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はじめに
我が国におけるカーボン・オフセットの取組は、2008 年の洞爺湖サミットで実施された
ことを契機に広がりを見せ始めた。多くの取組が実施されていく中で、信頼性の高いカーボ
ン・オフセットを推進することを目的として、2008 年に環境省により「我が国におけるカ
ーボン・オフセットのあり方（指針）」が取りまとめられた。同年にはオフセットに用いる
クレジットを創出する制度として「オフセット・クレジット（J-VER）制度」、信頼性のある
カーボン・オフセットの取組を認証する「カーボン・オフセット認証制度」などが創設され、
同時期にはカーボン・オフセットフォーラム（J-COF）の設置、カーボン・オフセット推進
ネットワーク（CO-Net）が設立されるなど、カーボン・オフセットに取り組む機運の高まり
と共にカーボン・オフセットの取組を推進する基盤が整備され、現在までに多くの取組が実
施されてきたところである。
カーボン・オフセットはクレジットを活用することで比較的容易に取り組むことができ
る温暖化対策でもあり、その仕組みを通じて再生可能エネルギーの導入や森づくりなどの
温室効果ガスの削減・吸収プロジェクトへの支援を行うことができる社会貢献活動でもあ
る。また、消費者はカーボン・オフセット商品又は環境貢献型商品を購入することで、商品
を通じて温室効果ガスの削減・吸収活動を支援することができるため、広く消費者をも巻き
込んだ温暖化対策を推進することが可能となる。
近年においては、地球温暖化が影響しているとみられる異常気象が世界各地で発生し、そ
の被害が数多く報告されており、地球温暖化対策への重要性の認識は高まるばかりである。
地球温暖化を止めるためには温室効果ガスの排出量を自然界での吸収量よりも小さくする
必要があるが、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
均でも初めて 400ppm を超え、2016 年 1 月時点での二酸化炭素濃度は 402.52 ppm（1 ヵ月平
均） 、2017 年 1 月時点で 406.13 ppm（1 ヵ月平均）となっており引き続き上昇傾向にあ
り 1、米航空宇宙局（NASA）と米海洋大気局（NOAA）からは、2016 年は観測史上最も暑い年
を記録し、長期的に地球温暖化が継続していることは明らかであると発表されている 2。
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。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とは異なり、我が国における「カーボン・オフセット」
は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。

1 NOAA Earth System Research Laboratory（https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends）
2 National Aeronautics and Space Administration（https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data-show-

2016-warmest-year-on-record-globally）
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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 3」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、すなわち『知って、減らして、オフセット』の取組を
いう 4。

図 1-1

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、次頁に示す『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。

3

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）第 2 版」
（2014 年 3 月）
（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset/guideline/140331guideline.pdf）

4

2
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図 1-2

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 5。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 6。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用意さ
れている。
5
6

『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
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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制度
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 7、Ｊ－クレジット制度、
二国間クレジット制度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 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。

図 1-3 カーボン・オフセットを通じた資金の流れ

7

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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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 8。

(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（Verified Emission Reduction）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
8

詳細は第 2 章以降を参照。
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には、AAU（Assigned Amount Unit）
、ERU（Emission Reduction Unit）
、CER（Certified
Emission Reduction）
、RMU（Removal Unit）の 4 種類が存在するが、特に CDM の下で発行さ
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。京都議
定書第二約束期間に参加しない我が国においては、2015 年 11 月以降は京都クレジットの償
却はできず、取消のみ可能となっている 9。
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、各認証制度等における要求と
併せて、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、これらが生じたとしても発行済みクレジットの価値が損なわれないよう、
補填措置などの仕組みが不可欠である。
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。

9

償却とは、京都クレジットを京都議定書第一約束期間の約束達成に用いるために、日本の国別登録簿上の償却口座へ
移転することをいう。取消とは、京都クレジットを京都議定書第一約束期間の約束達成には用いないこととするため
に、国別登録簿の取消口座に移転することをいう。このため、京都議定書第一約束期間中に国内で排出される温室効果
ガスをオフセットする際にクレジットを取り消した場合には、京都議定書の目標達成とは別に世界全体での温室効果ガ
スの削減に貢献したことになる。
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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 1414 件（2017 年 2 月末時点）に達している。ま
た取組の内訳は、オフセット製品・サービスが最も多く（約 40％）、次いで自己活動オフセ
ット(12％)、会議・イベントオフセット(9％)となる。

図 2-1

国内におけるカーボン・オフセットの取組件数の推移（報道発表ベース）

業種別に見ると、製品・サービスに関連した製造業、サービス業、卸売・小売業が上位を
占めついで金融・保険業となっている。
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国内におけるカーボン・オフセット事例件数（業種別）
その他
市場流通型
クレジット利用

飲食店・宿泊業
公務

非市場流通型
クレジット利用

建設業
不動産業
運輸業
情報通信業
金融・保険業
卸売・小売業
サービス業
製造業
0

図 2-2
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国内における業種別カーボン・オフセット取組事例件数（報道発表ベース）

カーボン・オフセットに使用されたクレジットについて、報道発表の情報をもとにした場
合、2007 年 12 月から現在までに使用されたクレジット（累計）の割合は CER が最も多く
（62％）
、J-VER が 29％となっている（図 2-3）。他方、直近 3 年間の年間の使用クレジット
は、J-VER の使用が 7 割から 8 割を占めている。また 2015 年から J-クレジットの使用が増
えてきている（図 2-4）
。

図 2-3

カーボン・オフセットに用いられたクレジット割合（2007 年以降の累計）
（報道発表ベース）

8

カーボン_面付け用.indd

10

2017/03/18

9:53:01

図 2-4

最近 3 か年の国内におけるカーボン・オフセット事例における使用クレジットの割合
（報道発表ベース）

他方、毎年実施している「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
ト調査 」 10 では 2016 年 1 月～12 月の使用クレジットの動向として購入したクレジットの
種類・価格や、活用用途、今後の予定についてアンケートを実施した。
アンケートの対象はカーボン・オフセット制度のオフセット・プロバイダープログラム参
加者 6 社対象とした。
その結果、
「カーボン・オフセットに関して購入したクレジット」は CO2 トン換算で合計
399,855 t-CO2 と前回 2015 年の調査結果（7 社回答）の 22,344 t-CO2 の約 18 倍となった
（表 2-1）
。また、前年の調査では国内クレジットが購入量の半数近くを占めていたが、今
回の調査では、購入量の 82％が J-クレジット（森林分野以外）となった。

10

「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」は、カーボン・オフセットやカーボン・クレ
ジットの市場動向を把握するツールとして、2009 年から 2011 年にかけて、株式会社日本政策金融公庫の国際部門で
ある国際協力銀行（現、株式会社国際協力銀行（JBIC））が、その後一般社団法人海外環境協力センター（OECC）が
アンケート調査をしている。今回の調査では、カーボン・オフセット制度のオフセット・プロバイダープログラムに参
加いただいている 6 社の協力を得て、2016 年の動向と今後の見通しについて回答を得た。なお、カーボン・オフセッ
トに関する排出量取引は本調査対象企業以外も行っていることから、今回発表する数字はカーボン・オフセット市場全
体ではなく、あくまで調査対象企業 6 社による回答であり、また協力いただいた企業が全ての質問について回答された
ものでないことに留意する必要がある。
アンケート協力企業（50 音順）
：株式会社イトーキ、株式会社ウェイストボックス、カーボンフリーコンサルティング
株式会社、グリーンブルー株式会社、マイクライメイトジャパン株式会社、三菱 UFJ リース株式会社
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表 2-1

カーボン・オフセットに関して購入したクレジット等

クレジットの種類

購入量 （単位：t-CO2）

京都クレジット
J-クレジット【森林分野以外】
J-クレジット【森林分野】
オフセット・クレジット（J-VER）
国内クレジット
グリーン電力証書
合計

1,000

0.25%

329,150

82.32%

81

0.02%

5,388

1.35%

61,776

15.45%

1,000

0.25%

399,855

購入したクレジットの価格帯についての回答で最も多かったのは、京都クレジットが
1,000 円/t-CO2～1,500 円/t-CO2 未満 、オフセット・クレジット（J-VER） が 5,000 円/tCO2～10,000 円/t-CO2 未満、国内クレジットが 1,000 円/t-CO2 未満、J-クレジットについ
ては、森林分野以外のクレジットが 1,000 円/t-CO2 未満、森林分野のクレジットが 10,000
円/t-CO2～15,000 円/t-CO2 であった。購入したクレジットの活用用途については、
「オフセ
ット代行サービス」
「オフセット・プロバイダーへの転売」の割合が前年に比べて大幅に減
少する一方で、J-クレジット（森林分野以外）、国内クレジットを中心とした「オフセット
を行う企業への転売」が急増した。最近、電気事業者による GHG 排出係数調整のためのクレ
ジット需要が増加傾向にあるが、「オフセットを行う企業への転売」には、電気事業者への
転売が多く含まれると考えられる（図 2-5）
。

