
機密性○

団体名 オフセット対象範囲

株式会社エスパルス
清水エスパルスがアウスタ日本平で行うホームゲーム開催(年間約20試合)により排出するＣＯ２
排出量（約350t-CO2）をオフセット。（スタジアム収容人数約20，000人）

南アルプス市役所
地域エネルギー(小水力発電)を有効活用した「カーボン・オフセット農産物」（トマト・さくらんぼ・シ
ンビジューム）の販売し、購入者の日常生活に伴うCO2排出量約６kg-CO2をオフセット。

東洋インキＳＣホールディングス株
式会社

CSR報告書「社会・環境活動報告書2011」の日本語版1部あたり518gのCO2排出量をオフセット。

東急建設株式会社
建物の引渡しまで（2010.10～2012.3）に現場事務所で消費するエネルギー（電気・ガス・水）から
発生するCO2排出量94t-CO2のうち65t-CO2をオフセット。

自己活動オフセット（自らの活動に伴って排出される温室効果ガス排出量をオフセットするもの。）

※下記事例は、「第1回カーボン・オフセット大賞」にノミネートされた取組。カーボン・オフセット大賞は、カーボン・オフセット推進ネット
ワーク(CO-Net)の主催により、環境省の後援を受けて平成23年度に創設。

カーボン・オフセットの取組事例
第３回新クレジット制度在り方に

関する検討会参考資料

発生するCO2排出量94t CO2のうち65t CO2をオフセット。

アースサポート株式会社
2010年1月から2011年9月における、収集車両・営業車両・工場内・場内重機・電力使用によって
発生したCO2排出量80.39t-CO2のうち一部をバウンダリとして設定し72t-CO2をオフセット。

有限会社 位田モータース
施設稼動に伴う環境負荷（電力、燃料、水道）における施設稼動において、およそ1年分の使用し
た電力、ガソリン、軽油、水道使用に伴うCO2排出量、1年目15t-CO2、2年目5t-CO2をオフセット。

芙蓉総合リース株式会社 本社ビルの電気使用量に相当するCO2排出量をオフセット。

阪急電鉄株式会社、株式会社阪
急リテールズ

駅（駅売店等を含む）の運営に伴うCO2排出量115t-CO2（開業日平成22年3月14日～平成25年3
月31日）をオフセット。

ヤフー株式会社
ユーザーが自身で設定した活動に係る排出量・ヤフー株式会社のオフィスおよびデータセンター
における前年度の電力使用に伴い排出されるCO2排出量をオフセット。

CO-Netホームページより作成



機密性○

団体名 オフセット対象範囲

東北夏祭りネットワーク
青森ねぶた祭り等、東北6県で行われる夏祭りの開催に伴う電力・燃料使用によるＣＯ２排出量
29t-CO2をオフセット。（各祭りの平均参加者数：106万人）

宇部市（山口県）
「カーボン・オフセットの仕組みの普及・啓発」を目的に行った各イベントにおいて、来場時の交通
に係るＣＯ₂排出量をオフセット。
0.22t-CO2 (100名参加) /約0.5t-CO2 (60名参加）/約6t (2000名×2日)

コータロー音楽事務所、株式会社
木楽舎、住友林業株式会社

押尾コータローのコンサートツアー2011”Hand to Hand”の全公演(47都道府県50公演)のステージ、
ホワイエ、楽屋において使用する電力利用に伴うCO2排出量25.92t-CO2をオフセット。

・イベント開催における関係者やギャラリーの交通移動 会場の使用電力量 廃棄物処理に伴う

会議・イベント開催オフセット（国際会議やコンサート、スポーツ大会等の開催に伴って排出される温室効果ガス
排出量をオフセットするもの。 ）

カーボン・オフセットの取組事例
第３回新クレジット制度在り方に

関する検討会参考資料

株式会社サン・クロレラ、サン・ク
ロレラクラシック大会事務局

・イベント開催における関係者やギャラリーの交通移動、会場の使用電力量、廃棄物処理に伴う
排出量、来場者へ配るバッグ作成に伴い発生するCO2排出量
・イベント開催において掲示、配布する印刷物の製造から廃棄までにかかるCO2排出量
合計33t-CO2をオフセット。

横浜市
ニッパツ三ツ沢競技場で開催される横浜ＦＣと九州を本拠地とするＪ２（４チーム）の４試合及び熊
本県で開催されるロアッソ熊本・横浜ＦＣ戦の１試合による球技場での使用電力に伴うCO2排出量
と横浜ＦＣ選手の九州（４チーム）への移動に伴うＣＯ２排出量をオフセット。

