/05/mat02.pdf）
聯合ニュース(http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP20140127003000882)
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し、MRV は TMS の基準をそのまま活用できるようにした53。 2014 年 6 月まで 3 回目のモデ
ル事業を実施している54。
韓国では、2007 年に K-VER、2009 年にカーボンフットプリント認証制度55、2011 年 10 月
に低炭素製品認証制度が開始された。低炭素商品認証制度は、GHG 削減目標を達成したカー
ボンフットプリント製品に対し付与されるもので、農産品等の一部製品をのぞくすべての
製品及びサービスが対象となっている。56


カザフスタン
2011 年 12 月、環境法典（Ecological Code）の改正を通じて排出量取引制度（KAZ ETS）

が成立した。2013 年に第 1 パイロットフェーズが実施され、2014 年～2020 年にかけて第 2
フェーズが実施されている段階である。第 1 フェーズのキャップは 1 億 4,700 万 t-CO2（リ
ザーブは別に 2,060 万 t-CO2）であったが、第 2 フェーズでは直線的に引き締められていく。
使用できるクレジットは、国内で創出されたクレジット（一時的動因（Primary Drive）と
リザーブから変換されたクレジット（Converted domestic offsets）の 2 種類）のみであ
り、国連クレジットの使用可否については未定である。Primary Drive とは、制度参加者が、
クレジット創出プロジェクトに直接出資をして得たクレジットであり、無制限で使うこと
ができる。リザーブから変換されたクレジットも、明示的な使用量の制限がない一方、リ
ザーブがなければ使うことができない。将来的に、EU-ETS や他制度とのリンクが検討され
ている。
（その他）
途上国の中には、世界銀行が創設した市場メカニズム準備基金（Partnership for Market
Readiness：PMR）に参加し、市場メカニズムを活用した温暖化対策を実施するためのキャ
パシティビルディング等を進めている国がある（2014 年 1 月末現在、16 か国）。特に動き
が活発なのは、チリ、コスタリカ、ブラジル、メキシコといった中南米である。ブラジル
は、国家レベルでの ETS の導入だけでなく、リオ・デ・ジャネイロの地域 ETS の導入も検
討している57。また、インドネシアが、他国とのリンク可能なボランタリーなカーボン取引
制度を立ち上げることを設立する方向でいるとのことである。
アジア諸国の中には、開発途上国による適切な緩和行動（Nationally Appropriate
53

ソウル聯合ニュース（http://www.wowkorea.jp/news/korea/2012/0506/10097294.html）
アジア・マーケットレヴュー
（http://t21.nikkei.co.jp/g3/ATCD017.do?keyPdf=AMRKDBAMR20130615-10-11%5CAMR%5C10%5C11%5C%5C%5
C2969%5CY%5C%5C20130615-10-11%5CPDF%5C20130615%5Cda7e6b8f&analysisIdentifer=&analysisPrevActio
nId=CMNUF10）
55
韓国環境産業技術院（http://www.ftis.org.tw/active/download/1_6.pdf）
56
LCA の政策活用に関する国際ワークショップ
（http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/lca/pdf/001_06_01j.pdf）
57
ブラジルでは、サンパウロ州でも地域 ETS の導入が検討されていたが、2014 年 2 月に延期が発表された。
（THOMSON REUTERS 2014/2/13 付記事 http://www.pointcarbon.com/news/reutersnews/1.4099173）
54
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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）に提出することが求められている国
もある。適切な緩和行動を策定するに当たり、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クレジット制度(JCM)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。

(2)

ボランタリーカーボン・オフセット制度等

企業の CSR 及び社会全体の環境意識の向上から、国内と同様、海外でも様々なカーボン・
オフセット制度の構築が行われている。カーボン・オフセットの妥当性と透明性等を確保
するために公的な枠組みとして存在する制度から、策定される基準や認証機関が独自のサ
ービスを行うものまで様々な認証が存在する。以下に、世界の自主的な取組としてのカー
ボン・オフセット関連制度を紹介する。


PAS206058
英国の PAS2060 は、2010 年 4 月、英国規格協会（BSI）により発行された国際規格であり、

カーボン・ニュートラルの達成及び立証に関する必要事項が定められている。対象は、実
施者（組織、政府、団体、個人等）が行う活動やイベント、生産する製品等である。カー
ボンフットプリントの算定、管理計画の策定、排出量の削減等について一貫した手法や要
求事項が定められている。オフセットには CDM を通じた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 や JI(Joint Implementation)、VCS(Verified
Carbon Standard、P46)等から創出されるクレジットを使用することとしている。
PAS2060 を利用したカーボン・ニュートラル認証事業は、国際的なオフセット・プロバイ
ダーである Carbon Clear 社などが行っている。


