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第１章 総則

1.1 目的

カーボン・オフセット第三者認証基準（以下「本基準」という。）は、カーボン・オフセ

ット制度実施規則（平成 24 年５月 17 日環境省。以下「実施規則」という。）に基づき、カ

ーボン・オフセット認証、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

登録を取得する際に必要な要求事項及び手続等を定めるものである。

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については、国際的

に通用し得る信頼性の高い水準とするため、本基準において、以下の JIS Q 14064（国際規

格である ISO 14064 に対応した規格）規格群に準拠した基準として要求事項を定めること

とする。なお、JISQ14064 規格群の改訂等により本基準と齟齬が生じる内容が定められた場

合は、JIS Q 14064 規格群の定めに従うものする。

� JIS Q 14064-1:2010 温室効果ガス―第１部：組織における温室効果ガスの排出量及

び吸収量の定量化及び報告のための仕様並びに手引

� JIS Q 14064-3:2011 温室効果ガス―第３部：温室効果ガスに関する主張の妥当性確

認及び検証のための仕様並びに手引

� JIS Q 14065:2011 温室効果ガス―認定又は他の承認形式で使用するための温室効果

ガスに関する妥当性確認及び検証を行う機関に対する要求事項

1.2 用語

本基準において使用する用語は、本基準において特別に定める場合を除き、実施規則に

おいて使用する用語の例による。

1.3 基本原則

本基準における要求事項の基本となり、様々な取組や主張を判断する際の基礎となる原

則は、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）（平成 20 年２月環

境省。以下「環境省指針」という。）1.(3)「カーボン・オフセットの課題」に定める内容

に加え、以下に定めるとおりとする。

1.3.1 算定に係る原則

原則 内容

適切性 算定対象範囲の設定や算定の方法について、その方法により生成される情報

を利用する者の意思決定に資するような方法が選択されること。

完全性 認証の対象となる、商品・サービスの製造・使用等、会議・イベントの開催

に係る活動、自己活動、及び商品・サービスを購入・利用する消費者個人の

日常生活（以下「認証対象活動」という。）における温室効果ガス排出源が漏

れなく把握され、把握した温室効果ガスの排出源のうち、算定対象とした排

出源のすべてについて温室効果ガス排出量が漏れなく算定されていること。

一貫性 同一の方法やデータ類を使用し、各オフセット認証等の設定期間において温

室効果ガス排出量が検証可能なように算定が行われていること。

正確性 温室効果ガスの排出量の値について、偏りと不確かさを可能な限り減らすこ

と。

透明性 情報を利用する者が合理的な確信をもって判断できるよう、温室効果ガスに

係る十分かつ適切な情報が提供されること。

保守性 温室効果ガス排出量が過小に、又は温室効果ガス排出削減量が過大に評価さ

れないように、保守的な数値及び手順を使用すること。
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1.3.2 クレジットのダブルカウントの防止

