カーボン・オフセット学習教材

CA R B ON OF F S E T

地 球 温 暖 化 を 防ぐ た めに
私 たち が できる 取 組のひとつ

「 カー ボン・オフセット」

公益社団法人新潟県農林公社
～新潟県佐渡市「トキの森」整備事業～

年

組

番

名前

「カーボン・オフセット学習教材 対象：中学生～大人の方まで」

CARBON OFFSET

地 球 温 暖 化を防ぐために私たちができる取組のひとつ「カーボン・オフセット」
目次

0

INTRODUCTION

学習をはじめる前に

なぜカー ボン・オフセットの取 組は必 要なのでしょうか？
0. 1

地 球 温 暖 化は深 刻！？

0. 2

既に現れている地球温暖化の影響

0. 3 私 達も無 関 係ではない！ 地 球 温 暖 化の原 因は人 間 活 動
0. 4

世 界の C O 2 排 出 量は今どうなっているの？

0. 5

一 人 当たりどのくらいの C O 2 を出しているの？

0. 6

私 達に何ができるか？

0. 7

みんなで応 援 する「カーボン・オフセット」

Column 地 球温暖化問題解決に向けた世界の動き

1

CARBON OFFSE T TEXT

02
02
04
04
04
06
06
10

「カーボン・オフセット」を知ろう

カーボン・オフセット
1. 1

カーボン・オフセットとは？

1. 2

プロジェクト応 援の仕 組み

1. 3

カーボン・オフセットを通じた社会貢 献

1. 4

カーボン・オフセットの手 順

12
12
12
14

カー ボン・オフセットで応 援できるプロジェクト
1. 5

温 室 効 果ガス排 出 削 減プロジェクト

1. 6

森 林 吸 収プロジェクト

カーボン・オフセットに参加するには

2

CARBON OFFSET W ORK SHEET

16
16
19

「カーボン・オフセット」を体験しよう

St e p 1「 知って」
2.１ 教 室

22
24

2.２ 通 学

St e p 2「 減らして」
2. 3

削 減のアイディアを考えましょう

26

St e p 3「オフセット」
2. 4

3

応 援したいプロジェクトを見 つけましょう

CARBON OFFSET RESEARCH

「カーボン・オフセット」を調べよう

3.１ カーボン・オフセットに取り組んでいる企 業を探してみましょう
3.３ カーボン・オフセット商 品を探してみましょう

32
33
34

関連課題

35

3.２ 地元で創られている「クレジット」につ いて調 べてみましょう

4

28

CARBON OFFSET GAME

「カーボン・オフセット」で遊ぼう

4.１ 進め方
4.２ 温 暖化対策プロジェクトの例
4.３ クレジット創出チーム
4. 4

カーボン・オフセットチーム

Column Carbon Offsetting Initiatives at the Olympics

38
39
40
42
44

0

I N T R O D UC T I ON

学 習 をはじ め る 前 に

なぜカーボン・オフセットの取組は必要なのでしょうか？
0.1 地球温暖化は深刻！？
地球温暖化とは、地球の気温が少しずつ上昇していくことです。最新の研究では、1880年から2012
年までに世界の平均気温は0.85℃上昇し、2100 年までに最大 4.8℃上昇すると予測されています。
それに伴って、地球上の各地で熱波や洪水、干ばつなどの気象災害の増加、動植物の生態や農産物へ
の影響、熱中症や熱帯性の伝染病の増加などが起こると考えられています。
また、地球温暖化によって海水温が高くなると、海水が膨張し体積が増えることで、海面が上昇します。海
面は、これまでに19cm 上昇し、2100 年までには最大で82cm 上昇すると予測されています。これによって、
高潮などの被害が増えることや、沿岸の都市が水没するなどの可能性が高まります。
地球温暖化によって、人間の生活や経済活動などの様々な場面で、その悪影響が心配されている
のです。

2100年までの気温変化（観測と予測）
観測された世界平均地上気温の変化

出 典：I P C C 第 5 次 評 価 報 告 書

（ 1 9 61 ～ 1990 年 平 均を基 準とする）
出典：IP C C 第 5 次 評 価 報 告 書 WGⅠ SPM

W GⅠ S P M

最も温暖化が進んだ場合
最も温暖化を抑えた場合

出典：全国地球温暖化防止センター IPCC 第 5 次評価報告書特設ページ （http://www.jccca.org/ipcc/index.html）より

0.2 既に現れている地球温暖化の影響
地球温暖化の影響は、決して未来のことではありません。 現在までに、地球温暖化の影響とみられ
る現象が世界の様々な地域で現れています。
2003 年にヨーロッパで起きた熱波によって、フランスで1万 5000人が亡くなりました。日本においても、
雨の降り方の変化によって大量の雨が短時間に狭い地域に集中して降る例が増加しており、これまでの
洪水対策の見直しが必要となってきています。またお米やミカンなどで、高温による品質の低下が起こるな
ど、農業にも影響が出ています。
また、ツバルなどの太平洋上の小さな島国では、海面上昇によって島が水没する危機に瀕しています。
住み慣れた土地を離れなければならず、国ごと移住することも検討されています。
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その他にも様々な国や分野で影響が現れていますが、資金や技術を使って対策を行うことができる
先進国に比べ、対策を行う資金や技術が不足している開発途上国では、十分な対策を行うことができ
ず、その影響が大きくなり、人々の生活や生命を脅かすまでになってきているのです。

絶滅が危惧されるホッキョクグマ

アメリカを襲った
超大型ハリケーン カトリーナ

干ばつにより干上がった農地
（サヘル地域）

海面上昇の被害
（ツバル フナフチ島 ）

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターホームページ（http://www.jccca.org/） など

地球温暖化によって、 どの国がどんなことで困っているかを調べて
まとめてみよう

カーボン・オフセット

クラス会議

みどり

そうすけ

先生

人物紹介
世界各地で温暖化の影響が出ていて、日本も例外ではありませんよ。

そういえば、日本でも最近、雨や雪の降り方がおかしいってニュースで聞いたわ。
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なぜカーボン・オフセットの取組は必要なのでしょうか？
0.3 私達も無関係ではない！ 地球温暖化の原因は人間活動
地球温暖化の原因は、大気中の温室効果ガスの増加です。特に人間の社会・経済活動から排出さ
れるCO2（二酸化炭素）
の増加が一番の原因と言われています。
人類は、18 世紀半ばの産業革命以降、経済の発展に伴い、大量のエネルギー
（化石燃料など）
を使用
するようになりました。現在では、自然の吸収量の 2 倍を超える CO2 が大気中に排出され、大気中の
CO2 濃度がどんどん増加しているのです。

0.4 世界の CO 2 排出量は今どうなっているの？
世界全体では、2011年の1年で約318億トンの CO 2
が排出されています。グラフにあるように、アメリカと中国
の 2 国で 40% 以上を占めています。
以前はアメリカが世界で一番 CO2を排出していましたが、
急速な経済発展を遂げた中国が、2007年にアメリカの
排出量を超えて世界で１番 CO 2を排出する国となりました。
日本は 2011 年に 11 億 t-CO 2 以上の CO 2を排出し
ており、その量は世界で 5 番目となっています。
出典：EDMC ／エネルギー・経済統計要覧 2014 年版
全国地球温暖化防止センター HP（http://www.jccca.org/）より