National Carbon Offset Standard (NCOS)59
豪州の National Carbon Offset Standard は、2010 年 7 月、豪州政府が、消費者保護の

観点から導入したカーボン・ニュートラル認証制度である。対象は、組織、製品、サービ
ス、イベントである。カーボンフットプリントの算定、削減措置、第三者検証、カーボン・
オフセットの実施が定められている。算定基準は ISO 14064、ISO 14040、GHG Protocol 及
び National Greenhouse and Energy Reporting Act 2007 に準拠している。オフセットに
は、ACCUs(Australian Carbon Credit Units)、Greenhouse Friendly Program 由来のクレ
ジット、CERs、ERUs、RMUs、Gold Standard(GS、P47)が発行する VERs、VCUs(Voluntary Carbon
Units)等を使用することとしている。2014 年 1 月末日現在、33 の組織が認証を受けている

58
59

BSI(http://www.bsigroup.com/en-GB/)
National Carbon Offset Standard（http://www.climatechange.gov.au/ncos）
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60

。なお、シドニー市、ヤラ市、モアランド市、メルボルン市は、カーボン・ニュートラル

都市として認証を得ている。


carboNZero certification61
ニュージーランドの carboNZero certification は、2001 年、ニュージーランド政府ク

ラウン研究所が、GHG 及び CFP 削減に寄与する手段を提供するために策定した carboNZero
programme の中のカーボン・ニュートラル認証制度である。Landcare Research New Zealand
Limited（国有会社）が事務局として運営を行っている。算定、管理、削減、第三者検証を
行うことが定められている。算定には GHG Protocol、ISO14064 に準拠した算定ツールが提
供されており、カーボン・オフセットには GS、VCS、CDM、JI 等から創出されるクレジット
を使用することとしている。2014 年 1 月末日現在、認証件数は、組織 66 件、組織・製品 5
件、組織・サービス 7 件、製品 6 件、イベント 35 件の計 119 件である62。なお、carboNZero
programme では、組織、商品、サービスにおける排出量算定と管理に対する認証を行う
CEMARS® certification も提供している63。carboNZero programme と同様に削減と第三者検
証が必須であり、2014 年 1 月末日現在、認証取得企業数は 4 か国 154 社である64。


The CarbonFree® Product Certification65

米国の The CarbonFree® Product Certification は、非営利活動法人の The Carbonfund.org
Foundation(Carbonfund.org)が運営する製品を対象としたカーボン・ニュートラル認証プ
ログラムである。LCA(Life Cycle Assessment)66の実施による CFP の把握、削減計画の策定
等が定められている。LCA は GHG Protocol、PAS2050、ISO14044 に基づき実施する。オフセ
ットには carbonfund.org's quality assurance protocol で規定する CDM、 ACR（American
Carbon Registry、P47）、 CAR(Climate Action Reserve、P46)、CCBS(Climate, Community
and Biodiversity Project Design Standards、P48)、GS、VCS 等から創出されるクレジッ
トを使用することとしている。ウェブサイトで LCA の算定ツールも提供している。2014 年
1 月末日現在、認証製品数は 115 件である。

60

National Carbon Offset Certification- accredited business
(http://www.climatechange.gov.au/climate-change/carbon-neutral/carbon-neutral-program/accredit
ed-businesses)
61
carboNZero certification（http://www.carbonzero.co.nz/）
62
carboNZero certified organisations, products and services
(http://www.carbonzero.co.nz/members/cz_organisations_certified.asp)
carboNZero certified events(http://www.carbonzero.co.nz/members/events_certified.asp)
イベントの認証数は 2007 年からの累計である。
63
CEMARS® certification（http://www.carbonzero.co.nz/options/cemars.asp）
64
CEMARS® certified organisations (http://www.carbonzero.co.nz/cemars/cemarscertified.asp)
65
The Carbonfund.org (http://carbonfund.org/)
66

製品等の製造・使用・廃棄に係わるすべての工程での資源の消費・排出物量を計量し、環境への影響を評価する方法
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Climate Neutral Guaranteed67



