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第１回研究会と事前ヒアリングを踏まえた論点整理 

 第1回委員会及び委員へのヒアリング結果※を下記のように整理。 

1. どんぐり事業の位置づけ 
 

2. どんぐり事業の制度規定 
(1)算定範囲の細分化 
(2)CFP・MiLCA以外の算定方法の 

         認証 
(3)事後認証 
(4)システム認証 

 

その他論点 重点的にご議論いただきたい論点 

1. 類似の認証制度との連携 
• カーボン・オフセット認証マークの統一 

 
2. CFPプログラムとの使いやすさ 

• CFP認証費用、MiLCA使用料の削減 
 

3. どんぐり製品導入のインセンティブ 
• Ｊ－クレジットの省エネ法への活用 
プレミアム基準採用のインセンティブ 
付与 

 
4. Ｊ－クレジット制度 

• クレジット産地や方法論の多様化 
• クレジット需給バランスの安定化 

※第1回委員会の開催に先立ち、委員各位にヒアリングを実施 
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「どんぐり事業の位置づけ」についての問題意識 

 一般消費者や企業の購買担当者に対して、クレジット使用の意義・目的が伝わりにくい
場合がある。 

 カーボン・オフセットの類型の拡大や、従来とは異なる新たなＰＲを行うことを通じて、カー
ボン・オフセットの取組を一層広げていくことができるのではないか。 

【製品・サービスの使用者や顧客の意見の例】 
・クレジットを買って無効化すれば、いくらでもCO2を排出してもいい。 
・誰かの削減量をお金で買っているだけだから、全体として排出量は減っていないの 
 ではないか。 ／等 
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どんぐり事業で認証する類型の拡大 

 どんぐり事業で認証するカーボン・オフセットの類型を拡大し、顧客等に対する訴求方法
のオプションを増やしてはどうか。 

Ａ．製品・サービス・イベント等のオフセット 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カーボン・オフセット旅行 
 

ツアー代金にオフセット料金を上乗せして、
航空機等の使用によるCO2をオフセット 

Ｂ．クレジット付製品・サービス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カーボン・オフセットドリンク 
 

飲み物に購入者の日常生活の排
出量1Kg-CO2をオフセットする
クレジット付き商品の提供。 

Ｃ．寄付型オフセット 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カーボン・オフセットキャンペーン 
 

アイスクリーム購入につき1円を森林
クレジットの購入に充当して森林整
備・地域活性化に役立てる。 

類型 訴求ポイントの違い 

Ａ．製品・サービス・ 
イベント等のオフセット 

製品のライフサイクル排出量に着目しており、クレジットを利
用して排出量を埋め合わせる。顧客に対して、製品等のCO2ゼ
ロの訴求が可能。 

Ｂ．クレジット付製品・
サービス 

購入者の(例えば、日常生活の)排出量をクレジットで埋め合わ
せることができる。 

Ｃ．寄付型オフセット 製品販売元のクレジット調達・購入を通じて、CO2の削減・吸
収に貢献した企業等を支援する(排出削減促進)ことができる。 

現行のどんぐり事業 拡大する候補となる類型 
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 CO2ゼロをPRするほかに、クレジットを創出する中小企業のCO2削減やCO2を吸収す
る森林の整備を応援する事業としてPRするなど、別のPR方法もあるのではないか。 

• どんぐりマーク製品は、ライフサイクルでの
CO2排出量をオフセットした、環境にやさし
い製品です。 

• どんぐりマークはクレジットを創出する中小
企業を応援するマークです。 

• どんぐりマークはCO2を吸収する森林の整備
を応援するマークです。 

新たなPR方法 

【現行】 
製品のCO2ゼロをPR 

【別の方向性】 
製品の購入を通じた 

CO2削減・吸収への協力をPR 
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類型の拡大や新たなPR方法にかかる論点 
 認証するカーボン・オフセットの類型を拡大したり別のPR方法を採用する場合、顧客への
メッセージ性が異なるが、どのような影響があるか。 

 また、メッセージ性の違いをラベリングによって区別すべきか。 

技術的・経済的
ハードル 

高い 

低い 

すべてのライフス
テージを無効化 
(CO2ゼロ製品) 