横浜市
そうめん流しのイベント開催に利用するそうめんを茹でるガス使用に伴うCO2排出量19.71kg-CO2
をオフセット。（約700名の児童や地域住民が参加）

愛知県､名古屋市､名古屋商工会
議所､社団法人中部経済連合会

生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）の開催により排出されるCO2排出量計92.41t-CO2
オフセット。

横浜市、環境絵日記実行委員会
2010年日本APEC横浜開催の期間中（2010年11月7～14日）の会議場（パシフィコ横浜）と会議場
周辺のホテルでの電力・ガス・地域熱供給（蒸気・冷水）・水道の使用に伴うCO2排出量616t-CO2
をオフセット。

CO-Netホームページより作成



機密性○

団体名 オフセット対象範囲

株式会社イトーキ
自社の旗艦製品であるオフィスチェア「スピーナ」のライフサイクル(原料調達、製造、販売、廃棄、リサイク
ル)排出量（1脚あたり74.3kg-CO2から150.9kg-CO2）をオフセット。

株式会社ファミリーマート
環境配慮型プライベートブランド「Ｗｅ Ｌｏｖｅ Ｇｒｅｅｎ」商品の原料から製造、廃棄までのＣＯ２排出量239t-
CO2をオフセット。

住友スリーエム株式会社 自社製品7種類のライフサイクルにおけるCO2排出量をオフセット。

全日本空輸株式会社
プロペラ機材・提携航空会社の機材以外の便に搭乗した旅客が、航空便利用にて排出したCO2排出量を
として、キャンペーン参加一口（500円）につき、60Kg-CO2をオフセット。

株式会社a2media 顧客企業から受託制作する印刷物（株主向け冊子、会社案内等）の印刷・製本時における使用電力量か
ら算出されるＣＯ２排出量をオフセット（約62万部、計4t-CO2）

商品使用・サービス利用オフセット（商品を製造・使用・廃棄したり、サービスを提供・利用したりする際に排出される温室効果ガス排
出量をオフセットするもの。 ）

カーボン・オフセットの取組事例
第３回新クレジット制度在り方に

関する検討会参考資料

株式会社モンテローザ カクテル購入者の自己活動の一部（1杯購入につき1㎏-CO2、計60t-CO2）をオフセット。

キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社

・再生複合機「Refreshedシリーズ」製造段階に排出するCO2排出量（1台約120kg-CO2）
・使用済みトナーカートリッジ、インクカートリッジ回収輸送時にトラックから排出するCO2排出量をオフセット

山崎製パン株式会社 岡
山工場

期間中の対象製品約218万7千個（食パン1個約270g-CO2、菓子パン1個約125g-CO2と仮定）の製造にか
かるCO2排出量275t-CO2の一部をオフセット。

芙蓉総合リース株式会社
営業商品「PC Eco & Valueリース」「パソコンレンタル」において、契約したパソコン1台あたりCO2排出量（デ
スクトップ42kg-CO2、ノート14kg-CO2）のうち10kg-CO2をオフセット。

小田急電鉄・箱根登山鉄
道・箱根登山バス

箱根旧街道・１号線きっぷを利用する際に、鉄道・バスが排出すると想定されるＣＯ２排出量をオフセット。
（一人あたりのＣＯ２排出量は4.2kg-CO2~5.4kg-CO2として販売枚数をかけて算出）

株式会社山櫻
名刺や封筒の製造過程の一部で発生するCO2排出量をオフセット。（名刺200g-CO2/ 個・2,000g-CO2/個,
封筒10～30g-CO2/枚）

サンメッセ株式会社 受注案件ごとに印刷物１点ずつLCAを実施、お客様の要望に合わせる形でバウンダリを変更し、オフセット。

株式会社ポストインネット
ワーク

発送物1通あたり、資料請求者の日常生活で排出されるCO2排出量のうち、半分の500g-CO2をオフセット。



機密性○

団体名 オフセット対象範囲

日本興亜損害保険株式会社
自動車保険の加入時に、加入者の日常生活で出た排出量の一部（加入者の日常生活で出た排
出量のうち50円相当分）をカーボン・オフセット。

福島ミドリ安全株式会社
木造仮設住宅建設の際に利用した電気、軽油、ガソリンにより排出された74,692kg-CO2（約75t）
のうち、30tCO2をオフセット。