オランダの Climate Neutral Guaranteed は、Climate Neutral Group が運営するカーボ
ン・ニュートラル認証プログラムである。対象は、イベント、輸送、製品、組織、サービ
スである。バウンダリーの設定、スコープの策定、カーボンフットプリントの算定、排出
量削減努力、オフセットが定められている。算定は GHG Protocol と ISO 14064 に基づき実
施する。オフセットには VCS 及び GS から創出されるクレジットを使用することとしている。
ウェブサイトでは、組織とイベントの CO2 算定ツールを提供している。
Climate label,“CO2 Neutral”68



スイスの Climate label である“CO2 Neutral”は、スイスの環境コンサルティング会社
Swiss Climate Ltd が運営するカーボン・ニュートラル認証プログラムである。カーボンフ
ットプリントの算定、クレジット、第三者検証等について定めている。オフセットには GS
等から創出されるクレジットを使用することとしている。

(3)

都市の GHG 排出算定の取組

都市は、世界全体のエネルギー消費量の 2/3 をその活動により消費し、CO2 総排出量の
70%以上の源となっているが、今後、新興国の経済活動の活発化や人口集中により、さらに
その存在が気候変動への影響を強める可能性がある69。
都市は、国家政府や州政府よりも迅速で実情に即した意思決定と活動ができるため、近
年、都市がリーダーシップをとり、ボトムアップの活動を行う事例や、その活動を評価す
る仕組みが出てきた70。また、2012 年 9 月には、国連環境計画（United Nations Environmental
Plan, UNEP）、都市加盟（Cities Alliance）国連人間居住計画（UN-HABITAT）及び世界銀
行が、都市と気候変動のナレッジセンター（Knowledge Centre on Cities and Climate Change,
K4C)を開設71、2014 年 1 月には、国際連合人間居住計画（UN-HABITAT）の都市・気候変動の
担当特使に、前 NY 市長で、気候変動対策に熱心に取り組んだマイケル・ブルームバーグ氏
が任命されるなど、都市を軸とした気候変動対策が活発になっている。
以下に、都市の GHG 排出量の算定に係る基準やプラットフォームを紹介する。


GLOBAL PROTOCOL FOR COMMUNITY-SCALE GREENHOUSE GAS EMISSION （GPC）72
都市全体の排出量を算定するためのプロトコルとして、C40(The C40 Cities Climate

67

Climate Neutral Group (http://climateneutralgroup.com/en/)
Swiss Climate Ltd (http://swissclimate.ch/e/index.php)
69
C40「Why Cities?」 (http://www.c40.org/why_cities)
70
一例として、米国での持続可能な取組を進めている地域コミュニティを評価するプログラムである『STAR
（Sustainability Tools for Assessing and Rating) Communities）』（http://www.starcommunities.org/）
や、地域の公人が、その地域の気候変動に対する強靭性を強固にするための 3 つの行動を誓約するキャン
ペーン『Resilient Communities for America (RC4A) 』（http://www.resilientamerica.org/）がある。
71
Knowledge Centre on Cities and Climate Change （http://www.citiesandclimatechange.org/）
72
The Greenhouse Gas Protocol（http://www.ghgprotocol.org/city-accounting）
68
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Leadership Group :世界大都市気候先導グループ、P45)、WRI（World Resources Institute：
世界資源研究所）、ICLEI(Local Governments for Sustainability :持続可能性をめざす自
治体協議会、P45)の 3 団体が開発に携わり、2012 年に基礎編のパイロット版第 1 版が公開、
2013 年に同パイロットテストが実施された。GPC の最大の特徴は、GHG Protocol のスコー
プの枠組みを取り入れていることである。スコープを採用し、直接排出と間接排出を報告
させることで、実態により近い排出値の報告を可能としている。パイロットテストの結果
を反映し、2014 年中には基礎編の最終稿が公表される予定となっている。なお、発展編の
最終稿が 2015 年に発行される予定となっている。
PAS 207073



BSI Standard Limited が発行している都市（都市部）の GHG 排出量の評価に関する要求
事項を定めたもの。直接的な GHG 排出量（都市境界内にある排出源からの排出量）及び間
接的な GHG 排出量（都市境界外で生産され、都市境界内で消費・利用される製品やサービ
スからの排出量）を評価対象としている。算定方法として、ダイレクトプラスサプライチ
ェーンに基づく方法（Direct plus Supply Chain, DPSC 法）と消費に基づく方法（Consumption
Base、CB 法）がある。ケーススタディとしてロンドンが協力している。
Climate Positive Development Program (CDPD)74