寄付型 
オフセット 

クレジット付 
製品サービス 

どんぐり事業 

原材料・部品の 

調達 
製造 流通 

消費・使用・ 

維持管理 

廃棄・ 

リサイクル 

埋め合わせ必須のライフス
テージを無効化 

カーボンフットプリント(CFP) 

CO2ゼロをPR 製品の購入を通じたCO2削減・ 
吸収への協力をPR 
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どんぐり事業の認証プロセス 

 どんぐり事業の認証プロセスを多様化・簡素化し、利用者にとって使いやすい制度として
はどうか。 

排出量の算定 クレジットの 
無効化 オフセット認証 

共通の論点 
 手続きの多様さ・簡便さと認証の質のバランスをどう考えるか 
 新たな改善のニーズがどの程度あるか 
 現行制度の下で認証されている製品の扱い 

認証プロセスと改善の論点 

１ カーボン･オフセットの必須範囲 

２ 排出量算定方法の拡大 

３ カーボン･オフセットの事前認証 

４ カーボン・オフセットのシステム認証 
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１．カーボン・オフセットの必須範囲（排出量の算定範囲） 

 現在は「原材料・部品の調達」段階及び「製造」段階のオフセットを必須としている。 
 製品・サービスの各ライフサイクル段階での排出量の実態に合わせて、オフセットを必須と
する段階を変更可能とすることは考えられないか。 

【制度参加事業者からのご意見】 
• カーボン・オフセットに要する費用を減らしたい。 
• （自社の範囲ではない）他社のカバー範囲のCO2排出量について、算定やオフセット 
を実施するのは、手間とコストが大きい。 

• LCA的に影響が小さい段階のオフセットを実施するモチベーションがない ／等 

原材料・部品の 

調達 
製造 流通 

消費・使用・ 

維持管理 

廃棄・ 

リサイクル 

現在の制度での必須オフセット範囲 
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（参考）製品等のライフサイクル例 

 製品・サービスの種類によって、ライフサイクル全体に占める「原材料・部品の調達」と「製
造」段階の温室効果ガス排出量の割合は大きく異なる。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

印刷物 

建築用断熱材 

米 

プラスチック製バス

ケット 

複写機 

携帯情報通信機器 

原材料・部品の調達 製造 流通 消費・使用・維持管理 廃棄・リサイクル 

（出典）ＣＦＰプログラムウェブサイトより、事務局作成 

（注）各種の製品等におけるライフサイクルでの温室効果ガス排出量に関し、特徴的なものについて例示 



12 

（参考）カーボン・オフセットの範囲（排出量の算定範囲）についてのメリット・留意点 

 製品毎に“オフセットの必須段階”を設定可能とした場合、現行の制度よりも敷居が低い
制度となることが期待される。 

 他方、 “オフセットの必須段階”に求める条件や消費者へ誤解を招かない表示方法等に
ついての留意が必要。 

制度改良の 
メリット／留意点 概要 

オフセット必須段階
の選択制を導入する

メリット 

参加事業者 • カーボン・オフセットに必要な費用を抑えられる。 
• 製造段階など自社排出量のみを対象とすることで、社内の理解を得やすい。 

行政 
• カーボン・オフセットの取組が拡大することが期待される。（クレジットの
需要拡大が期待される） 

• 消費者や企業の購買担当者が目にする機会が増えることが期待される。 

制度設計上の留意点 

• 必須段階の考え方をしっかり整理しなければ、ライフサイクルにおける影響
が小さい段階のみがオフセットされた製品・サービス等が増えてしまい、結
果的にCO2削減に繋がらない。 

• どんぐりマークが複雑になる可能性がある。 
• これまでの制度下でカーボン・オフセットを実施してきた事業者にとって、
マークの表示ルール等の面で不利にならないような制度設計とする必要があ
る。 
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（参考）「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等」試行事業研究会（平成25年度） 
   における“部分オフセット”の検討概要 

【部分オフセットの導入条件】 
 部分オフセットと全量オフセットの各取組内容が適切に区分されており、環境省のカーボ
ン・オフセットの第三者認証基準との整合もとれていること。 