図 2-5

購入したクレジットの活用用途

また、今後、実際にプロバイダー業務で取扱う見込みがあるクレジットについては、J-ク
レジットを挙げたプロバイダーが 4 社、J-VER、国内クレジットと回答した企業が、それぞ
10
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れ 3 社となった（図 2-6）
。1,500 円未満での購入が多い京都クレジットや国内クレジット
より 4 倍～6 倍程度の価格で取引される J-VER ではあるが、前回調査結果と同様、取扱い見
込みのあるクレジットとしては引き続き、関心の高さが伺える。

(回 答 数)

図 2-6

(2)

今後、カーボン・オフセットに利用する見込みのあるクレジット

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。


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。
表 2-2

2016 年度 J-COF 出展イベント

富山環境展

2016 年 5 月 13 日～16 日

エコライフ・フェア 2016

2016 年 6 月 4 日～5 日

環境広場さっぽろ 2016

2016 年 8 月 5 日～7 日

エコプロ 2016

2016 年 12 月 8 日～10 日

スーパーマーケットトレードショー2017

2017 年 2 月 15 日～17 日
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スーパーマーケットトレードショー2017 では、
『ECO VALUE STORE』として、日本全国の環
境貢献型商品約 100 点を展示・紹介し、スーパーマーケットや百貨店における環境貢献型商
品の販売（消費者への機会提供）が、スーパーマーケット及び百貨店自体の環境・社会貢献
活動となり得ることについて訴求活動を行った。


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、関係省庁の大臣賞や優秀賞等、優れた取組を表彰するカ
ーボン・オフセット大賞などの事業を行っている。平成 28 年度のカーボン・オフセット大
賞受賞団体を表 2-3 に示す。
表 2-3

第 6 回カーボン・オフセット大賞大臣賞受賞者一覧

賞名

受賞団体名

活動内容

株式会社 スーパー
ホテル

スーパーホテル公式 HP
予約による宿泊（エコ
泊）のカーボン・オフ
セット

経済産業大臣賞

宮古島観光協会

スポーツイベントによ
るカーボン・オフセッ
トの普及
～選手参加型カーボ
ン・オフセット活動～

農林水産大臣賞

日南町

日本初！カーボン･オフ
セット道の駅『にちな
ん日野川の郷』

環境大臣賞
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(3)

オフセット宣言

カーボン・オフセット宣言は、個々のカーボン・オフセットの取組内容を社会に広く情報
提供できるよう、平成 27 年 3 月に開設された。カーボン・オフセットに取り組む実施者が
専用のウェブサイトにてカーボン・オフセットの取組内容を入力・登録し自己宣言をするこ
とで、自らカーボン・オフセットの取組の透明性を高め、信頼性の向上をはかり、取組内容
の PR を行うことができる仕組みである。
2015 年 3 月から 2 年間で約 730 件のカーボン・オフセット宣言がされている。

図 2-7

(4)

カーボン・オフセット宣言登録ウェブサイト

補助事業

平成 28 年度は環境貢献型商品開発・販売促進支援事業として、カーボン・オフセットの
仕組みを利用した環境貢献型商品の開発・販売促進を行おうとする事業者支援を目的とし
た相談窓口の設置やマッチング等を行う事業者に対して、環境省が補助金を交付する制度
が創設された。
＜環境貢献型商品とは（補助事業における定義）＞
消費者が、商品の購入を通じて、CO2 の排出削減、吸収量を増やす取組を支援する
ことができる商品のこと。
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平成28年度

平成27年度要求額
平成25年度予算
環境貢献型の商品開発・販売促進支援事業（農林水産省連携事業）の概要
○○百万円 億円

背景・目的

事業概要

 消費者は自主的に環境にやさしい商品を選択（アン
ケート調査結果：約8割）
 消費者のニーズにマッチした商品を供給するため、
排出削減プロジェクト等によるクレジットを活用
 クレジットを創出する地域社会への資金還流を促進
（ポテンシャルとして年間約40億円が地域に還流）

各地域における商品開発の相談窓口・マッチングを担う事業
者を支援し、更なる商品化を促進

事業スキーム

 地域の環境保全及び温室効果ガス削減・吸収プロジェク
トへの投資の促進
 毎年6万t-CO2のカーボン・オフセットの実施等を目指す
ことによる地域経済の循環促進及び知名度拡大による地
域活性化

直接補助

（補助率）1/2
民間団体等

国

補助金

実施期間：平成27～28年度
地域社会（クレジット創出者）

期待される効果

クレジット

メーカー、小売店等

・J-クレジット制度の円滑な運用

・環境貢献型の商品開発・販売促進への補助

・J-クレジットの創出支援

・商品化の技術的支援

温室効果ガス
の排出削減

・カーボン・オフセット制度の円滑な運用

太陽光
発電

バイオマス
利用

＜クレジットを付与した農産物の例＞

地域経済の
循環の拡大

地域活性化と排出削減の同時達成

図 2-8

民間資金の還流

消費者

積極的な購入

環境貢献型商品開発・販売促進支援事業のスキーム図

この補助金により、平成 28 年度は 9 の民間団体が北海道、関東、中部、近畿、中国、四
国、九州地方の各地にて環境貢献型商品開発の支援活動を行った。

(5)

グリーン購入とカーボン・オフセット

平成 25 年度に作成されたグリーン購入プレミアム基準策定ガイドライン
（環境省）には、
グリーン購入における特定調達品目の判断基準への上乗せを推奨する環境配慮の一つとし
てカーボン・オフセット認証が盛り込まれている。これを受け、環境省の『平成２６年度環
境物品等の調達の推進を図るための方針』の中にはカーボン・オフセット認証取得商品の調
達について盛り込まれており、地方自治体においても調達時に配慮する環境ラベルとして
カーボン・オフセット認証を含めるよう検討も進められている。またグリーン購入ネットワ
ークが運営する「エコ商品ねっと（グリーン購入法適合商品等の環境配慮型製品やサービス
の環境情報を掲載する日本最大の環境配慮型商品データベース）11」においてはカーボン・
オフセット認証取得商品の掲載が可能となるなど、グリーン購入と連動したカーボン・オフ
セットの動きも広まりつつある。
なお、後述するカーボン・オフセット制度が民間認証に移行していくことをふまえ、グリ

11

エコ商品ネット（http://www.gpn.jp/econet/）
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ーン購入プレミアム基準策定ガイドラインにおけるカーボン・オフセット認証においても、
民間認証が可能となるよう改訂を実施している。

(6)

カーボン・オフセットの認知度・理解度と消費者行動

スーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート、百貨店、ドラッグストアのいず
れかで月に 1 回以上買い物をしている男女 20～69 歳の消費者 2,000 人を対象に、2016 年に
カルネコ株式会社が実施した環境意識に関するアンケート調査の結果 12を以下に紹介する。
地球温暖化対策に関する用語の認知度・理解度については、
「温室効果ガス」の「意味を
詳しく知っている」と回答した消費者が 35％、
「聞いたことはある」と回答した消費者と合
わせて 85％と認知度が高い。一方で「カーボン・オフセット」は「意味を詳しく知ってい
る」が 12％、
「聞いたことがある」を合わせても 46％と半数を下回っている。更に「クレジ
ット」については 8 割以上の消費者が「知らない」と回答している（図 2-9）。今後、カー
ボン・オフセットの認知度向上とともに、理解度を向上させるためには、カーボン・オフセ
ットの仕組みの一要素であるクレジットについても認知度の向上を図る必要があると考え
られる。

図 2-9

地球温暖化対策に関する用語の認知度・理解度

12 カルネコ株式会社「生活者環境意識に関する調査（2016 年度版）
」
（https://www.evic.jp/evi/pdf/consumer_report.pdf）
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カーボン・オフセットの仕組みを利用した商品などの環境貢献型商品については、「継続的
に購入・使用している」
「購入・使用したことがある」と回答した消費者は 32％、
「今後購
入・使用したい」を含めると 55％と半数を上回る結果となっている（図 2-10）
。

図 2-10

環境貢献型商品購入・使用状況

また、商品を購入する際、当該商品が環境貢献型商品である場合、購入意欲が「高まる」
「少
し高まる」と回答した消費者は 60％を超えたものの、実際に商品を選択する・購入する際、
「一割以上価格が高くても環境貢献型商品を選ぶ」
「やや高くても環境貢献型商品を選ぶ」
という価格への容認性がある消費者は 2 割程度にとどまっている（図 2-11、図 2-12）
。