迅速な都市化と気候変動への対応を推し進めていくため、クリントン気候イニシアティ
ブ（Clinton Climate Initiative, CCI) が C40 と協働し進めているプログラム。本プログ
ラム参加者は、Climate Positive Credits を用い、4 つの段階を踏むことで、カーボン・
ニュートラルを超えた Climate Positive Development を目指す。1 つ上の段階に進むため
には C40 による審査が行われる。2014 年 1 月現在、10 か国 18 プロジェクトが行われてい
る。


CDP Cities75
自治体政府が気候変動について情報公開をするプラットフォームであり、CDP によって運

営されている。2008 年に米国でパイロット施行をし、2009 年に世界的に開始された。特定
の算定基準は設けてられていないが、使用した算定基準を明らかにする必要はある。質問
項目は、統制機能、リスクと適応、機会、排出量、戦略の 5 分野である。2013 年は、110
の都市から報告を受けた。

73

PAS2070
(http://shop.bsigroup.com/Browse-By-Subject/Environmental-Management-and-Sustainability/PAS-20
70-2013/)
74
Climate Positive
（ http://www.clintonfoundation.org/our-work/clinton-climate-initiative/programs/c40-cci-cities ）
75
CDP（https://www.cdp.net/en-US/Programmes/Pages/cdp-cities.aspx）
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ICLEI76



持続可能な開発を公約した自治体で構成された国際連合組織。1990 年、UNEP 等の支持の
もとで創設された。2014 年 1 月末日現在、東京やニューヨーク市等の 12 のメガシティを含
む 86 か国 1,012 都市が参加している。持続可能な都市を目指す自治体をつなぐ場の提供や
技術的なコンサルテーション、情報提供やキャパシティビルディングを行っている。

The C40 Cities Climate Leadership Group（C40）77



2005 年 10 月に設立された気候変動対策に取り組む世界大都市気候先導グループ。温暖化
対策における都市の役割の重要性を重視し、排出削減、気候変動対策の推進等を行ってい
る。参加都市数は 63、東京都、ロンドン市、ニューヨーク市等の経済的に発展した都市の
ほか、アジスアベバ（エチオピア）やボゴタ（コロンビア）等の発展途上国の都市も参加
している。加盟都市の活動をウェブサイト上で紹介するほか、加盟都市同士が、非公開で
直接情報交換を行える場所（C40 Exchange）を提供している。低炭素社会の実現と気候変
動による影響の解決に向けて、リーダーシップを発揮している都市を表彰する『City
Climate Leadership Awards』も主催している。

(4)

世界のクレジット創出制度

世界のボランタリー市場では、多くの種類の VER クレジットが取引されている。近年の
傾向として、プロジェクトの対象地を国内に限定したタイプの VER 制度が世界各地で開発・
運用されている。これに該当する制度としては、我が国の J-VER 制度を始めとし、韓国の
K-VER 制度、ブラジルの Brasil Mata Viva 制度、タイの T-VER 制度などがある。
本項では、昨今のボランタリー市場において取引規模が大きい代表的な VER 制度及びそ
の他の特徴的な VER 制度について紹介する。
なお、本項に出てくる表の読み方は次のとおりである。
運営

該当 VER 制度の運営主体は政府系か民間ベースか

対象地域

プロジェクトの実施可能地域はどこか

森林吸収系方法論

吸収系クレジットの創出は可能か
プロジェクトの実施が、GHG の排出削減・吸収のみならず、他

コベネフィット要件

の効果（たとえば発展途上国における持続可能な開発）の創出
は必須か

登録件数、発行量

76
77

該当 VER 制度下プロジェクト登録数、クレジット発行量等（2014
年 1 月末日の公開数）

ICLEI（http://www.iclei.org/）
C40（http://www.c40.org/）
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Verified Carbon Standard(VCS)78
ボランタリー市場における品質保証されたプロジェクトとクレジットのための認証基準