オフセットに用いられる、認証された温室効果ガスの排出削減・吸収量（以下「クレジ

ット」という。）のダブルカウント（同一のクレジットが複数のカーボン・オフセットの取

組に用いられること）を回避すること。

1.4 基準の改訂

基準改訂に当たっては、改訂された基準を公表する日を改訂日とし、基本的にはバージ

ョンを１単位（例：Ver1.0 から 2.0）繰り上げなければならない。ただし、改訂が軽微で

ある場合は、バージョンを 0.1 単位（例：Ver1.0 から 1.1）繰り上げることができる。

改訂後の基準において特別に定める場合を除き、改訂日から半年間は、申請者の選択に

より改訂前の基準又は改定後の基準のいずれかを適用することができる。ただし、既に認

証機関により受理されている申請については、申請時点における基準を適用することがで

きる。
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第２章 カーボン・オフセット認証

2.1 認証区分

環境省指針に基づき、表２の認証区分を設ける。

表２ カーボン・オフセット認証区分

Ⅰ－１型

商品・サービスオフ

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。

Ⅰ－２型

会議・イベントオフ

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。

Ⅰ－３型

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。

Ⅱ型

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。

2.2 認証の種別

本制度に基づく認証は、クレジットの無効化又は償却（以下「無効化」という。）のタイ

ミングにより、表３の種別を設ける。

表３ カーボン・オフセット認証の種別

オフセット済み認証 認証の申請の段階でクレジットの無効化が行われている取組に対

して与えられる認証。

オフセット予定認証 認証対象活動の実施よりも後に、クレジットの無効化が行われる

取組に対して与えられる認証。ただし、認証有効期間満了から６

ヶ月以内の申請者の指定する日（以下「無効化予定日」という。）

までに無効化されることが要件となる。

2.3 認証申請

本基準に基づき、カーボン・オフセット認証を受けようとする者（以下本章において「申

請者」という。）は、算定対象範囲の温室効果ガス排出量の削減と算定を行い、算出された

温室効果ガス排出量の全部又は一部に相当するクレジットを無効化又は無効化できる状況

とし、別に定める様式に従い、認証申請書を作成し、本制度において定められた認証機関

に認証の申請を行なわなければならない。また、申請者は、認証に必要なデータの把握・

算定・管理及び提供に責任をもたなければならない。

2.3.1 申請者の要件

本基準における申請者の要件は次に定めるとおりとする。複数の者が共同して申請を行

う場合には、代表者を定めた上で、相互の役割分担を明確にしなければならない。

① 認証の対象となる対象活動を現に実施しており、認証対象活動に対する適正管理義務

を負う者であること。

② 認証機関から独立し、利害関係を有しておらず、かつ、国内外における法令を遵守し

ている者であること。
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2.3.2 申請の単位

申請者は、原則として、個別具体的に１つのものとして特定できるカーボン・オフセッ

トの取組ごとに申請を行わなければならない。

例えば、商品・サービスの場合は、一般名称や複数商品等を取りまとめる総称ではなく、

個々の商品・サービス名が特定できるものであることや、会議・イベントの場合は、同一

の日時、場所で開催されていること等が該当する。

2.3.3 取組名称

カーボン・オフセットの取組名称は、認証区分ごとに原則として以下に掲げる項目を含

み、取組の内容を明確に示すものでなければならない。

① Ⅰ－１型については、申請対象となる商品・サービス名

② Ⅰ－２型については、申請対象となる会議・イベント名

③ Ⅰ－３型については、申請者名及び申請対象となる活動内容

④ Ⅱ型については、申請対象となる商品・サービス名及び個人の日常生活のカーボン・

オフセットであることが分かる旨

2.3.4 認証有効期間の設定

申請者は、認証を取得した日から 1 年以内の任意の日から 1 年以内の期間で、認証の有

効期間を設定しなければならない。

2.3.5 認証番号の継続使用

一度カーボン・オフセット認証を取得した者であって、新たにカーボン・オフセット認

証を申請する際に認証番号の継続使用を希望する者が以下の要件を全て満たす場合には、

認証番号の継続使用を認めることとする。

① 別に定める様式に従い、認証番号継続使用申請書及びその必須添付資料を提出し、継