図 2-11 購入意欲の変化
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図 2-12 商品選択・購入決定への影響
環境貢献型商品を販売、提供する企業への要望（複数回答可）としては、
「もっと活動（当
該商品が環境保護活動等につながっていること）を PR する」が 33％、
「対象商品を増やす」
が 35％となり、積極的な情報提供と及び幅広い環境貢献型商品が求められていることがわ
かる。今後、消費者に伝わりやすいかたちで、様々な環境貢献型商品が市場に出回れば、カ
ーボン・オフセットの認知度・理解度の向上にもつながると考えられる。

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 13。運用開始からおよそ 5 年間続けてきた制
度ではあるが、前述のオフセット宣言等、認証を経ずにカーボン・オフセットに取り組む事
例が増加してきたことを受け、本年度をもって新規の認証等を終了することとなった。今後、
カーボン・オフセットの取組に対する認証は民間団体（カーボンオフセット協会）が行う予
定となっている（2017 年 3 月時点）
。
（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

13
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。
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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 2-13

カーボン･オフセット制度の運営体制

（プログラム構成）
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。


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。

18
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（件）

図 2-14

カーボン･オフセット認証数推移

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。
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 14が多く、2016 年 12 月末までの累計認証
数は 320 件となっている。

14

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）
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図 2-15

カーボン･オフセット認証ラベル

カーボン・ニュートラル認証
「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。
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）15、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。2015 年 12 月末までの累
計認証数は 21 社となっている。

図 2-16



カーボン･ニュートラル認証ラベル

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
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））
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の管理体制や実際の取引内容がオフセット・プロバイダー基準を満たしているかどうか確
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)

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。2016 年 9 月 28 日
に開催された第 11 回Ｊ－クレジット運営委員会においてＪ－クレジット制度の延長が承認
され、2030 年まで制度運用を行うことが決まった。
Ｊ－クレジット制度の構築にあたっては、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。
（方法論 16）
本制度では、2016 年 12 月時点で J-クレジット認証委員会が定める 6 分野 61 の方法論
（省エネルギー等：40、再生可能エネルギー：9、工業プロセス：5、農業：3、廃棄物：2、
森林：2）が公開されている。
（クレジットの認証量と無効化量）
2017 年 1 月時点で、登録プロジェクト数は 567 件（うち J-VER 制度及び国内クレジット
制度からの移行は 377 件）
、クレジット認証は 299 件、累計 1,972,703 t-CO2、無効化量は
1,122,132 t-CO2 である。

16

J-クレジット制度方法論一覧（http://japancredit.go.jp/menu04/methodology.html）
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（地域版Ｊ－クレジット制度）
地域版Ｊ－クレジット制度とは、地方公共団体が温室効果ガス排出削減・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－クレジット制度の制度文書に整合していると
Ｊ－クレジット制度運営委員会により承認された制度であり、創出されたクレジットはＪ
－クレジットと同列にＪ－クレジット登録簿で管理される。
地域版Ｊ－クレジット制度には、新潟県が運営する「新潟県版Ｊ－クレジット制度」と高
知県が運営する「高知県版Ｊ－クレジット制度」がある。

(3)

二国間クレジット制度

17

二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism: JCM）は、途上国への優れた低炭
素技術・製品・システム・サービス・インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室
効果ガス排出削減・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
することを目的として構築・実施されている。

*MRV：Measurement (測定)、Reporting(報告)、Verification(検証)
図 2-17 JCM の基本概念（新メカニズム情報プラットフォーム掲載の図を引用）

JCM の基本概念として、以下の 3 点が挙げられる


優れた低炭素技術・製品・システム・サービス・インフラの普及や緩和活動の実施を加
速し、途上国の持続可能な開発に貢献する



日本からの温室効果ガス排出削減・吸収への貢献を、測定・報告・検証（MRV）方法論
を適用し、定量的に適切に評価し、日本の排出削減目標の達成に活用する



地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収行動を促進することにより、国連気候変動枠
組条約の究極的な目標の達成に貢献する。
日本は 2011 年から開発途上国と JCM に関する協議を行ってきており、2017 年 1 月時点

で、計 17 か国（モンゴル、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、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チ
リ、ミャンマー、タイ、フィリピン）の政府と二国間文書の署名を行っている。
17

新メカニズム情報プラットフォーム（http://www.mmechanisms.org/initiatives/jcm.html）
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また、2020 年以降の気候変動対策に関する新たな法的枠組みとなるパリ協定（Paris
Agreement）を含む COP 決定が 2015 年 12 月に開催された COP21 で採択された。その中のパ
リ協定第 6 条において、海外で実現した緩和成果を時刻の排出削減目標の達成に活用する
場合の規定「協力的アプローチ」として、JCM を含む市場メカニズムの活用が位置づけられ
ている 18。

18

国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（COP21）京都議定書第１１回締約国会合（CMP11）等（概要と評価）
（http://www.env.go.jp/earth/cop/cop21/cop21_h271213.pdf）
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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、最新情報は主に世界銀行及び ECOFYS の「State and Trends of Carbon
pricing 2016」 19、Ecosystem Marketplace の「State of the Voluntary Carbon Markets
2016」 20及び各国が UNFCCC に提出している Intended Nationally Determined
Contributions：INDC（各国が自主的に決定する約束草案） 21に基づいている。また、各制
度のこれまでの経緯等に関する記述については、世界銀行の「Mapping Carbon Pricing
Initiatives」に基づいている。

1 世界のボランタリーカーボン・マーケットの概況
(1)

ボランタリーマーケットの動向

2015 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）
2015 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 8,410 万 t-CO2 であった。
2014 年と比べると 10％増加しており、これは主に、義務的なカーボンプライシングを行っ
ていない国または地域の民間セクターにおいて、自主的なオフセットが増加していること
に起因している。

図 3-1

ボランタリーマーケットでのクレジット取引量の推移

世界銀行「State and Trends of Carbon Pricing 2016」
(http://documents.worldbank.org/curated/en/598811476464765822/State-and-trends-of-carbon-pricing)
20
Ecosystem Marketplace, Raising Ambition: State of the Voluntary Carbon Markets 2016 (http://foresttrends.org/releases/p/raising_ambition)
21 UNFCCC INDC Portal (http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php)
19
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ボランタリーマーケットのプロジェクトタイプ別の取引内訳では、風力発電（Wind）プロ
ジェクトによる取引が最も多く（約 25％、12.7Mt-CO2）
、次いで REDD＋のプロジェクト（約
22％、11.1Mt-CO2）
、メタン回収プロジェクト（約 16％、8Mt-CO2）となっている。風力発電
プロジェクトの上昇には、その値ごろ感と「理解しやすさ」が寄与しているものと見られて
いる。森林減少回避のプロジェクトについてはドイツやノルウェーの開発会社が発展途上
国と REDD＋等の森林減少回避プロジェクト開発について覚書を結んだことが影響し 2013～
2014 年には最も取引量が多かったが、
2015 年にはそこまで大きな需要に結びつかなかった。
なお、プロジェクトタイプ毎の平均取引価格については、風力発電は 1.9 ドル/ｔ-CO2、REDD
＋プロジェクトが 3.3 ドル/ｔ-CO2、メタン回収は約 2 ドル/ｔ-CO2 となっている。

(百万 t-CO2)

図 3-2

ボランタリーマーケットでの取引内訳（プロジェクトタイプ別）

（各 VER 制度の取引量）
2015 年のボランタリーマーケットでは Verified Carbon Standard （VCS）制度が VER 制
度の中で最も多く 1,760 万 t-CO2 の取引が行われた。なお、VCS にコベネフィット評価がつ
いた VCS＋CCBS は 570 万 t-CO2 の取引があり、全て含めるとボランタリー市場の総取引量
の約 47.7％を占めている。また VCS 制度に次ぐ取引としては、米国の CAR 制度の 880 万 tCO2 となっている。
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(百万 t-CO2)

図 3-3

主要な VER 制度の取引量の割合(2015)

（取引総額及び取引価格）
2015 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 2 億 7,800 万ドルで、2014
年比で 6.7％の減少となった。また、取引されたクレジットの平均価格は 2014 年の 3.8 ド
ル/t-CO2 より下落して 3.3 ドル/t-CO2 となリ、2011 年から連続して下降している。2015 年
に取引されたクレジットのうち半分以上（52%）が 3 ドル/t-CO2 以下で売買されている。こ
の下落傾向は、硬直した価格競争、クレジットの供給過多などの他、米ドルの交換レートの
変動が影響しているものとみられる。
（取引傾向）
当初より、北米やヨーロッパといった多量の GHG 排出エリアにおいて、より多くのクレジ
ットの需要が見られる。2015 年に最も需要の高かった北米では 1600 万 t-CO2 のクレジット
が買われ、これはヨーロッパ諸国での需要の合計 1610 万 t-CO2 とほぼ同等である。なお、
26
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2015 年のヨーロッパでは、イギリス、オランダ、フランスがクレジットの需要が高い国と
して挙げられる。
クレジットの供給地としては、需要と同じエリアが選択されるケースが多く、ヨーロッパ
で購入されるクレジットのうち 68%はヨーロッパ内の需要によるものである。同様に、北米
の場合は 90%が、オセアニアの場合は 88%が、ラテンアメリカでは 94%が、アジアでは 84%が
域内需要となっている。
クレジット供給地として最も多いのが北米で（1 億 5400 万 t-CO2）
、続いてインド（6700
万 t-CO2）
、インドネシア（4600 万 t-CO2）の順となっている。