 部分オフセットの導入により、制度の参加事業者の拡大に繋がること。 
 部分オフセットの導入により、既存の全量オフセットの取組価値を損なわないこと。 
 

【部分オフセットの基本的な考え方】 
 オフセットすべき量が恣意的にならないよう取組実施者の責任範囲となる製品の製造ま
での排出量は必ず含むことする。 

 また、製造から製品の提供までの「流通段階」や製品使用後の「廃棄階」等については
取組実施者 の任意とする。 

 製品を提供以降のライフサクルについても削減努力 を行うことが望ましいため、使用者
等に削減努力を促す行うことする。 

 どんぐりマークの下に、 取組レベルの段階を表現する印（取組レベルの段階を表現する
印（葉っぱ） を追加して表示 する。／等 
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２．排出量の算定方法の拡大 
 CFP・MiLCA以外に、一定の条件の下で他の排出量算定方法（例：自己算定、自己算定＋
第三者検証機関による検証、LCAエキスパートによる算定 等）も認証対象としてはどうか。 

現行どんぐり事業における排出量算定の方法 

産業環境管理協会が運営するCFPコミュニ
ケーションプログラムによる算定 

産業環境管理協会のLCA支援ソフトウェア
「MiLCA」を利用した、LCAエキスパートに
よる算定 

厳密性 簡便性 

第三者検証 

外部が実施する算定事業による算定／外部が提供する算
定ソフトウェアを利用したLCAエキスパートによる算定 自社で算定し、算定方法を第三者が検証 

自社で算定 

第三者機関が 
妥当性を確認 
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３．カーボン・オフセットの事前認証 
 製品の販売量や顧客の要求に応じて、カーボン・オフセットを事前に認証する仕組みを
導入することは考えられないか。 

【制度参加事業者からのご意見】 
• カーボン・オフセット計画の事前認証をとり、製品の年間販売量や顧客の要望に応じ
てクレジットを無効化したい 

• 事前認証をとり、大規模イベントの排出量が確定してからクレジットを無効化したい 
／等 
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現行認証プロセスと事前認証プロセス 

現行の認証プロセス 事前認証プロセス 

 現行の認証プロセスでは、クレジットを無効化した後に事務局による認証を取得してから販売することが原則。 
 事前認証プロセスでは、事前に認証を取得し、事後的に販売実績に応じてクレジットの無効化を実施。 

排出量を算定 

 （通常）↓ （無効化計画）↓ 

クレジットを無効化 無効化計画を添付し
て事務局へ申請 

↓ ↓ 

クレジット無効化証明を
添付して事務局へ申請 事務局による認証 

↓ ↓ 

事務局による認証 商品を販売 
イベントを実施 

↓ ↓ 

商品を販売 
イベントを実施 

計画に従いクレジッ
トを無効化 

↓ ↓ 

実績報告書を事務局へ提出 

排出量算定の考え方を決定 

↓ 

カーボン・オフセットの計画を添付して 
事務局に申請 

↓ 

事務局による認証 

↓ 

商品を販売 
イベントを実施 

↓ 

排出量を算定し、 
算定された排出量に応じてクレジットを無効化 

↓ 

無効化証明、実績報告書を事務局へ提出 
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４．カーボン・オフセットのシステム認証 
 システム認証では、排出量の算定、クレジットの無効化、どんぐりマークの表示などを適切
に実施・管理できる社内体制（システム）が整備された事業者に対し、社内体制が
整っていることを国が確認することで、当該体制の下で今後実施される一定の範囲内の
製品・サービスのカーボン・オフセットを包括的に認定。 

自社内で社内体制 
（システム）を構築 

事務局に申請 

事務局による 
書類審査及び現地審査 

事務局による認証 

システム登録 

どんぐり事業 
事務局 

どんぐり事業 
事務局 

具体事例：CFP認証におけるシステム認証フロー（参考資料２参照） 

【審査のポイント】 
 CFP認証やMiLCAの使用など、対象
製品等の排出量算定の適切な体制
が構築されているか。 

 クレジットの調達と無効化を実施
する適切な体制が構築されている
か。 

 どんぐりマークの表示や周辺表記
の記載など、認証製品等の公表に
関する適切な体制が構築されてい
るか。 

 上記の一連の手続きをチェックす
る内部体制や規定類の整備、教育
体制の構築など、品質管理・品質
保証体制が構築されているか。 

個別論点 ・システム認証の審査ポイントは上記だけでよいか。第三者認証を経る必要はないか。 
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