の提供を目的とし、The Climate Group、IETA、World Economic forum、WBCSD などにより
2006 年に公開された。プロジェクトの実施によって削減・吸収された排出量は Verified
Carbon Unit（VCU） としてクレジット発行される。VCS は、ボランタリー市場において 6
年連続で最も取引量が多かった。15 分野にわたる広い範囲の方法論を備えているが、2012
年の取引では、その 52%が再生可能エネルギー方法論のプロジェクトによるクレジットであ
った。2012 年には、湿原復元の算定方法論を公開した。
VCS はコベネフィット評価を要求していないが、現在までに取引された森林吸収系のクレ
ジットのうち、95%（1,300 万 tCO2 のうち 1,200 万 tCO2）において、コベネフィットを評
価する CCBS が採用されている。なお、VCS と CCBS は、2012 年 11 月、両認証の同時取得に
おいて、経費やプロセスを簡易化できる VCS+CCB Project の規定を公開した。
運営

民間ベース

対象地域

全世界

森林吸収系方法論

あり

コベネフィット要件

なし

登録件数、発行量



プロジェクト登録数：1,145 件
クレジット発行量：143,859,013t-CO279

Climate Action Reserve(CAR)80
2001 年にカリフォルニア州によって設置された California Climate Action Registry が

前身であり、 2008 年から現在の団体として運営されている。GHG 削減プロジェクトの環境
十全性を保証し、米国のカーボン市場における財務及び環境価値の創出と支援に重点を置
いている。プロジェクトの実施によって削減・吸収された GHG 排出量は CRT（Climate Reserve
Tonnes）としてクレジット発行される。VCS の連携プログラムの一つとなっており、CRT か
ら VCU へのクレジットの変換が可能である。2012 年には、カリフォルニア州のキャップ・
アンド・トレードプログラムにおけるプロジェクト登録簿として認められ、また、CAR の持
つ 4 つのプロトコルに基づくクレジットは、一定の手続きを経ることで、同プログラム内
で使用可能なクレジットとして認められている。81

78

VCS (http://v-c-s.org/)
VCS Project data base (http://www.vcsprojectdatabase.org/)
80
Climate Action Reserve （http://www.climateactionreserve.org/）
81
Climate Action Reserve : Compliance Offset Projects
(http://www.climateactionreserve.org/how/california-compliance-projects/compliance-offset-proj
ects/)
79
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運営

政府系

対象地域

北米、メキシコ

森林吸収系方法論

あり

コベネフィット要件

なし

登録件数、発行量



プロジェクト登録件数：206 件
クレジット発行量：45,048,511 t-CO2

82

The Gold Standard(GS) for VERs83
2003 年に世界自然保護基金（WWF）によって設立され、現在は 80 以上の NGO の支援を受

け運営されている。GHG 削減量をクレジットとして評価するだけではなく、持続可能な発展
への寄与について評価する仕組みを備えているところが特徴的。CDM 方法論もしくは GS が
認めた GS-VER 用の方法論に基づいたプロジェクトを GS-VER として認めている。また、GS
の基準に則している CDM や JI のプロジェクトを GS-CDM/JI プロジェクトデータベースで公
開する仕組みを備えている。2012 年、Gold Standard は、森林系のプロジェクトに特化し
た CarbonFix Standard を買収するとともに、森林管理協議会（Forest Stewardship Council、
FSC）とフェアトレードラベルとのパートナーシップも締結した。2013 年には、水の供給、
使用、浄化及び保全利益をもたらす活動を認証するスキーム Gold Standard Water の開発
が進行している旨表明している84。
運営

民間ベース

対象地域

全世界

森林吸収系方法論

あり

コベネフィット要件

あり

登録件数、発行量



プロジェクト登録件数：223 件
クレジット発行量（発行見込みを含む）
：6,500 万 t-CO2 以上85

American Carbon Registry(ACR)86
米国で最初の民間 VER 制度として 1996 年に Environmental Resources Trust により創設

された。プロジェクトにより発行されるクレジットは ERT（Emission Reduction Tons）と
して取引される。なお、ERT は、2013 年 1 月から開始されているカリフォルニア州排出量
取引制度で使用可能なクレジットとして認められた。87
82
83
84
85
86
87

2012 年の米国における市場シェア

Reserve Fact (http://www.climateactionreserve.org/)
The Gold Standard（http://www.cdmgoldstandard.org/）
Gold Standard Water（http://www.cdmgoldstandard.org/our-activities/gold-standard-water）
Gold Standard Project Pipeline (http://www.cdmgoldstandard.org/our-projects/project-pipeline)
American Carbon Registry（http://americancarbonregistry.org/）
Air Resources Board ニュースリリース (http://www.arb.ca.gov/newsrel/newsrelease.php?id=376)