2 世界のカーボン・オフセット関連制度
本章では、まず世界の主要各国・地域における市場メカニズムを活用した温暖化対策に関
する概況について説明し、その次に世界のボランタリーなカーボン・オフセット制度及びク
レジット制度の概要について最新情報を記載する。

(1)

市場メカニズムを活用した温暖化対策の概況

近年、気候変動に対する緩和策として、二酸化炭素への価格付け（Carbon pricing）を行
う施策（排出量取引制度及び炭素税など）が世界的に広まり始めている。現在、約 40 の国
と 24 の都市・州・地域が排出量取引制度もしくは炭素税の取組を実施しており、世界全体
の GHG 排出量の 13％に当たる約 7Gt-CO2e がそれらの制度の対象となっている。以下に、主
要な国・地域の排出量取引制度及び炭素税等の取組について述べる。
【欧州】


欧州連合域内排出量取引制度（European Union Emission Trading Scheme: EU-ETS） 22
欧州連合域内排出量取引制度（European Union Emission Trading Scheme: EU-ETS）は

2005 年に開始された欧州連合（EU）域内における GHG 削減のための世界最大の排出量取引
制度であり、現在 31 カ国（EU28 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。
2015 年 3 月に提出された INDC によれば、EU は域内施策の実施により CO2 排出量を 1990
年比で 2030 年までに少なくとも 40％削減する目標を掲げており、EU-ETS は EU 全体の GHG
排出量の 45％を対象とし、削減目標達成のための主要施策として位置づけられている。
これまで第 1 フェーズ（2005～2007 年）
、第 2 フェーズ（2008～2012 年）を経て、現在は
第 3 フェーズ（2013～2020 年）期間中である。フェーズ 3 終了後に予定されるフェーズ 4
（2021 年以降）に関しては、2015 年 7 月に欧州委員会により 2030 年目標を達成すること

22

欧州委員会 The EU Emission Trading System(http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm)
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を目指した制度改正案が提案されている 23。
対象セクター・GHG についてはフェーズを追うごとに範囲を広げており、第 3 フェーズで
は電気・熱生産、石油精製、製鉄、セメント生産等のエネルギー多消費施設、民間航空部門
からの CO2 排出、工業プロセスでの N2O 排出、アルミニウム生産からの PFCs 排出が対象と
なっている。
排出枠の割当方法としては、当初グランドファザリング方式が中心であったが、第 3 フェ
ーズ以降は一部のセクターに対してベンチマーク方式が統一ルールとして定められ、また
無償割当枠を段階的に減らしていく方針の下、オークションによる有償割当の割合を増や
している。
航空部門への規制については、現状では域内で操業する航空会社のみが引き続き制度の
対象とされているが、これと並行して国際民間航空機関（International Civil Aviation
Organisation: ICAO）が市場メカニズムを用いた国際的な削減対策を検討し、2021 年から
は各国自主的に、2027 年からは義務的に実施することとしている。
排出量取引に可能な外部クレジットとしては、CERs 及び ERUs が使用可能であるが、プロ
ジェクト種別による使用可否を定める質的制限及び使用量の上限を定める量的制限がルー
ルとして設けられている 24。
EU-ETS における排出枠価格の安定性と予測可能性をより高めるため、2015 年 10 月に市
場安定化リザーブが法制化され、同リザーブからの排出枠の供給が 2019 年１月に始まるこ
ととなった。また、欧州委員会は 2015 年 7 月に 2020 年以降の EU-ETS の見直し提案を行っ
た。主な変更点は、年次総排出枠削減率の 1.74％から 2.2％への引き上げ、炭素リーケージ
のリスクが最も高いセクターへの無償排出枠ルールの見直し、低炭素イノベーションや低
所得加盟国のエネルギーセクターの近代化のための資金を供給するファンドの設立等であ
る。


スイス
スイスでは国内電力供給の 40%を占める原子力を段階的に廃止することを含む「エネルギ

ー戦略 2050」が 2011 年 5 月に国会により承認、発表されている。GHG 排出削減目標として
は、CO2 法 25において 1990 年比で 2020 年までに 20％削減することが目標として設定され
ており、更に 2015 年 2 月に提出された INDC においては 1990 年比で 2025 年までに 35%削減
されることが想定され、2030 年までに 50％削減する長期目標が設定されている。
また CO2 法では、主な GHG 削減施策として、炭素税、排出量取引制度、建築物の改修プロ
グラム、自動車燃費規制等が挙げられている。2008 年からは運輸用燃料を除く化石燃料を
対象とした炭素税が導入され、炭素税率は燃料由来の CO2 排出量の削減目標に係る達成状
況により増税できる仕組みとなっており、2014 年に目標達成できなかったことから 2016 年
23
24
25

欧州委員会ニュース 2014/1/22 (http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2014012201_en.htm)
EU-ETS Handbook (https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf)
Federal Act on the Reduction of CO2 (https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20091310/index.html)
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には 60 CHF84/t-CO2 から CHF84/t-CO2 に増税された。2016 年 3 月には、CO2 法の改正が公
表され、炭素税を 2020 年以降段階的に CHF240/t-CO2 まで増税していくことが盛り込まれ
た。2016 年における排出量によっては、2018 年 1 月に再度炭素税額の調整が行われる可能
性がある。
スイス ETS 26は、当初ボランタリーフェーズ（2008～2013 年）として 5 年間実施された後、
義務化フェーズ（2013～2020 年）からは大規模エネルギー消費事業者について参加が義務
化され、中規模事業者は自主的な参加という位置づけとなった。義務化フェーズにおいては
国内 GHG 排出量の約 10％が制度の対象となっている。また、排出量取引制度参加者につい
ては炭素税の課税が免除されている。
スイス ETS では、使用可能な外部クレジットとして CER と ERU があるが、プロジェクト
実施地域やプロジェクト種別による質的制限及び使用量に対する量的制限が定められてい
る。
スイス及び EU はお互いの排出量取引制度のリンクに向け、2011 年から検討を行っていた
が、2016 年 1 月に双方の合意に至った。また、スイス ETS では現状は航空部門の GHG 排出
量を対象外としているが、EU-ETS とのリンケージの開始以降は、EU-ETS と同様のルールを
採用するとしている 27。


フランス
フランスでは 2014 年 4 月より炭素税が導入されており、EU-ETS の対象となっていない

化石燃料を課税対象としている。2016 年１月に 14.5 ユーロ/t-CO2（16 米ドル/t-CO2）か
ら 22 ユーロ/t-CO2（24 米ドル/t-CO2）に引き上げられ、その後毎年 8.5 ユーロ/t-CO2（9
米ドル/t-CO2）ずつ引き上げられ、2020 年には 56 ユーロ/t-CO2（62 米ドル/t-CO2）にな
る。2030 年には 100 ユーロ/t-CO2（111 米ドル/t-CO2）に達する見込みとなっている。政
府は、2017 年に同国内の電力部門に下限炭素価格（carbon price floor）を導入すると発
表した。下限炭素価格の詳細は 2017 年財政法案に規定される予定である。また、2015 年
7 月にはエネルギー移行法案（La loi de transition énergétique）が可決成立し、国内
の GHG 削減目標として 1990 年比で 2030 年までに 40%削減が設定されている。電源構成に
ついては、原子力発電シェアを現在の 75％から 2025 年までに 50％まで削減すること、再
生可能エネルギーを 2030 年までに 40％まで増加するとしている。

【米国】
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
26
27

Federal Office for the Environment (http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14719/index.html?lang=en)
Federal Office For the Environment
(http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=en&msg-id=60425）
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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）を発令している。2015 年 8 月には、2030 年までにエネルギーセクター
からの CO2 排出を 2005 年レベルから 32%削減することを目標とするクリーンパワープラン
（CPP）の最終案が公表され、各州の電源構成を踏まえて最も経済効率が高い計画を立てる
ことを求めたが、その後 2016 年 2 月に司法審査のためその施行は保留されている。19
2015 年 3 月に提出された INDC においては、2005 年比で 2025 年までに 26～28％の GHG 排
出削減目標を設定しており、目標達成のための市場メカニズム活用の予定はないとされて
いる。
一方で、州・市レベルではカリフォルニア州の排出量取引制度（California Cap-and-Trade
Program）や北東部地域 GHG 削減イニシアティブ（Regional Greenhouse Gas Initiative：
RGGI）などが実施されている。また、ワシントン州が積極的に排出量取引制度の導入を検討
している。