0.5 一人当たりどのくらいの CO 2 を出しているの？
各国に暮らす人々の一人当たりの CO2排出量を比べて
みると、アメリカや日本など先進国で暮らす人々は、中国や
インド、アフリカで暮らす人々に比べて非常に多くの CO 2
を排出していることがわかります。
先進国では、人々は電化製品や食品など多くの工業製
品を利用し、冷暖房の設備が整った快適な建物や、航空
機、自動車、鉄道、バスなどの交通手段を利用して便利に
暮らしていますが、その生活は大量のエネルギーを使用
することで支えられています。
一方、開発途上国や、中国、インドなどの新興国では、
多くの人がエネルギー使用の少ない暮らしをしていますが、
今後経済が発展するにしたがって、エネルギー使用量が増
加すると考えられ、CO2を多く排出するようになることが懸
念されています。
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出典：EDMC ／エネルギー・経済統計要覧 2014 年版
全国地球温暖化防止センター HP（http://www.jccca.org/）より

日本人は、アフリカや中国・インドの人々と比べて、
何故 CO 2 排出量が多いのか調べてまとめてみよう

MEMO

僕もたくさんの CO2 を排出しているのかな？
私たちの日常生活で使う大量のエネルギーが
CO2 排出量を増やす主な原因なんだね。
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なぜカーボン・オフセットの取組は必要なのでしょうか？
0.6 私達に何ができるか？
では、地球温暖化の進行を抑えるために私達に何ができるのでしょうか？
1 つは、温室効果ガスの排出の少ない生活を目指すことです。
日本の CO2 排出量を部門別にみてみると、1990年以降、工場や輸送などで使用するエネルギーから排
出されるCO2 は減少している一方で、家庭で使用するエネルギーから排出されるCO2 は、年々増加
しています。2012 年に、私達の家庭から排出された CO2 は2 億 t-CO2 以上にのぼります。1 人当たりの
量に換算すると年間で2,240kg-CO2が排出されています。これは、杉の木約 160 本が1 年間に吸収する
量に相当します。
その内訳を見てみると、電気やガソリンから排出される量が多いことがわかります。水は浄水場から各家
庭まで送られ下水処理される際にエネルギーの使用などから温室効果ガスが排出されています。また、ごみも
処理する段階で温室効果ガスが排出されています。
家庭や学校では、節電や節水、
ごみの量を減らすなどのほか、車や
家電を CO2 排出の少ないものに替

日本人の家庭から排出されている CO2（2012 年度）

年間 約 2,240kg-CO2 /1人

1日当たり 6.12 kg-CO2 /1人

火力発電所など

電気
50.8％

えたり、なるべく自転車や電車など

灯油・軽油・
プロパンガス

CO2排出の少ない乗り物に乗るなど

など

13.6％

の取組を積極的に行うことで、CO2
排出量を抑えた生活を心がけること
ができます。

ガソリン
22.7％

ガス
7.5％

その他

（水・ゴミ）

5.4％

0.7 みんなで応援する「カーボン・オフセット」
一人一人が CO 2 排出量の少ない生活を心がけることはとても大切なことですが、
１人で行える取組
には限りがあります。そこで、企業、自治体、国などが力を合わせて大規模に CO 2を削減する取組も
必要となります。太陽光発電や風力発電のような自然の力を利用したエネルギーの普及や、森林整備
によって CO2 吸収量を増やす取組などです。このような大きな効果をもたらす取組は、世界各国で行
われ、日本でも多くの企業や自治体が取組を開始しています。しかしながら、現在行われている取組だ
けでは、地球温暖化の進行を抑えるためには不十分で、今後さらに取組を増やしていかなければなりま
せん。
そこで、より効果的に温暖化対策が進むよう、これらの大規模な取組を個人や団体が応援する仕
組みが考え出されました。その一つが「カーボン・オフセット」です。
カーボン・オフセットは、ヨーロッパやオセアニア、日本を中心に世界中で取り組まれています。
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自動車に乗るのと、 電車に乗るのとでは、 どちらが CO 2 削減に
効果があると思いますか？ また、なぜそのように考えましたか？

MEMO

カーボン・オフセットで CO2 を減らす取組を応援できるのね。
でも…どうやったらカーボン・オフセットできるんだろう？
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なぜカーボン・オフセットの取組は必要なのでしょうか？

復習してみよう
問 1 カッコ内に適切な言葉を入れてください。
■ 地球温暖化とは、地球の気温が少しずつ上昇していくことです。最新の
研究では、1880 年から2012 年までに世界の平均気温は（
上昇し、2100 年までに最大（

）℃

）℃上昇すると予測されています。

■ 日 本 は 中 国 や イ ンド に 比 べ 1 人 当 た り の CO2 排 出 量 が 多 く、
（

）
・
（

）
・
（

）に次いで4番目となっています。

■ 日本では 2011 年に 11 億 t-CO 2 以上の温室効果ガスが排出されて
います。 そのうち、家庭生活から排出される量は約 2 億 t-CO2 にのぼ
り、1 人当たりの量に換算すると年間で（

）kg-CO2 が排出

されています。

問2
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日本の CO 2 排出量を削減するためには、
どのような取組を行うことができますか？

地球温暖化とその対策を知るための基礎用語集
温室効果ガス
温室効果をもたらす大気中に拡散された気体のこと。とりわけ産業革命以降、代表的な
温室効果ガスである二酸化炭素やメタンのほかフロンガスなど人為的な活動により大気中
の濃度が増加の傾向にある。 京都議定書では、温暖化防止のため、二酸化炭素、メタン、
一酸化二窒素のほか HFC（ハイドロフルオロカーボン）類、PFC（パーフルオロカーボン）類、
SF 6（六フッ化硫黄）が削減対象の温室効果ガスと定められた。

化石燃料
石炭、石油、天然ガスなどのエネルギー源。 燃焼により二酸化炭素を発生させる。 地球
温暖化の主要な原因物質。

再生可能エネルギー
太陽光、太陽熱、風力、地熱、バイオマスなど枯渇の心配がない自然エネルギーのこと。ダ
ムなどの建設を伴わない小規模の水力発電も再生可能エネルギーに含まれる。

バイオマス
エネルギー源として活用が可能な、廃材やし尿などの有機物のこと。再生可能エネルギー
の一つ。 発酵させ発生するメタンガスを燃料として利用することもある。

国連

気候変動枠組条約

大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目的とし、地球温暖化がもたらすさま
ざまな悪影響を防止するための国際的な枠組みを定めた条約。

京都議定書
1997 年 12月京都で開催された COP3で採択された気候変動枠組条約の議定書。先進各
国は2008 年～ 2012 年の約束期間における温室効果ガスの削減の数値目標（日本 6％、アメ
リカ7％、EU8％など）を約束した。