横浜市資源リサイクル事業協同組
合

環境絵日記への応募を通じて、応募者の家庭におけるテレビ・冷蔵庫より排出されるCO2排出量
について一人当たり1kg-CO2オフセット。2011年は18,690人の参加で計19t-CO2をオフセット。

株式会社 ローソン
お客さまの生活から排出されるCO2排出量の一部をオフセット（共通ポイントプログラム「Ponta」の
ポイント、1口50ポイントで10kgをオフセットできるサービスを展開）

自己活動オフセット支援（商品・サービスを介し、当該商品・サービスを購入・利用する不特定多数の消費者個人
の日常生活に伴う排出量のオフセットを支援するもの。）

カーボン・オフセットの取組事例
第３回新クレジット制度在り方に

関する検討会参考資料

ローソン、コカ・コーラシステム、サ
ントリー酒類

排出権付き飲料を販売し、お客さまの生活から排出されるCO2量の一部(1本につき1kg-CO2又は
500g-CO2）のカーボン・オフセット（累計参加者1350万人で12,359トン）。

東京急行電鉄株式会社、東京臨
海高速鉄道株式会社

「東急お台場パス」を利用して移動すると想定されるCO2排出量約6.4ｔ-CO2をオフセット（往復平均
51キロ×等級お台場パス7,000枚）。

団体名 オフセット対象範囲

住友林業株式会社 戸建住宅建築に伴うCO2排出量をインドネシアで植林することによりオフセット。

特定者間完結型オフセット（クレジットを使用しない取組）

CO-Netホームページより作成



カーボン・オフセットに関連する2つの制度 (H24年5月以降)

・カーボン・オフセット認証プログラム

【オフセット・クレジット（J-VER）制度】・カーボン・ニュートラル認証プログラム

・J-VER認証
国内の排出削減・吸収量のクレ
ジット認証及び発行

・都道府県J-VERプログラム認証
都道府県の制度のうち、J-VER
制度と整合する制度をプログラム
として認証。

カーボン・ニュート
ラル企業を認証。

カーボン・オフセット
商品・サービス、イベ
ント等を認証。

【
カ
ー
ボ
ン
・オ
フ
セ
ッ
ト
制
度
】

出典：環境省



機密性○

目的
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、公正な市場形成

認証要件
① 排出量の認識

算定方法ガイドライン等の算定方法、各種データの記録等
② 削減努力の実施

カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準
及びカーボン・オフセット認証制度

信頼性のあるカーボン・オフセットの構築ならびに取組の推進のために、環境省が2009年3月に認証基準を策定。
同年4月より、気候変動対策認証センター(事務局：(社)海外環境協力センター内)が第三者認証機関としてカーボン・
オフセット認証制度を実施。2012年3月現在、97件の認証を行っている。（認証番号4CJ-0900000試行事業除く）

② 削減努力の実施
温対法等の法令遵守、削減取組等

③ オフセットに用いるクレジット調達等
クレジット種類（CER、J-VER、都道府県J-VER）、調達に係る契約の締結等

④ 排出量の埋め合わせ
オフセット量との整合性、無効化処理等

⑤ 情報提供
情報提供ガイドライン等

ラベリングの実施
第三者認証機関による認証を受けた取組に対してはラベリングを実施。

企業

認証機関

消費者・
企業等

オフセット料金

オフセット商品等

申請

認証・
ラベリング

出典：環境省



カーボン・ニュートラル認証制度

「カーボン・ニュートラル」とは
「カーボン・ニュートラル認証基準」において、カーボン・オフセットを更に深化させ、事業者等の事業活動等から排
出される温室効果ガス排出総量の全部を他の場所での排出削減・吸収量でオフセット（埋め合わせ）する取組。

カーボン・ニュートラル認証制度 URL: http://jcs.go.jp/cn/index.html
カーボン・ニュートラルの取組に関する信頼性を構築するために、平成23年9月15日に設立。JIS Q 14064-1に準拠
した制度で、個別のカーボン・ニュートラルの取組が、カーボン・ニュートラル認証基準に基づいているかどうかを検
証し、環境省が認証を付与。

カーボン・ニュートラル認証
カーボン・ニュートラル検証等の結果に基づき、
本基準に定めるカーボン・ニュートラルを達成

カーボン・ニュートラル計画登録
カーボン・ニュートラル計画審査等の結果に基づ
き、カーボン・ニュートラル計画が本基準の要求事本基準に定めるカ ボン ュ トラルを達成