California Cap-and-Trade Program
2012 年に開始されたカリフォルニア州の排出量取引制度は、第 1 遵守期間（2013～2014

年）を経て、現在は第 2 遵守期間（2015～2017 年）が実施されている。第 2 遵守期間にお
いては、カリフォルニア州の GHG 排出量の 85％を対象範囲としており、排出量取引制度は
州が定める GHG 削減目標（2020 年までに 1990 年と同レベル、2050 年までに 1190 年比で
80％削減）を達成するための施策として位置づけられている。
クレジット使用については、量的制限として対象施設に付与された排出枠の 8%を上限と
し、質的制限として米国内で実施される 6 種類のプロジェクトが許可されている。
また、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は、2014
年 1 月より正式に開始し、両制度の参加者間での排出枠及びクレジットの取引が可能とな
った。また、2015 年より両制度ともに対象セクターを拡大し、運輸交通部門の燃料使用が
新たに対象となった 28。
2016 年 8 月、2020 年以降もキャップ・アンド・トレード制度を継続するとする見直し案
が発表された。見直し案では、総排出枠は 2020 年時点から毎年 4％、直線的に削減され、
2030 年には 2 億 100 万 t-CO2 になる。加えて、カナダのオンタリオ州のキャップ・アンド・
トレード制度に 2018 年にリンクすることを踏まえた修正も盛り込まれた。さらに、本制度
が CPP の義務遵守にも使えることを保証する措置も提案された。

28

Air Resource Board Facts about the Linked Cap-and-Trade Programs
（http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/linkage_fact_sheet.pdf）
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Regional Greenhouse Gas Initiative（RGGI） 29
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

排 出 量 取 引 制 度 を 開 始 し 、 現 在 9 州 （ Connecticut, Delaware, Maine, Maryland,
Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, and Vermont）が参加している。
第一遵守期間（2009～2011 年）及び第二遵守期間（2012～2014 年）を経て、現在は第三
遵守期間（2015～2017 年）を実施している。25MW 以上の化石燃料を使用する発電事業者が
対象となっており、2016 年初時点で 163 社が参加している。2015 年におけるキャップは約
80.5Mt-CO2 が設定されており、2020 年まで各年 2.5％ずつ減少させることが定められてい
る。
使用可能なクレジットとしては、量的制限として削減量に対して 3.3％を上限として定め
ており、質的制限としては RGGI 参加州内で実施される 5 種類のプロジェクトが許可されて
いる。
現在、2020 年以降のキャップの設定、制度に柔軟性を持たせる措置、および市場の拡大
を目標に、プログラムの見直しを実施中である。


ワシントン州 Clean Air Rule
2016 年 1 月、ワシントン州は、州の温室効果ガス排出量の 60％をカバーするベースライ

ン・アンド・クレジットシステムの ETS を 2017 年に設立するとするクリーン・エアー規則
案（Clean Air Rule）を公表した。修正された規則案が 2016 年 5 月 31 日に公表された。同
州の ETS は、温室効果ガスのベースライン排出量が 10 万 t-CO2 を超える施設であって、エ
ネルギー集約的でなく、対外貿易に晒されていないものに適用することが提案されている。
これらの対象施設は、2017 年 1 月 1 日から 2020 年までに、毎年 1.7％、排出量を減らすこ
とを義務づけられる。2020 年 1 月 1 日から、エネルギー集約的で対外貿易に晒されている
（EITE：Energy Intensive and Trade Exposed）施設も ETS の対象となる。同規則案は、
EITE 施設の排出削減義務は、当該施設の炭素効率性に依存することとし、高効率の施設に
は緩めの削減目標を、低効率の施設には厳しめの目標を課すとしている。同州エコロジー局
は、本規則を 2016 年 9 月に施行するとしている。

【カナダ】
2015 年 5 月に提出された INDC によれば、GHG 削減目標として 2030 年までに 2005 年比で
30％削減の目標が設定されており、追加的な国内施策の実施に加えて国際的な市場メカニ
ズムを活用するとしている。
また、州・市レベルではケベック州の排出量取引制度（Quebec Cap-and-Trade System）
やアルバータ州の排出規制制度（Alberta Greenhouse Gas Reduction Program）、ブリティ
29

RGGI（http://www.rggi.org/）
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ッシュ・コロンビア州の GGIRCA（Greenhouse Gas Industrial Reporting and Control Act）
などが実施されている。また、オンタリオ州は 2017 年 1 月から排出権取引制度を開始して
おり、カリフォルニア州およびケベック州の ETS とリンクすることが決まっている。マニト
バ州も、オンタリオ州およびケベック州と MoU を交わし、ETS をリンクすることで合意して
いるが、タイミングについては公表されていない。


Quebec Cap-and-Trade System
ケベック州は気候変動緩和施策として 2012 年に
「2013-2020 Climate Change Action Plan」

を策定しており、GHG 削減目標として 1990 年比で 2020 年までに 20%削減すること、市場メ
カニズムとして排出量取引制度を活用することが掲げられている。
2012 年に開始されたケベック州の排出量取引制度は、第 1 遵守期間（2013～2014 年）を
経て、現在は第 2 遵守期間（2015 年～2017 年）を実施している。また、2014 年 1 月よりカ
リフォルニア州排出量取引制度とのリンケージを開始している。
第 1 遵守期間（2013～2014 年）では年間 25,000t-CO2 以上を排出している電力部門と工
業部門を対象とし、第 2 遵守期間（2015 年～2017 年）では対象セクターとして運輸交通、
農業、廃棄物セクターなどを加えて、州の GHG 排出量の約 85％を対象としている。
クレジット使用については、量的制限として対象施設に付与された排出枠の 8％を上限と
し、質的制限として国内で実施される 4 種類のプロジェクトが許可されている。


Alberta Greenhouse Gas Reduction Program30
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（Specific Gas

Emitters Regulations）が実施されており、10 万 t-CO2 以上の排出事業者に対して 2003 年
-2005 年の平均排出量と比較して 2015 年までは 12％削減、2016 年には 15％削減、2017 年
には 20％削減に引き上げられる予定である。この規制により、アルバータ州の GHG 排出量
の約 45％がカバーされる。事業者の目標達成のために以下の 4 つの方法が認められている；
①自社での GHG 削減活動、
②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、③アルバータ州内で実施するプロジェクトから創出される
オフセット・クレジットの購入、④州の気候変動に係る基金への寄付。
現行の Specified Gas Emitters Regulation(SGER)でカバーされていない交通および暖房
用燃料に対し、2017 年 1 月から Climate Leadership Implementation Act（2016 年 6 月議
会通過）にて設定された炭素税が適用されるようになり、2017 年 1 月 1 日から、20 加ドル
/t-CO2（15 米ドル/t-CO2）が課される。
SGER の義務を遵守している施設における炭素価格は、
2017 年 1 月 1 日に 30 加ドル/t-CO2
（23 米ドル/t-CO2）に引き上げられる。これら２つのカーボンプライシング制度は、アル
バータ州の温室効果ガス排出量の 90％をカバーすることとなる。
30

Alberta Government (http://www.alberta.ca/climate-carbon-pricing.cfm)
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British Columbia GGIRCA
ブリティッシュ・コロンビア州では、2016 年 1 月に GGIRCA（The Greenhouse Gas

Industrial Reporting and Control Act）が施行された。本法はベースライン･アンド･クレ
ジット制度を確立するもので、現在建設中の LNG 施設が操業段階に入ると適用される。適用
対象となる施設は、温室効果ガス排出原単位基準に適合しなければならない。適用施設は、
排出源単位を削減するか、又はクレジットを購入することができる。クレジットは３種類あ
り、目標を超過達成した施設から売り出されるクレジット、BC 州のオフセット・クレジッ
ト、
州政府が 25 加ドル/t-CO2（19 米ドル/t-CO2）で売り出す定額クレジット
（funded units）
のいずれかを選択できる。定額クレジットの売却収入は、BC 州の温室効果ガス削減に資す
る革新的なクリーン技術の市場普及を促進する技術開発ファンドに充当される。本法の適
用施設には、BC 州の炭素税も引き続き適用される。