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）
UNEP（国連環境計画）
と WMO（世界気象機関）
によって1988 年 11月に設置された、各国
の研究者が政府の資格で参加して地球温暖化問題について議論を行う公式の場。地球温暖
化に関する最新の自然科学的および社会科学的知見をまとめ、地球温暖化対策に科学的
基礎を与えることを目的としている。ほぼ 5 ～ 6 年おきに世界中の約 1,000 人の科学者・専
門家が参加・検討して「評価報告書」をまとめ、信頼できる科学的な知識を提供している。
出典：全国地球温暖化防止センター HP 温暖化用語集より作成
http://www.jccca.org/dictionary/word_k/word_977.html
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地球温暖化問題解決に向けた世界の動き
地球温暖化問題は、日本だけではなく、世界全体で力を合わせて解決しなければならない大変重要な
課題です。
1992 年には、増え続けている大気中の温室効果ガスの濃度を安定化し、地球温暖化がもたらすさまざ
まな悪影響を防止するために、「気候変動枠組条約」が採択され、地球温暖化対策に世界全体で取り組
んでいくことが合意されました。1995 年からは、毎年締約国会議《COP（コップ）》が開催されています。
COPでは、日本・ヨーロッパ・アメリカ等の先進国、中国・ブラジル・インドなどの新興国、アフリカや
アジアの各国や太平洋の島国など200近い締約国と地域から代表が集まり、それぞれの立場で地球温
暖化問題に関する世界的なルールの策定に向けた話し合いを行っています。
1997 年京都で開催された COP3では、
「京都議定書」が合意され、先進国は2008 年～ 2012 年
の 4 年間に排出される温室効果ガスの削減を約束しました。
現在では、2020 年以降にすべての国が参加する枠組みに、2015 年にパリで行われるフランスの
COP21で合意することを目指し、話し合いが続けられています。
世界の平均気温が2℃以上上昇すると、世界各地に多大な悪影響が出ると言われています。そのため、
COPでは平均気温を 2℃以内にとどめることを目標としています。
2010 年 12月にデンマーク・コペンハーゲンで行われた COP15 の後、先進国も途上国も2020 年
に向けた温室効果ガスの削減目標を提出しました。
しかしながら、各国の目標を達成した場合に実現できる削減量と、気温上昇を2℃に抑えるのに必要
な削減量の間には、いまだに大きな差（ギャップ）があります。
そのギャップを埋めるためには、現在考えられている対策以上のものが必要とされているのです。
IPCC ※の最新のレポートでは、世界の平均気温は既に0.85℃上昇していると言われています。世界
の国々が、そして地球に暮らす私達一人ひとりが、地球温暖化の悪影響を防止するために力を合わせて
対策を進めることが強く求められています。
うわーこんなにたくさんの人たちが話しているんだ！
全世界共通で解決しなければならない課題だからね。

デンマーク コペンハーゲンで行われた 国連気候変動枠組条約

締約国会議（COP15）の様子

出典 : United Nations Framework Convention on Climate Change HPより http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php
※ IPCC（気候変動に関する政府間パネル）
「P09 地球温暖化とその対策を知るための基礎用語集」参照のこと。
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CA R B O N OF F S E T TE X T

地 球 温 暖 化 を 防ぐ た めに
私 たち が できる 取 組のひとつ

「 カー ボン・オフセット」を
知 ろう

カーボン・オフセット
1.1 カーボン・オフセットとは？
「カーボン・オフセット」は、地球温暖化対策の一つです。「カーボン」は二酸化炭素（CO2）等
の温室効果ガス※、
「オフセット」は埋め合せることを意味しています。
私達は、地球温暖化を防ぐために節電や自転車を利用するなどして、CO2 の排出を少なくする努力を日
常的に行っていますが、1 人で行うことができる取組には限りがあります。
カーボン・オフセットは、1 人では削減しきれない CO 2 排出量を、温暖化防止に効果的なプロジェ
クトを応援することで
埋め合せる取 組です。
多くの人が力を合わせ
て大規模な地球温暖
化 対 策を社 会 全 体で
進めることができます。

1.2 プロジェクト応援の仕組み
カーボン・オフセットでプロジェクトを
応援する方法にはいくつか考えられま

資金
①クレジットを
購入する

オフセット

+CO2

すが、主に行われているのは「クレ
ジット」と呼ばれる CO2 削減・吸収量
を購入する方法です。
「クレジット」とは、再生可能エネ
ルギー等の導入や森林吸収量を

-CO2

オフセット

+CO2

-CO2

-CO2
-CO2

-CO2

地球温暖化防止に
効果的なプロジェクト

②プロジェクトに参加する

-CO2
+CO2
+CO2

ット
オフセ

-CO2

+CO2

-CO2

増やす取組など、企業や地域で行われている温暖化対策プロジェクトが実現した CO2 削減・吸収量の
ことです。「クレジット（CO2 削減・吸収量）」は目に見えない CO2を扱っているため、その確認と信頼性
確保のために国や国連の制度で厳しい基準が定められています。
クレジットを購入する際に支払われたお金はプロジェクトに還元され、さらなる CO 2 の削減・吸収活
動に使われます。 現在では様々なプロジェクトがクレジットを販売しており、カーボン・オフセットを実施
する際は自分が応援したいプロジェクトを自由に選択することができます。

1.3 カーボン・オフセットを通じた社会貢献
カーボン・オフセットには２つの効果が期待できます。 一つは温暖化対策としての CO2 削減・吸収効果
です。もう一つは、選択するクレジットの種類や地域によって、地元や地域、新しい技術などの発展につな
がる効果です。多くの人が参加することで、その効果はより大きくなっていきます。
※ CO2 のほかにメタン・一酸化二窒素などの6 種類の気体が地球温暖化の原因となる温室効果ガスと定められています。温室効果ガスを管理する際、
を温室効果ガスと同等の意味合いで使用しています。
CO2 以外のガスは、それぞれ CO2 の量に換算されています。このテキストでは「CO2」
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学校生活から排出する CO 2 のうち、削減が難しいものは何ですか ?

MEMO

なるほど、CO2 を削減したり吸収量を増やす活動をする人に
資金を提供するのね。
地元や地域、新しい技術の応援もできるなんて一石二鳥の取組だね。
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カーボン・オフセット
1.4 カーボン・オフセットの手順
カーボン・オフセットを行う際は、以下のような手順で行います。

①知って

②減らして

③オフセット

どのくらいの量の CO2 が
排出されているか計算し
ます。

計算した CO2を自分で減ら
すにはどのような方法があ
るかを考え、実施します。

減らしても減らしきれない CO2 の量に見合う
だけのクレジットを、応援したいプロジェクトから
購入して、埋め合わせ（オフセット）
します。

カーボン・オフセットの種類
日本で行われているカーボン・オフセットには、大きく分けて５つの取組があります。 私達は自分
でカーボン・オフセットを行うほかに、カーボン・オフセットした商品やサービスの購入などを通じてカ
ーボン・オフセットに参加することができます。
オフセット製品・
サービス

製品の製造・輸送を行う際や
サービスを提供する際に使用するエネルギー
などから排出されるCO2を埋め合わせる取組。

会議・イベントの
オフセット

コンサートやスポーツ大会、会議などの
イベントの主催者が、その開催に関係して
排出される CO2を埋め合わせる取組。

クレジット付製品・
サービス

商品やサービス、チケットなどに
クレジットを付け、購入した人の日常生活から
排出される CO2を埋め合わせる取組。
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自己活動
オフセット