続使用を希望する番号が付与された認証（以下「既得認証」という。）の有効期間満了日

以前に認証機関により受理されていること。

② 継続使用を希望する新たな認証申請案件の内容が、既得認証の内容から低減（算定対

象範囲の縮小、オフセット比率の低下等）していないこと。

③ 継続使用を希望する新たな認証申請案件の認証までに、既得認証のクレジットが無効

化されていること。

2.3.6 オフセットの主体

申請者は、カーボン・オフセットを行ったと主張する者（以下「オフセット主体」とい

う。）を明確に設定し、広く一般に対して、適切に情報提供を行わなければならない。複数

の者がオフセット主体となる場合には、複数の者が同じクレジットを用いてカーボン・オ

フセットを行ったと主張すること（ダブルカウント）を防止するため、オフセット主体ご

とに帰属するオフセット量を明確にしなければならない。

2.3.7 カーボン・オフセットの取組の対象となる温室効果ガス

カーボン・オフセットの取組の対象となる温室効果ガスを二酸化炭素、メタン、一酸化

二窒素及び代替フロン等３ガス（ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、

六ふっ化硫黄）とする。

2.3.8 温室効果ガス排出量等の算定方法

申請者は、以下の手順に従い、認証対象活動の温室効果ガス排出量を算定しなければな

らない。
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① 認証区分の選択

申請者は、認証対象活動の種類に照らし、表４から該当する認証区分を選択しなけ

ればならない。

表４ 認証区分

認証区分 該当する認証対象活動

Ⅰ－１型 商品・サービスオフセット 商品・サービスの製造・使用等

Ⅰ－２型 会議・イベントオフセット 会議・イベントの開催に係る活動

Ⅰ－３型 自己活動オフセット 自己活動

Ⅱ型 自己活動オフセット支援 商品・サービスを購入・利用する消費者個

人の日常生活

② 認証対象活動における温室効果ガス排出源の把握

認証対象活動における温室効果ガスの排出源を把握しなければならない。

③ 算定対象範囲の設定

②で把握した温室効果ガスの排出源のうち、全部又は一部の排出源を算定対象範囲

として設定しなければならない。なお、算定対象範囲はなるべく広めにとることが望

ましい。また、認証対象活動において最も排出量の多い排出源を算定対象排出源に含

むことが望ましい。ただし、必ずしも、ライフサイクルアセスメントに則って算定対

象範囲を設定する必要はなく、例えば、商品の原料調達や使用段階のエネルギー消費

は必ずしも算定対象範囲に含めなくともよい。

④ 排出量の算定

③で設定した算定対象範囲における排出量について、a)から f)に定める内容を満た

すように算定しなければならない。

a) 活動量については、対象とする機器の稼働時間の標準値や対象とする機器の消費電

力等の標準値、又は一定の精度を確保可能な測定・管理方法に従って計測された固

有値であること。なお、それらの標準値や固有値を用いて合理的な按分により算出

された値や、計画段階のものとして合理的に見積もられた値を用いることもできる。

b) 排出係数については、例えば、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・

報 告 ・ 公 表 制 度 に お け る 算 定 方 法 ・ 排 出 係 数 一 覧

（http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran.pdf）に示されている排出係数等

公的機関により公表された標準値、又は一定の精度を確保可能な測定・管理方法に

従って計測された固有値であること。なお、算定の際に入手可能な最新の値を用い

ることが望ましい。

c) 算定式については、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・公表

制度等で示される算定式等を用いること。

d) 活動量及び排出係数については、根拠を明示すること。

e) 算定に必要なデータ、算定方法に基づき、排出量が過小とならないように算定する

こと。

f) 算定に必要なデータが文書等で記録されており、算定結果が検証可能であること。

排出量を正確に認識するために、データの引用元（公表者、公表年度等）に一貫性

のある値を使用することが望ましいが、一貫性のある値を使用できない場合は、そ

の合理的理由を付すこと。

2.3.9 温室効果ガス排出削減の取組

申請者は、以下に定める温室効果ガス排出削減の取組を行わなければならない。

① 認証対象活動等に係る排出削減の取組

a) 認証対象活動の算定対象範囲内において、排出削減の取組を実施していること。認
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証区分Ⅱ型の場合は、消費者に購入・利用してもらう商品・サービスの製造・販売