Ontario Cap-and-Trade System 31
オンタリオ州は、年間排出量の 82%をカバーするキャップ・アンド・トレード制度の第一

フェーズを 2017 年 1 月に開始した。本制度は、カリフォルニア州およびケベック州のキャ
ップ・アンド・トレード制度に類似したものである。対象は、年間 25ktCO2 以上の温室効果
ガスを排出する施設および発電事業者や天然ガス配給業者、および年間 200 リットル以上
の燃料を扱う電力輸入業者および燃料サプライヤである。排出枠のうち 5%はケベック州や
カリフォルニア州のリザーブ価格と連動した 3 段階の異なる価格帯の戦略的リザーブに保
管され、オンタリオ州内の排出に対し遵守目的にのみ使用できる。残りはオークションにか
けられる。第一回目のオークションは 2017 年 3 月に開催される予定である。また、国際競
争にさらされる業種には無償排出枠が割り当てられる。

【オセアニア・アジア・その他】


豪州
2015 年 8 月に豪州から提出された INDC においては、
GHG 削減目標として 2005 年比で 2030

年までに 26～28％削減することとしている。2013 年の政権交代によって、2012 年 7 月から
導入されていた炭素税制度は 2014 年 7 月に廃止されている。また、その代替施策として排
出削減基金制度（Emissions Reduction Fund）を含む Direct Action Plan が打ち出されて
おり、
2000 年比で 2020 年までに 5％の排出量削減という目標達成を目指すものとしている。
排出削減基金制度では、事業者の削減活動をオフセット・クレジット（豪州炭素クレジット
単位：ACCU）として発行し、政府がこれをリバースオークション形式で調達するもので、2015
年 4 月に最初のオークションが行われた 32。 2016 年 9 月 1 日までに 3 回のオークションが

31
32

Government of Ontario (https://www.ontario.ca/page/government-ontario)
Australian Government (http://www.environment.gov.au/climate-change/emissions-reduction-fund)
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行われ、143MtCO2e の排出削減量が調達されたことになる。
2016 年 7 月に Safeguard Mechanism が発効し、年間 100 キロ tCO2 以上の排出がある事業
者は、各自のベースライン以上の排出を ACCU 購入でオフセットすることを義務付けるベー
スライン・アンド・オフセット制度が開始した。政府は ERF およびその Safeguard Mechanism
を 2017 年にレビューすることとしている。


New Zealand Emission Trading Scheme(NZ-ETS)
ニュージーランドでは、2008 年に気候変動対策に係る法律 The Climate Change Response

Act 2002 が改正されたことにより、2008 年より NZ-ETS が GHG 削減を目的とした主要施策
として導入されている。また、2015 年 7 月に提出された INDC によれば、GHG 削減目標とし
て 2005 年比で 2030 年までに 30％削減することとしている。
NZ 排出枠（New Zealand Unit, NZU）登録簿における京都クレジットの国際取引は、2015
年 11 月 18 日、第一約束期間の償却期間終了と共に停止された。NZ の AAU については、国
内 ETS における償却は可能である。政府が現在行っている ETS のレビューの結果として、
移行措置としての「one-for-two」ルールは 2017 年 1 月 1 日から３年の間に段階的に廃止
されることとなった。このルールでは、ETS の対象となっている非森林部門の施設は、排出
する CO2２トンにつき排出枠１単位を償却すれば良いものとしている。段階的廃止の決定に
より、NZ 排出枠価格は 2015 年当初から三倍になり、2016 年 8 月 1 日時点で 18NZ ドル/tCO2（13 米ドル/t-CO2）となった。


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。また、2015 年 6 月に提出された INDC においては、2030 年までに GHG 排出量をピー
クアウトすること、GDP 当たり CO2 排出量の削減（2005 年比で 60～65％減）、一次エネルギ
ーにおける非化石燃料の割合の増加（全体の 20％）
、森林増加（2005 年基準から 4.5 億立米
増）することとしている。また、現在実施している排出量取引制度のパイロット事業をベー
スに国レベルでの排出量取引制度を促進することが施策として挙げられている 33。その開始
時期としては、2015 年 9 月に発表された気候変動に関する米中共同声明（U.S.-China Joint
Presidential Statement on Climate Change）において、2017 年中に導入する予定として

Enhanced Actions on Climate Change: China’s Intended Nationally Determined Contribution
(http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/China/1/China's%20INDC%20-%20on%2030
%20June%202015.pdf)
33

34
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いる 34。
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。更に 2014 年 4 月に湖北省、6 月に重慶市で制度が開始された。
2015 年 9 月 25 日、中国の国家主席は、中国の全国的な排出量取引制度を 2017 年に施行
すると発表した。全国版 ETS は発電、石油化学、化学、建築資材、鉄鋼、非鉄金属、製紙、
航空部門をカバーする予定である。国家発展改革委員会（NDRC）が全国版 ETS の規則制定を
担い、地方の発展改革委員会（DRC）がそれぞれの管轄地域における制度の実施と管理を担
う。地方の DRC は、全国版 ETS でカバーされない部門を含めることができ、排出枠の無償割
当においてより厳しい規則を適用することもできる。
通常の排出枠以外に取引可能なオフセット・クレジットは、NDRC が主体になり開発・運
用する VER 基準に基づき発行される Chinese Certified Emission Reductions(CCERs)のみ
である。各パイロット事業では、量的制限として、付与される排出枠の 5～10％を上限に設
定している。質的制限としては、ほとんどの事業で水力発電プロジェクトによるクレジット
が認められないほか、北京市の事業ではフロン回収破壊の方法論等も制限されている。
2016 年 8 月 1 日時点で 762 件の CCER 事業が登録され、254 事業について 5,300t-CO2 の
クレジットが発行された。試行的 ETS における CCER の取引量は 6,400 万 t-CO2 であり、
55％を上海 ETS が占める。2015 年から 2016 年にかけて、CCER 価格は 10～33 元/t-CO2（2～
5 米ドル/t-CO2）であった。NDRC は現在、全国版 ETS における CCER の活用に係る規則を検
討中である。


韓国
韓国では、 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
た。 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、2015 年 1 月よりアジア
初の国レベルでの排出量取引制度が開始された 35。また、2015 年 6 月に提出された INDC に
よれば、GHG 排出削減目標として 2030 年に BAU 比で 37％削減することとしている。
当該制度では約 525 の大規模排出事業者が参加し、国内 GHG 排出量の 68％を対象として
いる。現在は第一フェーズ（2015～2017 年）を実施しており、排出枠は全て無償割当とな
っているが、今後予定している第二フェーズ（2018～2020 年）では 3％、第三フェーズ（2021
～2025 年）では 10％をオークション形式に移行する予定である。
The White House Office of the Press Secretary (https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/25/uschina-joint-presidential-statement-climate-change)
35
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）
34
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クレジットの使用について、フェーズ 1 及び 2 においては量的制限として付与された排
出枠の 10％を上限に使用が認められており、質的制限として制度に参加していない事業者
による国内のクレジットのみ使用が可能である。フェーズ 3 以降は、5％を上限として海外
のプロジェクトによるクレジットが使用可能となる予定である。
2015 年 1 月 1 日の韓国 ETS 開始以来、排出枠市場の取引量は低水準のままである。2015
年 1 月 16 日から 10 月 6 日の間、排出枠の取引は一件もなく、2015 年の韓国排出枠（KAU）
の取引量は 30 万 t-CO2 であり、5 億 7300 万 t-CO2 の総排出枠に比べると小さい割合に過ぎ
ない。
韓国は、カーボンプライシングの国際的な相互協力にも取り組んでいる。2015 年 12 月、
韓国と北京の炭素取引市場は MoU を締結し、それぞれの炭素市場間の協力研究を行うこと
となった。また、韓国と中国は 2016 年 6 月に気候変動協力に係る合同委員会と ETS ラウン
ドテーブルを開催し、気候変動政策と炭素市場に係る意見交換を行った。


メキシコ
メキシコでは 2014 年に炭素税を導入して以来、10 億米ドル近くの税収が生まれている。

この炭素税と ETS などの他の気候変動政策とを組み合わせることで、2018 年には炭素市場
を形成することが出来るものと期待されている。2016 年 6 月に、カナダ、メキシコ、米国
の 3 国は、北米気候・エネルギー・環境パートナーシップを発表した。カーボンプライシン
グ制度の効果的な設計や支援施策などに関する知見と経験を、それぞれの地方政府同士で
共有することを促すことなどを目的としている。ドイツ政府も、自国の ETS における経験を
共有しメキシコの炭素市場の発展を援助することとなっている。さらにメキシコ政府は、国
内の企業が将来の気候イニシアティブに備えるため、企業による自主的な ETS の試験的運
用を検討している。電力・製造業・運輸部門の約 60 社が、この試行的 ETS に参加する見込
みである。北米炭素市場の発展にも強い関心があり、2016 年 8 月、メキシコ、オンタリオ
州、ケベック州は、炭素市場について協力行動を取り北米の炭素市場イニシアティブの拡大
を連帯して促進するとする共同声明を発表した。