47

は下がったが、ACR のプロトコルは、カリフォルニア州のキャップ・アンド・トレードで新
たに採用されるプロトコルとして検討されている。2012 年には、世界初のデルタ湿原復元
方法論として Restoration of Degraded Deltaic Wetlands of the Mississippi Delta を
承認した。また、北京環境取引所と共同で、Panda Standard（P49）の下で行われる森林、
土地利用プロジェクトが、貧困緩和に与える影響を評価する貧困緩和評価基準ツールを開
発した。
運営

民間ベース

対象地域

全世界

森林吸収系方法論

あり

コベネフィット要件

なし

登録件数、発行量



プロジェクト登録数：91 件
クレジット発行量：38,635,059 t-CO288

Climate, Community and Biodiversity Project Design Standards(CCBS)89
2003 年に設立された The Climate, Community and Biodiversity Alliance により運用さ

れており、GHG 削減のみならず地域コミュニティや生物多様性の保全に寄与するプロジェク
トの開発とマーケティングを支援することを目的としている。CCBS はプロジェクト設計に
有用なルールと手引き、且つ、プロジェクトが社会と環境に与える影響を評価するための
基準である。CCBS では GHG 削減量の定量化及びクレジットの発行を行わないため、プロジ
ェクト事業者がクレジット発行を行いたい場合には、別途クレジットを発行できる制度（た
とえば CDM や VCS）の併用が可能である。なお、2012 年には、VCS との共同プロジェクト承
認及びクレジット発行を可能とした VCS-CCB Certification を導入し、利用者の利便性を
向上させた。
運営

民間ベース

対象地域

全世界

コベネフィット要件

あり

登録件数、発行量

検証済プロジェクト数：17 件90



Plan Vivo91
エジンバラ炭素管理センター（Edinburgh Center for Carbon Management）により 1990

年代から開発が始まり、現在は Scottish charity に登録された Plan Vivo Foundation が
88
89
90
91

ACR Statistics (http://americancarbonregistry.org/carbon-registry)
CCBS (http://www.climate-standards.org/ccb-standards/)
CCBA Verified Projects(http://www.climate-standards.org/category/projects/verified-projects/)
Plan Vivo (http://www.planvivo.org/)

48

開発・運用を行っている。Plan Vivo はプロジェクトに参加するコミュニティが、気候変動、
生活及び生態系の長期的な利益を考慮した土地利用のプロジェクトを実施するための枠組
みを提供している。プロジェクトの実施場所は世界各地（開発途上国）が対象となってい
る。2012 年における Plan Vivo のボランタリー市場におけるシェアは 1%未満であったが、
新しいプロジェクトが徐々に増えており、今後も登録数は増える見込みである。
運営

民間ベース

対象地域

全世界

森林吸収系方法論

あり

コベネフィット要件

あり

登録件数、発行量



プロジェクト登録件数：10 件
クレジット発行量：1,728,572t-CO292

Carbon Farming Initiative（CFI）93
2011 年 8 月、豪州政府のクリーンエネルギー将来計画の一部として、CFI 法（Carbon

Credits (Carbon Farming Initiative) 2011, CFI Act) が議会を通過し、クレジット創出
と取引を規制するために立ち上げられた豪州初の国内制度である。クレジット創出が可能
なプロジェクトは、農業、埋立地、森林に限られている。クレジットは Australian Carbon
Credit Units (ACCUs)として発行され、ボランタリーながら政府の炭素価格付けメカニズ
ムに使用することができる。2012 年の取引実績は 400 万 t-CO2 であった。
運営

政府系

対象地域

オーストラリア

森林吸収系方法論

あり

コベネフィット要件

あり

登録件数、発行量



プロジェクト登録数：100 件
クレジット発行量：4,260,643t-CO294

Panda Standard95
China Beijing Environment Exchange と BlueNext 及び China Forestry Exchange and

Winrock により共同開発され、2009 年に Panda Standard Version1.0 が公表された。農業・
92

Plan Vivo Project Register (http://www.planvivo.org/projects/registeredprojects/)
Carbon Farming Initiative
(http://www.climatechange.gov.au/reducing-carbon/carbon-farming-initiative)
94
Clean Energy Regulator
（http://www.cleanenergyregulator.gov.au/Carbon-Farming-Initiative/Register-of-Offsets-Project
s/Pages/default.aspx）
95
Panda Standard （http://www.pandastandard.org/index_cn.html）
93
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森林を含む土地利用分野（AFOLU）方法論を備えた中国で初めての VER 制度として、China
Beijing Environment Exchange と BlueNext 及び China Forestry Exchange and Winrock に
より共同開発され、2009 年に Panda Standard Version1.0 が公表された。プロジェクトの
対象となる地域は中国国内に限定されており、独自の方法論及び使用が認められた CDM の
方法論を用いることができる。現在、独自の承認済み方法論のもと、プロジェクトが１件
認証されている。
運営