過程において、排出削減の取組を実施していること。

なお、認証の対象となる商品・サービスが新商品である場合など、過去と比較して

温室効果ガス排出量が削減されていることを示すことが困難な場合は、同様の商

品・サービスのいくつかのベンチマークを示しそれと比較する等により排出削減の

取組の実施を説明する必要がある。

b) 認証区分Ⅰ-1 型及びⅡ型の場合、認証の対象となる商品の環境性能について、以下

の要件を満たしていること。

イ) 自動車、冷蔵庫、ルーター等、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づ

くトップランナー基準において一定の省エネ性能の達成が義務付けられている機

器については、その機器単独でトップランナー基準を満たしていること。

※トップランナー基準においては同一区分内での加重平均（一部の機器は加重調

和平均）が目標基準値に達成していることが要件となるが、本基準においては、

認証対象となる商品そのものが目標基準値を達成していることを要件とする。

ロ) 省エネ性能等、商品特性が排出削減と密接に関わりのある機器について、その

商品特性について景品表示法違反の排除命令を受けていないこと。

② 申請者自身の排出削減の取組

申請者自身が認証対象活動以外においても、排出削減の取組を実施又は実施を予定して

いること。なお、自らの排出削減活動から創出されたクレジットのうち、2.3.11 の要件を

満たすものを無効化した分については、温室効果ガス排出削減の取組とすることができる。

2.3.10 オフセット量の確定

申請者は 2.3.8 に基づき算定した排出量のうちオフセットを行う排出量（以下「オフセ

ット量」という。）を以下のとおり設定しなければならない。

① 2.3.8 で算定した排出量は全量オフセットすることが望ましいが、オフセット量が算定

した排出量の全量ではなく一部である場合には、以下の要件を満たすように、排出量に

対して定率（以下「オフセット比率」という。）又は定量で設定しなければならない。

a) オフセット比率は原則として 50％以上であること。

b) 認証区分がⅡ型の場合、商品・サービス 1 販売単位当たり少なくとも 1kgCO2 で

あること。

② 2.3.8 において算定した排出量が推計に基づくものである場合、当該推計量が認証対象

活動の実施後に実績に基づいて算定した排出量と異なる場合には、オフセット量も当該

算定排出量に合わせて修正することが望ましい。

2.3.11 クレジットの調達と無効化

申請者は、2.3.10 において確定したオフセット量に見合うクレジットを以下のとおり調

達して無効化しなければならない。

① オフセット済み認証の場合は、認証の申請の段階において、2.3.10 において確定した

オフセット量に見合うクレジットを無効化したことを証明する書類（以下「無効化証明

書」という。）を認証申請書とともに認証機関に提出しなければならない。

② オフセット予定認証の場合は、認証の申請の段階において、クレジットの調達に係る

計画を示したうえで、無効化予定日までに、クレジットを無効化しなければならない。

ただし、やむを得ず期日までに無効化できない事情がある場合には、その旨を認証機関

に申し出、認証機関において認められた場合はその限りではない。

③ 本基準においてオフセットに用いることができるクレジットは、市場を通じて広く第

三者に流通するクレジットであり、次に定めるとおりとする。なお、申請者等が自ら創

出したクレジットを用いて、自らのためにクレジットを無効化することは、自らの削減
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取組として算入することは可能であるが、カーボン・オフセットの取組とはならない点

に注意すること。

a) 気候変動に関する国際連合枠組条約（平成６年条約第６号）の京都議定書に定め

る京都メカニズムクレジット（AAU, ERU, CER 及び RMU。ただし、日本国内で発行

される AAU 及び RMU を除く。AAU については、温室効果ガスの排出量削減・吸収源

の確保につながるものであることを申請者が証明しなければならない。）

b) オフセット・クレジット（J-VER）

c) 都道府県 J-VER

④ オフセットに使用するクレジットが、京都メカニズムクレジットである場合、国際航

空、国際船舶輸送に伴う排出量等については、現時点では、我が国の温室効果ガス排出

量（インベントリ）として計上されていないため、国別登録簿上の償却口座ではなく、

取消口座に移転しなければならない。

2.3.12 取組の管理体制

申請者は、カーボン・オフセットの取組を行うための適切で有効な管理体制を構築・実

施・維持・継続的に改善し、どのようにして本基準を満たすカーボン・オフセットの取組

を行う体制を構築するかを決定することが望ましい。本項については、JIS Q 14001 及び

JIS Q 9001 を参照することができる。
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2.4 認証

カーボン・オフセット認証とは、申請者が作成した認証申請書に記載された取組内容が

2.4.1 に定める要件を満たし、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。）により登録された認証機関が、本基準を満たしていることを認証する

ことをいう。

2.4.1 認証機関の要件

認証機関は、IAF（International Accreditation Forum）の MLA（Multilateral Recognition

Arrangement）に署名している認定機関から、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でなければならない。