例えば企業の活動、学校での活動、
自分の生活などに関係して
排出される CO2を埋め合わせる取組。

寄付型オフセット

商品の購入金額の一部をクレジット
購入にあてたり、キャンペーン参加者数に
応じたクレジットを購入するなど、
地球温暖化防止活動への貢献・
資金提供を目的とした取組。

復習してみよう
問 1 カッコ内に適切な言葉を入れてください。
■「カーボン・オフセット」は、
（

）のひとつです。

「カーボン」は（

）、

「オフセット」は（

）という意味です。

■ カーボン・オフセットには２つの効果が期待できます。
一つは温暖化対策としての（

）。

もう一つは、選択するクレジットの（
によって、地元や地域、
（
効果です。（

）や（

）

）などの発展につながる
）が参加することで、その効果はより

大きくなっていきます。

MEMO

僕はかっこいい技術を応援したいな。みどりさんは？
私は動物の棲家になる森づくりを応援したいわ。
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カーボン・オフセット
カーボン・オフセットで応援できるプロジェクト
カーボン・オフセットで応援できるプロジェクトは、主に2 種類あります。太陽光発電をはじめとした再生可
能エネルギーの導入など「温室効果ガス排出削減プロジェクト」と、森林の CO2 吸収量を増やす「森林
吸収プロジェクト」です。どちらも地球温暖化防止効果の高いものです。しかしながら、新しい技術の開発
には時間がかかり、大規模な設備導入には高額な資金が必要です。また森林の吸収量を増やす活動は、
人材や資金が不足しています。これらのプロジェクトを進めるには、多くの人の理解と応援が必要とされてい
るのです。

1.5 温室効果ガス排出削減プロジェクト
石油や石炭を使用していた発電を、太陽光や風力、水力、
地熱、バイオマスなど自然を利用した発電方法に替えることで、
大幅に CO2を削減することができます。他にも、温室効果ガス
であるメタンなどを削減する取組があります。

1.6 森林吸収プロジェクト
木は成長する過程で、CO2を吸収し
固定します。 間伐や植林を行うことで、
森林の CO2 吸収量を増やすことができ
ます。

間伐前

間伐後

森が明るくなってるわ。間伐をすることで、森がより元気になるのね！
かん ばつ

間 伐ってなに？
日本の国土の 7 割は森林です。そのうち約 4 割は、人が植林を行った森（人工林）
です。人工林
は、定期的に木を間引く
（間伐）作業が必要です。間伐を行うことで、残った木の生長を促します。木
は成長する段階でより多くの CO2を吸収するため、森林全体の CO2 吸収量を増やすことにつながっ
ています。
また、間伐によって木々の幹や根がしっかりと成長すること
成長
間伐

が健康に保たれることで、多種多様な生物や水源の保全につ
ながるなど、多くの良い効果があります。

混みすぎ

人工林は
約1000 万 ha

で山崩れなどの土砂災害を防止することにつながったり、森林

昭和 30～40年を中心に植林

森が
いきいきする

カーボン・オフセットで森林吸収プロジェクトを応援すること
は、森林の様々な働きを守ることにも役立つのです。

間伐とは成長に伴って、混みすぎた林の立木を
一部抜き伐りすることです

健全な森林が育つ

出典：地球温暖化防止センター HP（http://www.jccca.org/）、林野庁 HP（http://www.rinya.maff.go.jp/）より
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あなたは、カーボン・オフセットを通じて、どのような地球温暖化
対策プロジェクトがあったら応援したいと思いますか。

MEMO

皆さんならどんなプロジェクトを応援したいか考えてみましょう。
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復習してみよう
問 1 カッコ内に適切な言葉を入れてください。
■ カーボン・オフセットで応援できるプロジェクトは、 主に 2 種類あります。

（

）をはじめとした（

の導入などの「（
（

）
）」と、森林の

）を増やす「（

）」です。

どちらも地球温暖化防止効果の高いものです。
■（

）や石炭を使用していた発電を、太陽光や風力、水力、

地熱、バイオマスなど（

）を利用した発電方法に替えること

で、大幅に CO 2 を削減することができます。
■ 木は成長する過程で、CO2 を吸収し（

（

）や（

）します。

）を行うことで、森林全体の

CO2 吸収量を増やすことができます。

MEMO

カーボン・オフセットについてはこれでバッチリさ。
そうすけくん、本当にわかったの～？
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カーボン・オフセットに参加するには？
先生 ! カーボン・オフセットの仕組みについては分かったのですが、
実際にはどのように使われているんですか ?
 い質問だね。例えば旅行の時に、交通機関やホテルを利用するだろう ?
い
そこで使用するエネルギーから排出された CO2 をカーボン・オフセットするサービスがある。
航空会社では、希望者が自分の乗った区間に応じてクレジットを購入できるサービスを提供し
ているよ。またホテルでは、ホテルの部屋で使用する電気分の CO 2 をオフセットするサー
ビスなんかもあるんだ。
旅行は楽しいけれど、それによって温暖化が進行するのは、少し気になります。
私たちはまだ高校生だから、個人で利用するのは難しいけれど、修学旅行の時だっ
たら、学校全体で利用することもできるかもしれませんね。

え〜 知らなかった。

 うだね。その他に、カーボン・オフセット
そ
商品も売られているよ。

まだ数が少ないからね。でもだんだん増えていて、今は梅干やジュース、トマト、ハム、
お豆腐や豚肉などの食料品をはじめ、雑貨にもカーボン・オフセット商品があるんだよ。
私たちはそれを買えばいいということですか ??
カーボン・オフセット商品を選んで買う事で、カーボン・オフセットを
行う企業と温暖化対策プロジェクトを応援することにつながるね。
そうか、みんながカーボン・オフセット商品を買えば買う程、
温暖化対策プロジェクトを応援することができるんですね。
そうだね。実はカーボン・オフセットの良いところは地球温暖化対策を進められる
ことだけではないんだ。あるコンビニエンスストアでは、東日本大震災の被災地で
ある岩手県内の森林吸収プロジェクトで創られたクレジットを購入して、カーボン・
オフセット商品を作って販売したんだよ。
私たちはその商品を買う事を通じて、地球温暖化防止だけではなく、
被災地の復興も応援することができるということですか ?