政府系

対象地域

中国

森林吸収系方法論

あり

コベネフィット要件

あり

登録件数、発行量

認証プロジェクト数：1 件96



W+ Standard97
2013 年 4 月、農業と自然資源管理を変える女性組織（Women Organizing for Change in

Agriculture and Natural Resource Management, WOCAN）により、女性の炭素基準（Women’s
Carbon Standard）として創設され、同年 11 月に COP19（ワルシャワ）の場で、現在の名称
への変更が公式発表された。W+ Standard は、世界で初めて女性の社会的利益の評価に特化
した基準であり、既存のコンプライアンス又はボランタリー基準を補完するものである。
プロジェクトデザインと導入の要求事項が 6 つの分野（収入と資産、時間、教育と知識、
リーダーシップ、食料安全保障、健康）に分かれて書かれている。WOCAN が認めた検証人も
しくは検証機関による検証が必須となっている。2014 年 1 月末日現在、方法論は公表され
ていない。
運営

民間ベース

対象地域

全世界（発展途上国）

森林吸収系方法論

なし

コベネフィット要件

あり

登録件数、発行量

なし

96
97

Panda Standard Registered Projects(http://www.pandastandard.org/projects/registered.html)
W+ Standard (http://www.wplus.org/)
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まとめ

カーボン・オフセットの展望

カーボン・オフセットを巡る国内外の動きをみてきたが、総じてカーボン・オフセット
のような市場メカニズムを活用した地球温暖化対策の取組は世界各国で行われており、今
後も拡大していくと予想される。
我が国でも、環境や地域活性化への消費者の関心の高まりを背景とした、地域の祭りや
イベント等における市民レベルでのオフセット活動から、経団連の「低炭素社会実行計画」
に基づく企業レベルでの積極的なオフセット活動等、2014 年度以降も様々なオフセット活
動が取り組まれるものと考えられる。
また、第 2 章で述べたとおり、2013 年度に新設された J-クレジット制度により、今まで
以上にクレジットが利用しやすくなり、国内で創出されたクレジットの利用も引き続き増
加していくと予想されている。
環境省では、カーボン・オフセットが消費者にとって身近な存在となるために、消費
者とのコミュニケーションを充実させ、カーボン・オフセットの認知度、理解度を一層向
上させる普及活動を今後も推進していく予定である。
カーボン・オフセットは、地球温暖化に対して自らの生活を見直すきっかけとなり、ま
たクレジットを通じて環境にやさしい社会を作る手助けができる取組である。カーボン・
オフセットやカーボン・ニュートラルの取組が社会に浸透し、個人、企業、地域社会によ
る地球温暖化対策の輪が更に広がっていくことが期待される。
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各国のカーボン・オフセット/カーボン・ニュートラル認証制度（取組）比較表

国や州政府

調査対象国・州

カーボン関連の施策を実施している国や地域 36 か国 14 州（計 50）

主管の制度

制度数

3（第三者認証をおこなっている制度数：3）

民間主管の

調査対象国

米国・英国・欧州等、環境問題に積極的に取り組んでいる国

取組

取組数

9（第三者認証をおこなっている取組数：2）

下表は、認証基準が明確になっている制度（取組）をまとめたものである。
各国のカーボン・オフセット/カーボン・ニュートラル認証制度（国主管）（2014 年 2 月末現在）
国名
実施主体

日本
国

制度名称

カーボン・オフセット制度

認証主体
開始・発行年

第三者認証
2012 年
・カーボン・オフセットの
取組：制度で認められた認
証機関（民間）
・カーボン・ニュートラル
の取組：カーボン・オフセ
ット制度登録認証委員会
カーボン・オフセット認証
の取組（製品・サービス、
イベント）
、
カーボン・ニュートラルの
取組（組織）