2.4.2 認証に係る原則

認証機関は、1.3 の基本原則に加え、次に定める原則に基づき認証を実施する。

① 認証は、十分に詳細かつ包括的であり、正確で再現性のある結果が得られるような方

法に基づき、検証可能な技術的根拠をもって実施されなければならない。

② 認証の付与後、カーボン・オフセット認証を取得した申請者（以下本章において「認証

取得者」という。）が行うカーボン・オフセット認証を取得した旨の情報（以下「認証取

得情報」という。）の提供及びオフセットラベルの表示が、認証取得者又は認証取得者が

2.3.6 で設定したオフセット主体がカーボン・オフセットを行ったことを明確に表すもので

あり、適切かつ正確なものであって、利害関係者に誤認を与えないものであることを確認し

なければならない

③ 申請者に対して情報の提供を求める場合は、申請者の取組が本基準を満たしているか

どうかを評価するために必要なものに限定して行わなければならない。

2.4.3 認証機関の業務

認証に当たり、認証機関は次のことを行わなければならない。

① 認証機関は、認証に必要な書類がすべて提出されたことを確認し、申請を受理する日

付の管理を行わなければならない。また、受理したことを制度事務局に報告しなければ

ならない。

② 認証機関は、申請者からの依頼に応じて審査をし、申請者の取組が本基準の要求事項

を満たしている場合には、別に定める様式に従い、認証報告書を発行しなければならな

い。2.3.8 に定める温室効果ガス排出量を検証するに当たっては、試行排出量取引スキー

ムにおける「第三者検証機関による排出量検証のためのガイドライン」又は自主参加型国

内排出量取引制度における「排出量検証のためのガイドライン」（環境省）を用いることがで

きる。

③ 認証機関は、2.3.11 に定めるクレジットの無効化に関して、クレジットの二重使用等

が生じていないことを確認し、二重使用が生じていたことが判明した場合、追加的にク

レジットの無効化を行う措置を申請者に求める等適切な対応を行うこと。

④ 認証機関は、認証申請書に基づき、申請者の取組が本基準に全て適合していると判断

する場合には、認証機関名で認証を与え、認証書を発行し、結果を申請者に通知しなけ

ればならない。

⑤ 認証機関は、認証を付与した後、認証報告書を制度事務局に速やかに提出しなければ

ならない。認証報告書の提出を受けた制度管理者は、認証を受けた取組に対し、認証番

号を付与したうえで、表５の内容について制度管理者が管理するウェブサイトで公表を

行う。

⑥ 認証機関は、認証取得者から有効期間満了の報告書が提出され次第、その写しを制度

事務局に提出しなければならない。

⑦ 認証機関は、本基準の運用において不明な点がある場合は、制度管理者に問い合わせ
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を行うことができる。

表５ カーボン・オフセット認証取得時の情報提供項目

全般

取組名称

認証取得者名

取組の概要

認証の有効期間

カーボン・オフセットの主体※1

認証ラベルの使用使途

排出

量の

認識

認証対象活動

認証対象活動内の温室効果ガス排出源

算定対象範囲

算定方法（算定式、及び算定方法の根拠とした文書）

算定排出量

排出

削減

算定対象範囲内の排出削減の取組

認証取得者自身の排出削減の取組

オフセット主体に対する削減努力の促進に関する情報※2

埋め

合わ

せ

オフセット量、又は算定排出量に対するオフセット比率

クレジットを認証した認証制度名とクレジットの種類

クレジットのプロジェクト名（プロジェクト実施国・実施地域等の属地的情報を含む）

クレジットのプロジェクトタイプ（風力発電、木質バイオマス燃料転換、森林管理等）

クレジットの無効化状況・無効化方法

その

他必

要事

項※3

商品・サービス、又は会議・イベントのチケット等の販売価格

消費者の価格負担（料金への上乗せ）の有無

その他支払いに関する事項（申込みの有効期限、不良品のキャンセル対応、販売数量、

引渡し時期、送料、支払い方法、返品期限、返品送料等）

販売事業者情報※4（販売事業者名、運営統括責任者名、連絡先（所在地、電話番号、e-mail）、

ウェブサイトリンク先）
※1 複数の者がオフセット主体であると主張する場合には、別々の主体が同じカーボン・オフセ

ットの取組に関するオフセットを同じクレジットを用いて主張すること（ダブルカウント）

を防止するため、オフセットの主体ごとに帰属するオフセット量を明確にすること。
※2 認証取得者とオフセット主体が異なる場合には、オフセット主体に対して、オフセット主体

の削減努力を促すものとして適切な情報提供を行うこと。
※3Ⅰ-３型は適用外。
※4インターネット等の通信販売を行う場合は必須。

2.4.4 認証の効果

認証取得者は、2.4.5 に定める内容を遵守することを条件に、2.3.4 で定めた認証の有効

期間内に限り、次のことを行うことができる。

① 認証取得情報を提供すること。

② 認証機関の発行する認証書を公表すること。

③ オフセットラベルを表示すること。

2.4.5 認証取得者が認証後に遵守すべき事項

① 認証取得者は、認証機関に対して、有効期間満了後 6 カ月以内に、別に定める様式に

従い、有効期間満了の報告書を提出しなければならない。
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② 認証取得者は、認証機関及び制度管理者に求められた場合は、以下に定める対応を行