そうなんだ。クレジットの収益は、震災で大きな被害を受けた方たちが
林業を再開する手助けになったと聞いているよ。
へぇ〜 お店でカーボン・オフセット商品を見つけたら買うようにします。
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まとめ

学習したことをまとめよう

１、新しく知ったこと

２、大事だと思ったこと

３、わからないこと

感想

20

2

CA R B ON OF F S E T W O R K S H E E T

地 球 温 暖 化 を 防ぐ た めに
私 たち が できる 取 組のひとつ

「 カー ボン・オフセット」を
体 験しよう

Step1「知って」
教室や通学から排出される CO2 排出量を計算してみましょう。

2.1 教室
使われるエネルギー（電気）を調べてみよう。
教室にはどんなものがあるかしら？

調べ方：
名称だけでなく、場所、個数、消費電力、利用時間も調べて表に記入しましょう。

１、電気を使うものを書き出す

4、使っている時間を調べる

2、何個あるか数える

5、使える排出係数を調べる

3、消費電力（W）を調べる

６、 CO 2 排出量を計算する

【計算式： CO2 排出量＝活動量（個数×消費電力×利用時間）
×排出係数】
※電気の排出係数については、代替値（0.55kg-CO2/kWh）
を活用しても良いですが、実際には地域や年度、供給事業者ごとに異なります。
より詳細な計算をする場合は適切な排出係数を選択する必要がありますので、下記の参考サイトを確認してみましょう。

その他のエネルギー（ガソリン、軽油、灯油、都市ガス）等の燃料利用についても排出係数が
公表されていますので、これらを活用して CO2 排出量を計算することができます。
参考：環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」電気事業者別排出係数一覧
http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc

消費電力は「W」排出電力は「kwh」あたり
なので単位に注意しましょう。

記入例
【３】
消費電力

【４】
利用時間
（h）

【５】
排出係数

（kg-CO2/kWh）

【６】
CO2 排出量

1.0

200

2.0

0.55

0.22

照明
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60

5.0

0.55

3.96

エアコン

1.0

1700

4.0

0.55

3.74

合計

―

―

―

―

7.92

【１】
電気を使うもの

【２】
個数

テレビ

（W）

（kg-CO2）

※計算は小数点第３位を四捨五入とすること
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Step1「知って」
2.1 教室
使われるエネルギー
（電気）を調べて記入しましょう。

記入表
【１】
電気を使うもの

【２】
個数

合計

―

【３】
消費電力

【４】
利用時間
（h）

（kg-CO2/kWh）

―

―

―

（W）

【５】
排出係数

【６】
CO2 排出量
（kg-CO2）

※計算は小数点第３位を四捨五入とすること

計算スペース
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Step1「知って」
2.2 通学
通学の経路と往復の距離などを調べてみよう。

調べ方：
路線検索サイトや地図サイトを使うと距離を調べることが出来ます。

１、自宅の最寄駅を書く

3、移動手段を選ぶ

5、一緒に移動する人数を書く

2、学校の最寄駅を書く

4、移動距離を調べる

6、使える排出係数を調べる
（電車、バス、自家用車、徒歩、自転車）

【計算式： CO2 排出量＝活動量（移動距離×移動人数）×排出係数】
注意！通学は「自宅を」出てから「自宅に」帰るまでだよ！往復で考えてね！
※排出係数については、以下を活用すること。

鉄道：0.02kg-CO2 /人キロ、バス：0.06kg-CO2 /人キロ、自家用車：0.17kg-CO2 /人キロ、
徒歩・自転車：0kg-CO2 /人キロ
排出係数についての参考サイト :
国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量（輸送量当たりの二酸化炭素の排出量「旅客」）」
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html

【１】
自宅

【２】
学校

【３】
移動手段

【４】
往復距離

【５】
移動人数

蒲田駅

等々力駅

鉄道
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1.0

（km）

（人）

【６】
排出係数

【７】
CO2 排出量

0.02

0.38

（kg-CO2 ／人キロ）

（kg-CO2）

※計算は小数点第３位を四捨五入とすること

結果を友達と比べてみましょう
やってみよう①

2.2 で計算した結果を友達と比べてみよう。
あなたと友達の通学で排出される CO2 はどちらが多いかな？

学校全体でも考えてみましょう

他にどこから CO2 が排出されているでしょうか？
■その他のエネルギー
■水道

→

■廃棄物

→

学校でその他のエネルギーを使うものを調べてみましょう。

学校で水を使うものを調べてみましょう。
→

やってみよう②

どのくらいの量のゴミが出ているか

文化祭の CO2 排出量が計算できる！？

2.1 で電気（その他のエネルギー）を使った場合、2.2 で移動の CO2 排出量の計算方法を示しました。
「文化祭」を開催する際の CO2 排出量もこの方法を利用すると計算できます。
例えば、校舎全体の電気利用や模擬店が提供する食事をつくるときに使うガス利用、そして、来場
する方々と関係者の移動に伴う CO2 排出量をあなたはすでに計算できるのです。
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Step1「知って」

CO2

CO2
CO2

2.2 通学
通学の経路と往復の距離などを調べて記入しましょう。

記入表
【１】
自宅

【２】
学校

【３】
移動手段

合計

―

―

【４】
往復距離

【５】
移動人数
（人）

（kg-CO2 /人キロ）

―

―

―

（km）

【６】
排出係数

【７】
CO2 排出量
（kg-CO2）

※計算は小数点第３位を四捨五入とすること

結果を友達と比べてみましょう
友達の通学から排出される CO 2をきいて書きましょう。
名前

自宅

学校

移動手段

CO2 排出量

自分と友達の通学から排出されている CO 2を比べて違うところやその理由を書きましょう。
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Step2「減らして」
どのようにしたら CO2 が削減できるか考えましょう。

2.3 削減のアイディアを考えましょう
自分で取り組めることを考えてみよう。

アイディア １

例：教室を使わないときは、電気を消す

アイディア 2

例：明るいときは、窓側の電気を消すなど必要なエリアだけつける

アイディア 3

例：服装の工夫によって冷房の温度を高めに設定する

あっ！教室の電気消し忘れた…。
服装の工夫で冷暖房の温度調整か〜
僕は冬でも半袖を着てるよ。
長袖にして暖房の温度を下げよう。

やってみよう①

不必要な電気がついているのを
見つけたら、消すように心がけるだけでも
違うわね。

削減できる CO2 量を計算してみましょう

例①：教室１本の蛍光灯（60W）を外した場合の年間 CO2 削減量
（※年間授業時間は 1,000 時間として計算）

例②：夏の冷房時の温度設定を 1℃高くした場合の１日あたりの CO2 削減量
（※１日あたりの省エネ効果は 13%、使用時間は 9 時間 / 日として計算）
その他、どんな行動がどのくらい CO 2を削減できるか、参考サイトでみてみましょう。
参考サイト：省エネルギーセンター家庭の省エネ大事典「http://www.eccj.or.jp/dict/」

やってみよう②

CO2 排出量を杉の木で換算してみましょう

杉の木換算では、一本（杉の木は 50 年杉で、高さが約 20～30m）当たり 1 年間に平均して約 14kg の
二酸化炭素を吸収・固定するとして試算します。（出典：林野庁）
下記、計算式を用いて排出量を杉の木に換算してみましょう。

計算式：

杉の木換算（本）＝
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CO2 排出量（kg-CO2）
杉の木１本の吸収量（kg-CO2）

Step2「減らして」
2.3 削減のアイディアを考えましょう
例で示す内容またはそれ以外で、自分が取り組めることを考えましょう。

内容
取組 1
取組 2
取組 3

やってみよう①・②

削減できる CO 2 量を見てみましょう

参考サイトを見て記入してみましょう。また、削減量を杉の木に換算してみましょう。

行動メニュー

削減できる CO2 量
（kg-CO2）

杉の木換算
（本）

例①
例②
その他

計算スペース
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Step3「オフセット」
カーボン・オフセットしたらどんな効果があるのでしょうか？