していることを認証すること。
き、カ ボン ニュ トラル計画が本基準の要求事
項を満たし適正に作成されており、かつ確実に実
施される見込みがあることを確認し登録すること。

認証・ラベリング／
計画登録

環境省

検証報告書／
計画審査報告書

申請

事業者

検証／計画審査
受審

検証機関

認証制度利用のメリット
� 認証を取得した範囲内において名刺や社屋等へのラベル利用が可能
� 企業価値の向上
� ISOに準拠していることから国際的にアピール可能
� スコープ3排出量算定の試行

株式会社○○
△△太郎

出典：環境省



機密性○

カーボン・ニュートラル認証制度

＜環境省＞

■カーボン・ニュートラルの取組を認証する第
三者認証（ISO14064規格群に準拠した制度）

「カーボン・ニュートラル認証」及び「カーボン・
ニュートラル計画登録」から構成される。

カーボン・オフセット第三者認証プログラム

第三者認証プログラムは、以下の２つで構成される。

カーボン・オフセット認証：認証基準に基づき、申請者の

取組に対し、認証機関がカーボン・オフセット認証を行

う

カーボン・オフセット制度 ＜環境省＞

カーボン・オフセット第三者認証プログラム

（以下の２つで構成される）

■カーボン・ニュートラル認証及びカーボン・

ニュートラル計画登録：認証基準に基づき、申

請者の取組に対し、カーボン・オフセット制度

登録認証委員会が カ ボン・ニュ トラル認

<旧制度> <新制度>

カーボン・オフセット認証とカーボン・ニュートラル認証の一体的運営

カーボン・オフセット認証制度

＜海外環境協力センター＞

●個別のカーボン・オフセットの取組を認証す

る第三者認証。

▲オフセット・プロバイダーの業務を確認しその

結果を公開するあんしんプロバイダー制度。

う。

カーボン・ニュートラル認証及びカーボン・ニュートラル

計画登録：認証基準に基づき、申請者の取組に対し、

カーボン・オフセット制度登録認証委員会が、カーボン・

ニュートラル認証又はカーボン・ニュートラル計画登録

を行う。

登録認証委員会が、カーボン・ニュートラル認

証又はカーボン・ニュートラル計画登録を行う。

●カーボン・オフセット認証：認証基準に基づ

き、申請者の取組に対し、認証機関がカーボ

ン・オフセット認証を行う。カーボン・オフセット

制度登録認証委員会は、認証機関の登録を

行う。

（認証機関はJIS Q 14065取得済機関を想定）

▲オフセット・プロバイダープログラム

（あんしんプロバイダー制度の後継）

出典：環境省



2013年以降のクレジットの活用に向けて

�新クレジット制度により創出されるクレジットと活用側の制度との関係イメージは以下のとおり。

クレジット創出 クレジット活用

J-VER

国内クレジット

カーボン・オフセット
（カーボン・ニュートラル含む）

自主行動計画

カーボン・オフセット
（カーボン・ニュートラル含む）

現
行
制
度

会議・イベント型

商品・サービス型

自己活動型

カーボン・オフセット制度

新しいクレジット

低炭素社会実行計画

カーボン・オフセット
（カーボン・ニュートラル含む）

2
0
1
3
年
度
以
降

自己活動型

会議・イベント型

商品・サービス型

自己活動型

カーボン・オフセット制度

製品のニュートラル



機密性○

※従業員の出張、通勤、投資等、CFPでは見ないカテゴリも一部あり

製品A
（CFPマーク） 原料調達段階 流通段階 使用・維持段階 廃棄・リサイクル段階

製品Aのニュートラル
（製品のカーボン・ニュートラル制度試行事業）

製品Bのニュートラル
（製品のカーボン・ニュートラル制度試行事業）

環境省カーボン・オフセット制度と「製品のカーボン・ニュートラル制度」試行事業との関係

例）メーカーの場合

・
・

製造段階

総務・管理

製品B

・
・

製品C
（CFPなし）

原料調達段階 流通段階 使用・維持段階 廃棄・リサイクル段階

原料調達段階 流通段階 使用・維持段階 廃棄・リサイクル段階

製造段階

製造段階

カーボン・ニュートラル認証（自己活動型）
(SCOPE1,2必須 SCOPE3は任意)

カーボン・オフセット認証（商品・サービス型）
製造段階、流通段階等の
各段階の任意（組合せ可）

(カーボン・オフセット認証)

製品
（CFPマーク）