わなければならない。

a) 認証取得者は、認証機関に当該認証に係る報告・証明等を求められたときは、

認証機関の求めに応じること。

b) 認証取得者は、制度管理者が定期的に行うサンプル調査や現地確認に対応するこ

と。

③ 認証取得者は、認証取得情報の提供、認証書の公表、及びオフセットラベルの表示に

当たっては、以下 a)～b)の内容を遵守しなければならない。加えて、オフセットラベル

の表示に当たっては、c)～g)の内容を遵守しなければならない。

a) 認証取得者は、認証対象活動の範囲に誤解を与えるような認証取得情報の提供、

認証書の公表、及びオフセットラベルの表示をしないこと。また、曖昧で内容の

特定されない主張又は漠然と環境に有益とほのめかす主張、例えば、“環境に安全”、

“環境に優しい”、“地球に優しい”、“グリーン”、“自然に優しい”、“持続可能で

ある”などの文言を単独で用いることにより、消費者に誤解を与える主張をしな

いこと。

b) 認証取得者は、認証取得情報の提供、認証書の公表、及びオフセットラベルの

表示に関するすべての苦情に対して対応処置を採り、これらの記録を認証取得後

最低５年間は保管すること。

c) 認証取得者は、オフセットラベルを表示する際は、表６に定められた色、サイズ

等を使用すること。

d) 認証取得者は、オフセットラベルと類似したマークを使用しないこと。

e) 認証取得者は、オフセットラベルを表示する場合、ラベル表示の案を書面により

事前に認証機関に報告すること。認証機関に報告したオフセットラベルの使用案

と異なる表示を行う場合は、再度認証機関に使用案を報告すること。

f) 認証取得者は、オフセットラベルを表示する場合、原則として認証番号、制度管

理者の定めるウェブサイト及び認証取得者名を明示すること。

g) f)で定める内容に加え、消費者等に誤解を与える可能性がある場合（認証取得者

が提供するオフセットラベル付きの部品等を用いて認証取得者以外の者が製造し

た商品等にオフセットラベルを表示する場合や、認証が商品等の一部分のみに関

係する場合等）は、当該認証対象活動を特定できる情報及びその他の必要な情報

を明示すること。なお、その際、表現上は真実であっても、関係する事実を省略

することによって、消費者に誤解を与える表現を用いないこと。また、認証取得

者が、ある事業者の一事業所等一部組織である場合、当該事業所名を表示するこ

と。

h) オフセットラベルの表す内容に対して誤解を避ける方法で表示すること。具体的

には、商品等の包装にオフセットラベルを表示する場合には、オフセットされた

商品等であること以上の性質（他の法令等で定める基準に適合していること等）

を示すと解釈されるような方法での表示をしないこと。

表６ オフセットラベル使用に当たっての遵守事項

① オフセットラベルはⒷタイプを基本とするが、背景が白地又は白に近似している場合

はⒶタイプを使用でき、背景に写真や色があり、オフセットラベルが目立たないと判断

した場合は白フチ付タイプを使用することができる。ただし、オフセットラベル全体を

線等で縁取ることはできない。

② 認証取得者がオフセットラベルを使用する際には、ブラウン特色（DIC339）又はブラ

ンン分解色（C（シアン）50％、M（マゼンダ）60％、Y（イエロー）100％）、又はグリー

ン特色（DIC2549）又はブラウン分解色（C（シアン）60％、Y（イエロー）100％）を使

用しなければならない。ただし、単色刷りの場合に限り、単色ロゴを用いることができ
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る。

③ 認証取得者が使用できるオフセットラベルは L サイズ（天地 30mm 以上で使用する場

合）、Mサイズ（天地 14mm 以上 30mm 未満で使用する場合）、Sサイズ（天地 7mm 以上 14mm

未満で使用する場合）の 3 種とし、サイズごとに指定されたデザインのラベルを用いな

ければならない。
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2.4.6 認証取得者の認証の効果に対する不正使用等に伴う措置