2.4 応援したいプロジェクトを見つけましょう
カーボン・オフセットには２つの効果が期待できます。
一つ目に温暖化対策としての CO2 削減・吸収効果。もう一つは、選択するクレジット
の「種類」や「地域」によって、地元や地域、新しい技術などの発展につながる効果です。
多くの人が参加することで、その効果はより大きくなっていきます。

いろいろなプロジェクトから選んで応援できるのは面白い取組ですね。
私はどれを応援しようかな。

プロジェクトの種類

応援できる内容

温室効果ガス排出削減
プロジェクト

石油や石炭を使用していた発電を、太陽光や風力、水力、地熱、木質バイオ
マスなどの自然の力を利用した発電方法に替えることで、大幅に CO2 を削
減することができます。他にも、温室効果ガスであるメタンなどを削減する
取組があります。

森林吸収
プロジェクト

日本の国土の７割を森林が占めています。木は成長する過程で、CO2 を吸収
し固定します。間伐や植林を行うことで、森林全体の CO2 吸収量を増やす
ことができます。これらの取組により森林を「動植物の住処」として残した
り、森林の持つ「保水力を維持」して水源を守ることもできます。

70%
グループで話し合いましょう
どんなプロジェクトを応援したいと思うか意見を出し合いましょう。

１、応援したいプロジェクトを考えましょう
２、応援したい理由を考えましょう
３、友達と話し合いましょう

どのようなプロジェクトがあるかは、
カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）のホームページで確認できます。
http://www.j-cof.go.jp/j-ver/project_introduction.html
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Step3「オフセット」
カーボン・オフセットしたらどんな効果があるのでしょうか？

2.4 応援したいプロジェクトを見つけましょう
①あなたの応援したいプロジェクトを選びましょう。

温室効果ガス排出削減プロジェクト

森林吸収プロジェクト

②あなたの応援したい地域を選びましょう。

地元地域

災害の被害を受けた地域

その他
（

）

グループで話し合いましょう
どんなプロジェクトを応援したいと思うか意見を出し合いましょう。
１、応援したいプロジェクト

２、応援したい理由

３、友達の意見
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ワークシートまとめ

学習したことをまとめよう

１、新しく知ったこと

２、大事だと思ったこと

３、わからないこと

感想
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3

CA R B ON OF F S E T R E S E A R C H

地 球 温 暖 化 を 防ぐ た めに
私 たち が できる 取 組のひとつ

「 カー ボン・オフセット」を
調 べよう

「カーボン・オフセット」を調べよう
3.1 カーボン・オフセットに取り組んでいる
企業を探してみましょう
企業名
住所
①どのような仕事をしている企業ですか？

②どのようなカーボン・オフセットに取り組んでいますか？

③どのプロジェクトを応援していますか？
（クレジット販売元）

④なぜ③のプロジェクトを応援しているのか、企業の人に聞いてみましょう。

⑤このようなカーボン・オフセットの取組について、どのように感じますか？

課題の参考資料 ※教材専用サイトから各ページを見ることができます。
・カーボン・オフセットフォーラム HP － カーボン・オフセットガイドブック
http://www.j-cof.go.jp/pdf/tool_outline11.pdf
・カーボン・オフセットフォーラム HP － 「潜入する」
http://www.j-cof.go.jp/friends/into/
・カーボン・オフセット推進ネットワーク － カーボン・オフセット事例集
第一回カーボン・オフセット大賞受賞団体

http://www.carbonoffset-network.jp/news.html?id=210

第二回カーボン・オフセット大賞受賞団体

http://www.carbonoffset-network.jp/news.html?id=304

第三回カーボン・オフセット大賞事例集

http://www.carbonoffset-network.jp/award3rd/download/award3rd_jireishu_for%20web.pdf

その他、インターネット検索サイトで「カーボン・オフセット」と入れると、実際に取り組んでいる企業がでてきます。
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「カーボン・オフセット」を調べよう
3.2 地元で創られている「クレジット」について調べてみましょう
カーボン・オフセットで応援できるプロジェクトは
日本全国にたくさんあります。どんなクレジット

温室効果ガス排出削減プロジェクト
森林吸収プロジェクト

が創られているか調べてみましょう。
複数地域

プロジェクト数
5件
1件
出典：J-VER プロジェクト紹介 HP より

① -1 地元で行われている温室効果ガス排出削減プロジェクトを書き出してみましょう。

① -2プロジェクトを１つ選び、どのような活動を行っているか調べてみましょう。

② -1 地元で行われている森林吸収プロジェクトを書き出してみましょう。

② -2プロジェクトを１つ選び、どのような活動を行っているか調べてみましょう。

③あなたがカーボン・オフセットをする際には、温室効果ガス排出削減プロジェクトと
森林吸収プロジェクトのどちらを選びますか？ その理由も書いてください。

課題の参考資料

※教材専用サイトから各ページを見ることができます。

・カーボン・オフセットフォーラム HP － J-VER プロジェクト紹介
http://www.j-cof.go.jp/j-ver/project_introduction.html
・オフセット・クレジット（J-VER）制度 HP － プロジェクト一覧
http://www.j-ver.go.jp/project/anken02.html
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「カーボン・オフセット」を調べよう
3.3 カーボン・オフセット商品を探してみましょう
商品名

① -１どのような商品か、
絵や図を用いて説明してください。

商品販売元

① -2どのようなカーボン・オフセットに
取り組んでいますか？

① -3どのプロジェクトを応援していますか？
（クレジット販売元）

① -4なぜ① -3 のプロジェクトを応援しているのか、
企業の人に聞いてみましょう。

② -1あなたなら、どんな商品でカーボン・オフセットをしてみたいですか？ その理由も書いてください。

課題の参考資料 ※教材専用サイトから各ページを見ることができます。
・カーボン・オフセットフォーラム HP － カーボン・オフセット事例紹介
http://www.j-cof.go.jp/cof/practices.html
・カーボン・オフセットフォーラム HP － 「潜入する」
http://www.j-cof.go.jp/friends/into/
・カーボン・オフセット推進ネットワーク － カーボン・オフセット事例集
第一回カーボン・オフセット大賞受賞団体

http://www.carbonoffset-network.jp/news.html?id=210
第二回カーボン・オフセット大賞受賞団体

http://www.carbonoffset-network.jp/news.html?id=304
第三回カーボン・オフセット大賞事例集

http://www.carbonoffset-network.jp/award3rd/download/award3rd_jireishu_for%20web.pdf
その他、インターネット検索サイトで「カーボン・オフセット」と入れると、実際に取り組んでいる企業がでてきます。
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関連課題
カーボン・オフセットの学習を進める際に、基礎となる地球温暖化に関する知識を補足します。