発行元

対象活動

豪州
国
National Carbon Offset
Standard（NCOS）
第三者認証
2010 年

第三者認証
2001 年
Landcare Research New
Zealand Limited
（国有会社）

カーボン・オフセット及び
カーボン・ニュートラルの
取組（組織、商品、イベン
ト）

カーボン・ニュートラルの取
組（組織、商品、サービス、
イベント）

削減努力

クレジット

京都クレジット、J-クレジ
ット、J-VER、地域版 J-ク
レジット、都道府県 J-VER

定量的
・データが入手可能な直近
の基準年の選択又は複数年
の平均を利用する。
・排出削減措置及び削減数
量値を盛り込んだ GHG 管理
計画の策定が義務。
オーストラリア認証クレジ
ット（ACCU 等）、CDM, GS,
VCS

必須。

必須。
※NGER audit

認定ラベル

carboNZero programme

Low Carbon Australia
（政府出資会社）

・カーボン・オフセットの
取組は定性的
・カーボン・ニュートラル
の取組は定量的

第三者検証の
必要性

ニュージーランド
国

※JIS Q 14065 (温室効果
ガス妥当性確認・検証)
における認定を取得した
機関による検証のみが有
効。

framework
に登録されている、又は
ISO14065 に認定されてい
るか ISO14040 に基づく国
際規格に認定されている
機関による検証のみが有
効。

有

有
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定性的
削減計画の策定が必須。具体
的な削減例が提示されてい
る。
京都クレジットも VER も認め
ているが、プロジェクトごと
に品質を審査。

必須。
※検証機関は GHG の検証に精
通していることが求められて
おり、制度が定める研修及び
試験を経て登録される。

有

カーボン・ニュートラル カーボン・ニュートラルの
の取り組み（組織、製品、 取組（組織、製品、サービ
サービス）
ス）

定量的
・排出削減プランの作成が
必要。
・削減努力の定量化と排出
量算定に用いる方法論は
同一である必要がある。

CO2logic initiative

発行元

対象活動

削減努力
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CDM、JI、VCS

要否について言及なし。

有

クレジット

第三者検証
の必要性

認定ラベル

定量的
・実際の排出削減が必須。
・排出削減を実現するた
めの財務的・技術的方法
の明示が必要。

第二者認証
2013 年

認証主体
開始・発行年

有

※検証機関の条件は基準
上に明記されていない
が、公式 WEB サイトには、
検証を担える 5 社が紹介
されている。

必須。

VCS、GS、CAR、ACR、CDM、
JI、CarbonFix Standard、
VER+Stadard

CarbonNeutral Company

CO2 Neutral

取組名称

英国
民間
Carbon Neutral
Certification
第三者認証
2012 年

ベルギー
民間

国名
実施主体

カーボン・ニュートラル
の取組（組織、製品、ブ
ランド）
定量的
・GHG 排出削減目標を含
むカーボンフットプリン
トマネジメントプランの
策定義務。
・総量又は原単位におけ
る削減の実施が必須。

Carbon Clear
（民間）

英国
民間
PAS2060 Carbon
Neutrality
第二者認証
2010 年

有

必須。
※公式ウェブサイトに
は、具体的な検証機関名
は掲載されていない。

有

必須ではない、
※自己宣言、第二者審査、
第三者検証のいずれかを
選択可能。

CER、 ERU、 AAU、 EUA、
VCS、 GS、 CDM
GS(VER)、 VCS 2007

定量的
・削減方法の情報開示は
必須

第三者認証
2012 年
Quality Assurance
Standard Ltd.（民間会
社）
カーボン・オフセット及
びカーボン・ニュートラ
ルの取組み

QAS

英国
民間

各国のカーボン・オフセット/カーボン・ニュートラル認証取組（民間主管）（2014 年 2 月末現在）

定性的
従業員の教育やエネルギ
ーの効率化などを通じて
排出量削減を行う。

第二者認証
2006 年
Carbon Reduction
Institute
（民間）
カーボン・ニュートラル
の取組（事業活動、サー
ビス、製品、イベント）

NoCO2 Program

豪州
民間

必須ではない。

有

※Carbonfund.org が参
加企業の LCA を検証す
る。

有

※自己宣言、第二者審
査もしくは独立第三者
検証が要求される。
第三者検証の場合、検
証機関による検証のみ
が有効。

必須ではない。

ACR、 CDM、 CAR、 SCB、
AEU、 CDM、 JI、 VCS、 GS
GS、 VCS 等

定性的
削減計画に関する年次報
告が必須。

米国
民間
CarbonFree® Product
Certification
第二者認証
2007 年
Carbonfund.org
Foundation
（NPO）
カーボン・ニュートラル
の取組（企業、製品、サ
ービス）
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