認証取得者による誤解を招くような認証取得情報の提供、認証書の公表、オフセットラ

ベルの表示を発見した場合、又は認証を付与した後に認証取得者の申請書に虚偽の記載が

あるとの疑義が生じた場合若しくは認証取得者が本基準に反しているとの疑義が生じた場

合、認証機関は、ISO/IEC Guide27 を指針とし、以下の措置を取らなければならない。

① 当該事案の調査を行うため、認証取得者に資料の提供を求め、又は認証取得者の事業

所等に対して必要な調査を行うこと。認証機関は、認証取得者が当該調査に協力しない

場合、認証の一時停止又は取消しを行うとともに、その事実を制度事務局に報告するこ

と。制度事務局はその事実を公表することができる。

② 前号の調査結果に基づき、当該事由の是正を勧告するとともに、その事実を公表する

こと。認証機関は、認証取得者が是正措置を講じない場合、認証の一時停止又は取消し

を行うとともに、その事実を制度事務局に報告すること。制度事務局はその事実を公表

することができる。

③ 認証された取組が違法行為を幇助し、又は、消費者に害を及ぼす等、緊急に必要と認

められる場合、直ちに認証の一時停止又は取消しを行うとともに、その事実を制度事務

局に報告すること。制度事務局はその事実を公表することができる。

④ 是正措置に対する認証取得者の対応を確認し、認証の一時停止の原因となった行為が

是正された場合は、一時停止の解除を行うとともに、その事実を制度事務局に報告する

こと。制度事務局はその事実を公表することができる。

2.4.7 認証の一時停止、取消し

① 認証取得者は、認証の一時停止の間又は取消しとなった日以降、認証の効果を主張で

きない。

② 認証取得者は、認証を取り消された場合、次に掲げる措置を講じなけなければならな

い。

a) 取消しの事実の公表

b) オフセットラベルを使用している未出荷の商品等について、認証の取消後１ヵ月

以内のオフセットラベルの表示の消去

c) その他消費者に誤解を与えないため、認証機関が必要と認める措置

③ 認証取得者は、販売委託会社等オフセットラベル使用の対象となる商品等を取り扱う

事業者が認証基準や制度文書等を理解し、不正使用等が防止されるよう配慮しなければ

ならない。

④ 認証機関は、認証の一時停止又は取消しを行った場合は、制度事務局にその旨報告し

なければならない。

2.4.8 認証の取下げ

① 認証取得者は、認証機関に対し、書面により、認証の取下げを申請できる。申請日以

降、原則として認証の効果は消滅する。認証機関は以下に定める措置を講じなければな

らない。

a) 取下げの事実の公表

b) オフセットラベルを使用している未出荷の商品等について、認証の取下げ後１ヵ

月以内にオフセットラベルの表示を消去すべき旨の認証取得者に対する通知及び

消去されていることの確認

c) その他消費者に誤解を与えないため、認証機関が必要と認める措置

② 認証機関は、認証の取下げを受理した場合は、制度事務局にその旨報告しなければな

らない。

2.4.9 後発事象
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① 認証後に、認証結果に重大な影響を与える可能性がある事実が検出された場合、認証

機関は、制度事務局に報告した上で、適切な処置を検討した上で実施しなければならない。

② 制度管理者等は、認証機関が前号の措置を講じなかった場合、認証機関に対して、前

号の措置を講じるように指示を行うことができる。
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2.5 認証取得後の変更申請

2.5.1 変更の申請

認証取得者は、申請書の内容について、その変更により本基準の要求事項を満たさなく

なるおそれのある変更をしようとする場合は、当該変更を実施する日から起算して原則と

して 30 営業日より以前に、その理由及び変更内容を示し、認証機関に変更申請を行わなけ

ればならない。

2.5.2 変更の効果

2.5.1 に則って認証取得者が変更申請を提出した後、変更を実施する日までに認証機関に

より認証の一時停止又は取消しを受けない限り、認証有効期間が継続するものとして、認

証取得者は、2.4.4 に定める認証の効果を主張することができる。

2.5.3 変更の承認

① 認証機関は、認証取得者の変更申請について、認証結果に影響が生ずるおそれがある

と認める場合は、認証取得者に対して再審査の受審を指示し、その結果を踏まえ本変更

申請を承認することができる。ただし、認証機関が当該変更事由による登録結果への影

響が軽微と判断した場合は、再審査を経ることなく当該変更を承認できる。

② 認証機関は、再審査の結果に基づき、当該認証取得者に、是正の勧告、認証対象活動

の変更、認証の一時停止又は認証の取消しを行うとともに、その事実を公表することが

できる。

③ 認証機関は、認証申請書の変更を承認した場合は、変更が反映された認証申請書の「制

度管理者の定めるウェブサイトにおける公開情報」項目を添えて、制度事務局にその旨

報告しなければならない。
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第３章 カーボン・ニュートラル認証