地球温 暖 化 全 般
■ 地球が温暖化する仕組みを調べてみましょう。

（温室効果、温室効果ガスのない地球はどうなる？ など）
■ 温暖化した未来の地球はどうなるのでしょうか？

（100 年後の地球の姿、温暖化の影響 など）
■ 温室効果ガスについて調べてみましょう。

（温室効果ガスの種類、排出源、排出係数 など）
■ 国連ではどのような話し合いがされているか調べてみましょう。

（京都議定書、先進国の取組、途上国の主張、新興国の主張 など）
■ 温暖化対策における森林の役割について調べてみましょう。

（木が CO2を吸収・固定する仕組み、間伐や植林の効果 など）

地球温 暖 化 取 組
※「日本」
「地域」
「企業」
「学校」
「家庭」などの単位で調べることができます。

■ 温室効果ガスの削減目標について調べてみましょう。

（目標値、目標を達成するための対策、他国・地域との比較 など）
■ 温暖化防止のためにどのような対策が行われているか調べてみましょう。

（対策の種類、対策の特徴、温暖化防止の効果 など）

例）地域・自治体では
地域冷暖房、カーシェアリング、パークアンドライド
太陽光発電導入の補助金、エコビルディング、エコタウン、排出権取引 など

学校・家庭では
節電、自転車利用、節水、ごみの削減、省エネ機器への買替
クールビズ／ウォームビズ、クールシェア／ウォームシェア など

カー ボン・オフセット関連
■クレジットの仕組みを調べてみましょう。
（京都メカニズム、J-クレジット制度、信頼性の確保 など）
■カーボンフットプリントの考え方を調べてみましょう。
（カーボンフットプリントの考え方、商品を製造する際の排出源、国内・外国での取組 など）
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ワークシートまとめ

学習したことをまとめよう

１、新しく知ったこと

２、大事だと思ったこと

３、わからないこと

感想
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4

C A R B ON O F F S E T GA ME

地 球 温 暖 化 を 防ぐ た め に
私 た ち が できる 取 組 の ひとつ

「 カ ー ボン・オフ セット」で
遊 ぼう

「カーボン・オフセット」で遊ぼう

まずはルールを
確認しよう！

この章では、ゲームを通じて、
地球温暖化対策やカーボン・オフセットの事を考えてみましょう。

4.1 進め方
1クラスを４～ 5 名の 6 ～ 8 チームに分けます。そのうち半分を「クレジット創出チーム」、残りを「カーボン・オ
フセットチーム」としましょう。この後は、各チームに分かれて、メンバーと話し合いながら進めましょう。

クレジット創出チーム

カーボン・オフセットチーム

目標

目標

魅力的なクレジットを創出して、できるだけ多く

カーボン・オフセットで環境に配慮した学校を目指しましょう。

販売しましょう。売上金額が高いチームが勝ちです

最終的に CO2 排出量が 0 に近いチームが勝ちです。

▼

▼

最初に担当するプロジェクトを決めます。

「CO2 排出カード」を 6 枚引きましょう。

▼

▼

クレジットの良い点やプロジェクトの効果を

どのような学校にしたいか、話し合いましょう。

話し合い、アピールシートを作成しましょう。

▼

▼

排出された CO2 の量を計算し、自分達の努力で削減できる
CO2 排出量について話し合い、算定シートに記入しましょう。

カーボン・オフセットチームに向けて
プレゼンテーションを行い、できるだけ多く購入
してもらうためのアピールをしましょう。

▼
クレジット創出チームのアピールを聞き、お金をかけて削減するものと、
クレジットを購入してカーボン・オフセットするものを話し合いましょう。

▼

▼

クレジットを購入してくれるカーボン・オフセットチームに、

購入するクレジットを決めて、クレジット創出

クレジットを渡し、お金を受け取りましょう

チームにお金を払って購入しましょう。

▼

▼
どのような学校を目指したか、当初の CO2 排出量

販売できたクレジット量と売上金額を計算しましょう。

から、どのような理由で CO2 削減やクレジット購
入を行ったか発表しましょう。

先生の投票

先生は、クレジット創出チームのうち良かったチーム 1 チームを選び、50 カーボンのクレジットを購入して、
カーボン・オフセットチームのうち良かった１チームの CO2 排出量のオフセットに充てることができます。
最終結果は、先生の投票を反映したものとなります。

各チームの結果について、全員で話し合いましょう。
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「カーボン・オフセット」で遊ぼう

こんなに種類が
あるのね！

4.2 温暖化対策プロジェクトの例
※「発電量」
「CO 2 削減効果」
「導入のコスト」は、設置場所の条件や設置する機種によって大きく異なります。
値は設備一機あたりの目安です。

温室効果ガス排出削減プロジェクト

温室効果ガス排出削減プロジェクト

風力発電
設置場所

太陽光発電

年間を通じて風が強く、広い場所

設置場所

建物の屋根の上や空き地など

山の上、畑地、海岸、洋上 ( 海 ) など

発電量

少

発電量

多

CO2 削減効果

小

CO2 削減効果

高

導入のコスト

安い

導入のコスト

高

クレジット価格

200 円

クレジット価格

200 円

・太陽の光を利用して発電する。
・設置可能な場所が多い。
・コストが安いので、大量に設置することで
CO2 削減効果が高まる。
≪デメリット≫
・夜間は発電できない
・一機当たりの発電量が少ない

1,400kw（平均）

・風が風車を回す力を利用して発電する。
・風が吹けば 24 時間発電可能。
・景観が良い
≪デメリット≫
・低周波を発生する
・鳥が巻き込まれることがある

温室効果ガス排出削減プロジェクト

温室効果ガス排出削減プロジェクト

小水力発電

木質ペレットストーブ

設置場所

水の流れがあり、高低の落差があるところ

設置場所

建物、家屋（換気のできる場所）

発電量

中

CO2 削減効果

小

CO2 削減効果

中

導入のコスト

小

導入のコスト

中～高

クレジット価格

300 円

クレジット価格

300 円

・灯油等の代わりに、木から作られたチップで暖房する。
・木は育つ段階で吸った CO2 が燃やした時に排出すると考えられ、
CO2 は± 0 となり、実質 CO2 を排出しないと考えられている。
・森林に切り捨てられた木材も利用できるため、防災や森林保
全につながる。
≪デメリット≫
・燃料となる木材を集める必要がある。

1000kw 以下

・水の流れで水車を回すことで発電する。
・山や川の多い日本に向いている。
・水が流れていれば 24 時間発電可能。
・ダムを作らないため山の環境保全に繋がる。
≪デメリット≫
・雨の量などに左右される
山梨県南アルプス市

温室効果ガス排出削減プロジェクト

森林吸収プロジェクト

バイオディーゼル

森林の間伐

設置場所

バスや車で軽油のかわりに使用する

設置場所

CO2 削減効果

小

CO2 削減効果

大（CO2 吸収量増大）

導入のコスト

小

導入のコスト

大

クレジット価格

400 円

クレジット価格

500 円

・菜の花など植物から採取した油を、家庭や店舗で使用した後
回収し、軽油のかわりに燃料とする。
・ディーゼル車であれば、設備を変えず使用できる。
・市民が育てた菜の花でも実施できる。
≪デメリット≫
・菜の花の栽培時期が限られ、
採取できる量に限りがある。
・廃油を回収する必要がある。

風力発電量

人工林

・森林 ( 人工林 ) で間伐をおこなうことで、
森林全体の CO2 吸収量を高める。
・残った木が育ち、質の良い木材となる。
・森林の健康を保つことで、
防災や水源の保全につながる。
≪デメリット≫
・日本国内は人件費（人を雇う費用）が高く、
実施に費用がかかる。