南アフリカ
2015 年 11 月、南アフリカは炭素税法案を公表し、炭素税の導入時期を 2017 年 1 月 1 日

に延期した。この法案では、オフセットによる義務遵守ができ、その活用によって 60％か
ら最大 95％の税減免が受けられる。つまり、満額では 6～48 ランド/t-CO2（0.4～3 米ドル
/t-CO2）の法定税率を、減免を受けることで 120 ランド/t-CO2（8 米ドル/t-CO2）とするこ
とが出来る。現在、南ア政府はパブリックコメントの募集を経て、法案の見直し中である。
2016 年 6 月政府は、適用ルール、オフセット基準、管理責任等を定めたカーボン・オフセ
ット規則案を公表した。国内の排出削減事業のみをクレジットの対象とし、CDM、VCS、GS と
いった国際オフセット基準に依拠する仕組みとなっている。
36
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カザフスタン
カザフスタンは、ETS の運用を 2016 年１月１日から二年間延期し、同制度の不均衡を解

消することとした。この間、政府は排出枠の発行、無償割当、価格安定化リザーブに関する
規則を改正する予定である。これらの新規則は、カザフスタン ETS の規則が設計された時代
以降に起こった経済発展を反映したものとなる予定である。この延期期間中、対象施設は排
出削減義務を負わないが、排出量の報告は義務づけられている。

【国際民間航空機関（International Civil Aviation Organisation: ICAO）
】
ICAO は 1944 年に採択された国際民間航空条約（シカゴ条約）に基づき設置された国際民
間空港をつかさどる国連の専門機関であり、2016 年 9 月現在の締約国は 191 ヶ国である。
これまで ICAO では、燃料効率を毎年 2%改善すること及び 2020 年以降総排出量を増加さ
せないことを基本原則とした検討を進めてきており、2016 年秋に開催された第 39 回総会に
て、国際線の分野に市場メカニズムを活用した世界的な温室効果ガス排出削減制度（GMBM）
を導入することで合意した。今後は、ダブルカウンティングの防止策を含む技術的基準を規
定し、それらの基準に基づき、クレジットの採択基準が新たに設置された技術顧問機関によ
って提言される見込みである。
今回合意された GMBM 制度は CORSIA（Carbon offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation）と名付けられ、二段階で導入される。2021〜2023 年の試験段階
を経て、2024〜2026 年の第一段階を実施する。試験段階と第一段階は自主的な参加に基づ
き、その後の 2027〜2035 年の段階はすべての国の参加が予定されている。ただし、後発開
発途上国、小島嶼開発途上国、内陸開発途上国、国際航空の運航数が極めて低い国は、一部
免除が認められた。
CORSIA が生み出すクレジット需要は、2021 年から 2035 年の期間で 3.3‐4.5Gt-CO2 と推
測されており、2030 年までに京都議定書における第一約束期間における平均年間発行量
（2.93 億の CER）を超える可能性がある。
ICAO は国際線を対象とする組織であるため、CORSIA には世界の航空機からの総排出量の
38%を占める各国の国内線からの排出は含まれない。

【REDD+】
REDD+とは、2005 年 COP11 で提案された「途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減
（Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing
Countries: REDD）
」という概念に、
「森林炭素ストックの保全及び持続可能な森林経営なら
びに森林炭素ストックの向上（Conservation of Forest Carbon Stocks, Sustainable
Management of Forest, Enhancement of Forest Carbon Stocks in Developing Countries）」
37
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という考え方を「プラス」したものである。
パリ協定においては、第 5 条として単独の項目として取り上げられている。COP19 で採択
されたワルシャワ枠組みを補完するものとして、COP21 では REDD＋に関する新たな枠組み
が設定された。また同じく COP21 で、ノルウェー、ドイツ、および英国が 2015‐2020 年の
間に REDD+に対し 50 億米ドルを合同で担保することを発表した。このような取組は、多く
の INDC に含まれている、野心的な森林関連の排出目標を達成するために必要な初期段階の
資金調達の基盤となり得るであろう。

(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広がりを背景として、海外でも自主的な取組とし
ての様々なカーボン・オフセット制度が実施されている。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、世界のボランタリー
カーボン・オフセット関連制度を紹介する。
【国等の公的機関による取組】


National Carbon Offset Standard (NCOS) 36
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。認証対象は、組織、製品、サー
ビス、イベントである。更に 2016 年 3 月に同国環境省より、2017 年 1 月までに公的に認め
られたカーボン・ニュートラル都市・地域ができることを目指して、認証対象を都市、地域、
建物まで拡大することを検討していることが発表された 37。
現在の最新版である認証基準 Ver3.0 では、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、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)、CERs（一部方法論につい
て除外規定あり）
、LULUCF 活動による RMUs、Gold Standard が発行する VERs、VCUs(Voluntary
Carbon Units)等を使用することが可能である。


carboNZero certification 38
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

ウン研究所の一つである Landcare Research New Zealand Limited 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。現在は、Enviro-Mark Solutions Limited（国有会社）が事務局とし
36
37
38

National Carbon Offset Standard（http://www.climatechange.gov.au/ncos）
Media Release (http://www.environment.gov.au/minister/hunt/2016/pubs/mr20160308a.pdf)
carboNZero certification（http://www.carbonzero.co.nz/）
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て運営を行っている。
carboNZero certification 取得のためには、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 Gold Standard、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。現在、200 以上の企業・団体がニュートラル認証取得を目的
として制度に参加しているとのことである。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。
【民間企業等による取組】


PAS2060 39
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。


The CarbonFree® Product Certification 40

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)に基づく CFP の把握（排
出量の算定）
、毎年の削減計画の策定等が求められている。認証基準が 2015 年 5 月に改訂
され、LCA は GHG Protocol for Product Accounting & Reporting Standard、PAS2060、
ISO 14067、ISO 14025、ISO 14040-14044 に基づく。オフセットに用いるクレジットは
Carbonfund が支援するプロジェクトのクレジットであり、京都クレジット、 ACR
（American Carbon Registry）、 CAR(Climate Action Reserve)、CCBS(Climate,
Community and Biodiversity Project Design Standards)、Gold Standard、VCS 等が含ま
れている。2016 年 3 月時点で、認証製品数は 84 件である。

39
40

BSI(http://www.bsigroup.com/en-GB/)
The Carbonfund.org (http://carbonfund.org/)
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【その他】


CDM 登録簿における自主的取消
2011 年 11 月に開催された国連気候変動枠組条約の京都議定書第 7 回締約国会合（CMP7）

の要望を受け、2012 年 7 月に開催された第 68 回 CDM 理事会において、CDM プロジェクト参
加者による CER の自主的取消及び管理目的の CER の取消を可能にするための自主的取消口
座（Voluntary cancellation account）を新規開設することが決定された 41。この自主的取
消の取組は、気温上昇を 2℃までに抑制するという目標に対して 2020 年までの各国の GHG
削減取組が十分ではないという状況で、このギャップを埋めるための取組として位置づけ
られている 42。
また、CDM 理事会は企業、団体、イベント、個人などによる自主的取消を更に推進するこ
とを目的として、2015 年 9 月に CDM 登録簿上での自主的取消を行うためのオンラインプラ
ットフォーム（Online Platform for Voluntary Cancellation of CERs）43を立ち上げた。
同 9 月に UNFCCC 事務局は、
「Climate Neutral Now」というイニシアティブの開始を発表し
ており、プラットフォーム設立はその一環として実施された 44。
プラットフォームの機能として、プロジェクト参加者は自ら保有するクレジットの販売
価格を決めてウェブ上に掲載し、クレジット購入者はプロジェクトを選択・購入することが
できる。また、購入と同時に取消が行われ、1～2 営業日で取消の証明書が Email で発行さ
れる。また、個人向けには日常生活及び航空機の利用による GHG 排出量が簡易算定できる計
算ツールが用意されている。
2016 年 11 月 4 日までに CDM 登録簿上で自主取消された CER は 1525 万 6638 t-CO2 であ
り、そのうち 4 万 3971 t-CO2 がプラットフォームを利用した購入・取消であった。なお、
同日までの発行済み CER の合計は 17 億 3440 万 5508t-CO2 である 45。

(3)

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－クレジット制度を始めとし、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。
Executive board of the clean development mechanism 68 meeting Report
Annual report of the Executive Board of the clean development mechanism to the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (http://unfccc.int/resource/docs/2015/cmp11/eng/05.pdf)
43 Online Platform for Voluntary Cancellation of CERs（https://offset.climateneutralnow.org/）
44 Climate Neutral Now (http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/go-climate-neutral-now/)
45 Meeting report of the CDM Executive Board ninety-second meeting
41
42
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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



該当 VER 制度下プロジェクト登録数、クレジット発行量等

Verified Carbon Standard(VCS) 46
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） としてクレジットが発行される。VCS は、ボランタリー市場において
最も取引量が多く 15 分野にわたる広い範囲の方法論を備えている。
また、VCS では、他のクレジット制度により創出されたクレジットについて、VCS で定め
る要件を満たすことを条件に VCU に変換できる仕組みを設けているが、特に CER を VCU に
変換する場合のガイダンスが公開されており、CDM 登録簿もしくは EU の国別登録簿から変
換を行う際に従うべき手順が記載されている。
CDM 登録簿の例では、まず CER 保有者は登録簿上で変換したい CER の取消を行うが、UNFCCC
へ提出する取消申請書に申請目的等を記入する項目があり、CER を VCS に変換し、オフセッ
トや規制遵守などの目的には使用しない旨を明記するべきとしている。取消が完了した後、
VCS 登録簿の管理者へ変換に係る申請や CER を取消した証憑類を提出し、VCS 側での確認が
なされた後、同量の VCU が発行される。なお、CDM 登録簿上で確認できる VCU への変換の実
績は、2017 年時点で 17 件の申請があり、合計 133 万 9803t-CO2 である。
表 3-1
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
(2017 年 2 月 1 日現
在)

46
47

Verified Carbon Standard(VCS)

プロジェクト登録数：1,378 件
クレジット発行量：199,171,018t-CO2 47

VCS (http://v-c-s.org/)
VCS Project data base (http://www.vcsprojectdatabase.org/)

41

カーボン_面付け用.indd

43

2017/03/18

9:53:15



The Gold Standard(GS) for VERs 48
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
Carbon Fix Standard を吸収合併するとともに、森林管理協議会（Forest Stewardship
Council、FSC）とフェアトレードラベル（Fairtrade International）とのパートナーシッ
プも締結した。2015 年には Fairtrade Climate Standard が開始し、植林プロジェクトのク
レジットの最低価格を 13 ユーロ、省エネルギーと再生可能エネルギープロジェクトに関し
てはそれぞれ 8.2 ユーロと 8.1 ユーロの最低価格を設定した。また、持続可能な開発目標
（SDGs）におけるコベネフィットを定量化し、温暖化ガス削減以外の価値を付与した Gold
Standard 3.0 を開発中である。
表 3-2
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



The Gold Standard(GS) for VERs

49

プロジェクト登録件数：1300 件以上
クレジット発行量：5,900 万 t-CO2 以上

Climate Action Reserve(CAR) 50
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

The Gold Standard（http://www.cdmgoldstandard.org/）
Gold Standard Supply Report Q2 2016
(http://www.goldstandard.org/sites/default/files/documents/gs_supply_report_q2_2016.pdf)
50 Climate Action Reserve （http://www.climateactionreserve.org/）
48
49
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使用可能なクレジットとして認められている 51。2015 年 9 月にはプロジェクトの環境十全
性、透明性や信頼性等の向上を目的とし、プロジェクト登録、削減量算定、クレジット化に
関する手順やルールについての包括的なマニュアルが発表された。
表 3-3
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



Climate Action Reserve(CAR)

プロジェクト登録件数：173 件
クレジット発行量：87,278,494 t-CO2

52

American Carbon Registry(ACR) 53
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である。542013 年には農業分野の稲作管理の方法論を発表し
ており、各関係機関の協力によりパイロットプロジェクトが実施されている。
表 3-4 American Carbon Registry(ACR)
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：216 件

55

クレジット発行量：81,214 t-CO2 56

Climate, Community and Biodiversity Project Design Standards(CCBS)57
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
Climate Action Reserve : Compliance Offset Projects (http://www.climateactionreserve.org/how/californiacompliance-projects/compliance-offset-projects/)
52 Reserve Fact (http://www.climateactionreserve.org/)
53 American Carbon Registry（http://americancarbonregistry.org/）
54 Air Resources Board News Release (http://www.arb.ca.gov/newsrel/newsrelease.php?id=376)
51

55
56
57

ACR Projects Report (https://acr2.apx.com/myModule/rpt/myrpt.asp?r=111)
ACR Issued Credits Report (https://acr2.apx.com/myModule/rpt/myrpt.asp?r=112)

CCBS (http://www.climate-standards.org/ccb-standards/)
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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）の併用が可能であり、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。この VCS-CCB で発行されたクレジットは 2015 年のボランタリー市場において、VCS に
次いで 2 番目(12.1％)のマーケットシェアを誇った 58。
表 3-5



Climate, Community and Biodiversity Project Design Standards(CCBS)

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：41 件

59

Emissions Reduction Fund (ERF) 60
Carbon Farming Initiative(CFI)の後継として 2014 年 4 月に豪州政府により発表された

制度であり、組織や個人による自主的な GHG 削減を促進するためのインセンティブを提供
することを目的としている。CFI では対象セクターが農業、埋立地、森林の分野に限られて
いたが、本制度では対象セクターが広がり、既存セクターに加えて省エネ、交通、廃棄物・
排水管理の計 7 分野となっている。クレジットは Australian Carbon Credit Units (ACCUs)
として発行される。
表 3-6

Emissions Reduction Fund (ERF)

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

61

プロジェクト登録数：665 件
クレジット発行量： 33,253,835t-CO2

Ecosysytem Marketplace (http://forest-trends.org/releases/uploads/SOVCM2015_FullReport.pdf)
CCBA Verified Projects(http://www.climate-standards.org/category/projects/verified-projects/)
60 Emission Reduction Found
(http://www.cleanenergyregulator.gov.au/ERF/Pages/default.aspx)
61 Emission Reduction Found project register（http://www.cleanenergyregulator.gov.au/ERF/project-and-contractsregisters/project-register）
58
59
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まとめ

カーボン・オフセットの展望

カーボン・オフセットのような市場メカニズムを活用した地球温暖化対策は様々な国・地
域で進められており、2015 年 9 月には UNFCCC 事務局によるボランタリーなカーボン・オフ
セットの取組を推進する『Climate Neutral Now』が開設されるなど、多くの企業・自治体・
NGO・NPO からも関心が寄せられている。
世界的にみると、排出量取引や炭素税の導入といったコンプライアンスとしての要素を
含むカーボン・プライシングに係る議論が増えつつある一方で、ボランタリーなカーボン・
オフセットの取組としても多くのクレジットが活用されてきており、例えば排出量取引等
による排出削減義務を果たしながら更にクレジットや再生可能エネルギー等を活用してニ
ュートラル化を目指す企業等の動きもみられる。
我が国においては、2016 年 5 月に地球温暖化対策の推進に関する法律が改正され、温暖
化対策を推進する一つの柱として、国民一人一人の意識の変革やライフスタイルの転換を
図るための普及啓発を抜本的に強化することが盛り込まれた。現在、家庭・業務部門にお
いて、カーボン・オフセット製品等の低炭素な「製品」
「サービス」「ライフスタイル」の
“賢い選択”を促す COOLCHOICE を旗印に、重層的・波状的な普及啓発活動を展開してお
り、COOL CHOICE によるカーボン・オフセット製品等の PR もさらに推進していく予定で
ある。
特にカーボン・オフセットの仕組みを取り入れた環境貢献型商品については、消費者が
商品を購入することで温暖化対策に貢献できる仕組みとして、商品を製造・販売する企業
だけでなく、リテール等の一般消費者に向けた商品流通を担う企業からも大きな関心が寄
せられており、今後の取組の拡大が期待される。
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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巻末資料

巻末資料

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

下表は、国主管のカーボン・オフセット制度について項目毎の要件等を比較したものである。
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（2017 年 3 月時点）
国名

日本

豪州

ニュージーランド

実施主体

国

国

国

制度名称

カーボン・オフセット制度

NCOS Carbon Neutral
Programme

carboNZero programme

認証主体

第三者認証

第三者認証

第三者認証

開始・発行年

2012 年

2010 年

2001 年

認証主体

・カーボン・オフセット認
証：制度で認められた認証
機関（民間）
・カーボン・ニュートラル
認証：カーボン・オフセッ
ト制度登録認証委員会

Department of Climate
Change and Energy
Efficiency

Enviro-mark Solutions
Limited
（国有会社）

対象活動

カーボン・オフセットの取
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）

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

・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

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。

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。

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 JVER、JCM クレジット

オーストラリア認証クレジ
ット（ACCU 等）、京都ク
レジット, GS, VCS

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。
第三者検証の
必要性

認定ラベル

必須。
※NGER audit

※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。

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

有

有
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本レポートの作成にあたり、原材料調達及び印刷加工段階等において排出される
古紙パルプ配合率100％再生紙を使用

CO2（1 部あたり 0,739kg-CO2）の全量をカーボン・オフセットしています。
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