NEDO:http://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku/state/1-01.html
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「カーボン・オフセット」で遊ぼう
4.3 クレジット創出チーム
目標

魅力的なクレジットを創出して、できるだけ多く販売しましょう。
売上金額が高いチームが勝ちです

１. プロジェクト（クレジット）の種類は何にしましたか？
※「クレジット創出プロジェクト説明書」から、１つ選びましょう。

2. 選択したプロジェクト（クレジット）の内容を話し合い、アピールシートを作成しましょう。
①国や地域はどこにしますか？
日本

海外

②プロジェクトの特徴を５つ以上挙げましょう。

アピールシート（例）

風力発電

❶

③地球温暖化防止以外に、このプロジェクトの効果を
2 つ以上挙げましょう。

④クレジットを買ってくれた人にとって
良いことがあれば書きましょう

❷
場所

価格

❸

円 / カーボン

1. カラーペンや色鉛筆を使って
プロジェクトの特徴をアピールしましょう
2. 場所と価格を書きましょう
3. アピールポイントを３つ書きましょう
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3. クレジットをカーボン・オフセットチームに販売しましょう。
クレジットを購入してくれるカーボン・オフセットチームにクレジットを渡し、お金を受け取りましょう。
クレジット

お金

クレジット

カーボン・オフセットチームが購入した

風力発電

1000

クレジットの量（カーボン）
と販売金額を

1000

千円

書いて、カーボン・オフセットチームの

カーボン・オフセット銀行

500

お金と交換しましょう

500

五百円
カーボン・オフセット銀行

100

5
1,000

カーボン・オフセットチーム名

100

百円

カーボン

カーボン・オフセット銀行

円

クレジットの量（カーボン）

売上金額（円）

4.「カーボン・オフセットチーム」が購入したクレジットの量と売上金額の合計を書きましょう。
カーボン

売上金額

円

5. 先生の投票によって購入されたものを足した最終結果を書きましょう。
カーボン

売上金額

円

6. 結果についてどのように考えましたか？ 自分の意見をまとめてみましょう。
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「カーボン・オフセット」で遊ぼう
4.4 カーボン・オフセットチーム
目標 カーボン・オフセットで環境に配慮した学校を目指しましょう！
決められた予算内で、排出している CO2（カーボン）を削減努力とカーボン・オフセットで
0 に近づけます。最終的に CO2 排出量が 0 に近いチームが勝ちです。予算は 30,000 円です。
1.「CO2 排出カード」を各チーム 1 セット用意します。
裏返しにして、よく混ぜ、そのうち 6 枚を引きましょう。
2.CO2 の削減とカーボン・オフセットを行う事で、どのような環境に配慮した学校を目指
しますか？メンバーで話し合って、決めましょう。
例）森林を守る学校、新しい技術を応援する学校など

3.6 枚の CO2 排出カードを見ながら「自分で削減する」
「ラッキーカードで削減する」もの
を決めて算定シートに書きましょう。
削減をするかしないかを決める時には、どのようにしたら目指す学校に近づけるか話し合いながら決めましょう。
算定シート

「自分で削減する」
「ラッキーカードで削減
自分で削減

資金

30000円

ラッキーカードで削減分

０円 ＋

円 ＝

お金を出して削減分

円

円

する」
と決めた理由を書きま
しょう。
円 ＝
円

クレジット購入

最後に残った資金

CO2排出量（カーボン）
活動

最初の
CO2排出量
（カーボン）

自分で削減
（カーボン）

ラッキーカードで削減
（カーボン）

この時点で残った
CO2排出量
（カーボン）

お金を出して削減
（カーボン）

クレジット量
（カーボン）

クレジットを購入
プロジェクトの種類

最後に残った
CO2排出量
（カーボン）

合計

CO 2 排出カード

エアコン

200

カーボン

CO 2 排出カード

修学旅行

18

カーボン

九州4泊5日
航空機
（羽田⇔福岡 片道2時間）
使用

夏28℃、冬20℃に設定する

－20カーボン

省エネ型に替える

－100カーボン

省エネ型エアコンに
替える場合は、資金から、

－18,000 円

新幹線
（片道5時間）
に替える
飛行機から新幹線に
替える場合は、資金に

－12 カーボン

＋5,000 円

ラッキーカード

この時点で残った CO 2 排出量と、金額を書きましょう。
CO 2 排出量
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カーボン

資金

円

4. クレジット創出チームのアピールを聞いて、それぞれの活動から排出される CO2 を、
「お金を出して削減」するか「クレジットを購入」してカーボン・オフセットするか決めます。
カーボン・オフセットする場合は、クレジット創出チームからクレジットを購入しましょう。
算定シート

削減やオフセットを
決めた理由を書きましょう。

お金を出して削減分

円

この時点で残った
CO2排出量
（カーボン）

クレジット購入

円

最後に残った資金

円 ＝

お金を出して削減
（カーボン）

クレジット量
（カーボン）

円

クレジットを購入
プロジェクトの種類

最後に残った
CO2排出量
（カーボン）

CO 2 排出カード

エアコン

200

カーボン

夏28℃、冬20℃に設定する

－20カーボン

省エネ型に替える

－100カーボン

省エネ型エアコンに
替える場合は、資金から、

－18,000 円

5. 最終的に残った CO2 の量と、使った金額を書きましょう。
カーボン

残金

円

6. 先生の投票によってカーボン・オフセットされた量を引いた最終結果を書きましょう。
カーボン

7. 結果についてどのように考えましたか？

残金

円

自分の意見をまとめてみましょう。
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Carbon Offsetting Initiatives at the Olympics
Initiatives to consider the environment at international sporting
events such as the Olympics or the World Cup are becoming
widespread. The Olympics and Paralympics, the world's largest
sporting events, use a larger amount of energy than normal events
and emit a huge amount of greenhouse gases through the
gathering of a large number of athletes, support parties, and
spectators from around the world and by having various games
performed in a variety of venues throughout the event. For this
reason, efforts are being put into place to control energy
consumption through careful planning of event facilities and
transportation, and to achieve a reduction of greenhouse gas
emissions.
Moreover, in recent years, carbon offset initiatives are being
applied as environmental activities at the Olympics and
Paralympics. For example, at the 2012 London Olympics, the CO2
emissions caused by transportation of supplies and more than
500,000 spectators and delegates have been offset. Spectators
willing to offset their emissions due to use of transportation were
able to participate in carbon offset initiatives through the internet in
a friendly manner. As a result, nearly 100,000t-CO2 were offset.
It is expected that the 2020 Tokyo Olympics and Paralympics will
be even more environmentally friendly. More specifically, the target
is to organize a Carbon Neutral sporting event.
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単語リスト
initiative

【名詞】取組み

widespread

【形容詞】広げた、普及した

emit

【動詞】排出する

spectator

【名詞】観客

venue

【名詞】開催地

energy consumption

エネルギー消費

facility

【名詞】施設

delegate

【名詞】関係者

participate

【動詞】参加する

Carbon Neutral

温室効果ガスの排出が実質0となる状態のこと
削減の取組とカーボン・オフセットを組み合わせる等の手法で実現する。
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