第１節 カーボン・ニュートラル認証

3.1.1 認証申請

本基準に基づき、カーボン・ニュートラル認証を受けようとする者（以下本節において

「申請者」という。）は、カーボン・ニュートラルの対象期間における算定対象範囲の温室

効果ガス排出量の削減と算定を行い、算定された温室効果ガス排出量以上のクレジットを

無効化し、別に定める様式に従い、カーボン・ニュートラル報告書を作成し、本制度にお

いて認められた検証機関による検証を受検し、検証機関により発行された検証報告書を添

えて、登録認証委員会にカーボン・ニュートラル認証の申請を行わなければならない。ま

た、申請者は、検証及び認証に必要なデータの把握・算定・管理及び提供に責任をもたな

ければならない。

3.1.1.1 申請者の要件及び組織の境界

本基準における申請者の要件を次に定めるとおりとする。複数の者が共同して申請を行

う場合は、代表者を定めた上で、相互の役割分担を明確にしなければならない。

① 法人格を有する者であること。

② 登録認証委員会及び検証機関から独立し、利害関係を有しておらず、かつ、国内外に

おける法令を遵守している者であること。

③ 申請者は、「組織の境界」を設定しなければならない。本基準における「組織の境界」

は、申請者となる法人を単位とする。ただし、当面、別紙に定めるとおり、組織の一部

のみを対象とすることができる。

3.1.1.2 認証有効期間の設定

① 申請者は、認証を取得した日から６カ月以内の任意の日から１年以内の期間で、認証

の有効期間を設定しなければならない。

② 認証取得者は、有効期間内に限り、3.1.3.2 に掲げることを行うことができる。ただし、

有効期間内に新たにカーボン・ニュートラル認証の申請をした場合は、当該申請に対す

る認証が決定するまでの間を有効期間とすることができる。

3.1.1.3 認証番号の継続使用

一度カーボン・ニュートラル認証を取得した者であって、新たにカーボン・ニュートラ

ル認証を申請する際に認証番号の継続使用を希望する者が以下の要件を全て満たす場合に

は、認証番号の継続使用を認めることとする。

① 別に定める様式に従い、認証番号継続使用申請書を提出し、継続使用を希望する番号が

付与された認証（以下「既得認証」という。）の有効期間満了日以前に事務局により受

理されていること。

② 継続使用を希望する新たな取組の内容が、既得認証の内容から低減（算定対象範囲の

縮小等）していないこと。

③ 継続使用を希望する新たな取組が認証を取得するまでに、既得認証のクレジットが無

効化されていること。

3.1.1.4 カーボン・ニュートラルの取組の対象となる温室効果ガス

カーボン・ニュートラルの取組の対象となる温室効果ガスを二酸化炭素、メタン、一酸

化二窒素及び代替フロン等３ガス（ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン

類、六ふっ化硫黄）とする。
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3.1.1.5 カーボン・ニュートラルの取組に係る活動の境界等の設定

申請者は、認証対象活動の境界、算定対象範囲、対象期間及び基準年を、次に定めると

おり設定しなければならない。

① 自らの事業活動（温室効果ガスの吸収に寄与する活動を除く。）及び責任の範囲等を踏

まえ、別紙に定めるとおり「活動の境界」を設定しなければならない。「活動の境界」の

設定は、申請者の活動に係る直接的な温室効果ガス排出量（以下「スコープ１排出量」

という。）、エネルギー起源の間接的な温室効果ガス排出量（以下「スコープ２排出量」

という。）のそれぞれの排出源の特定を行い、別紙において算定から除外できると定める

ものを除き、すべてを算定対象範囲としなければならない。

② その他の間接的な温室効果ガス排出量（以下「スコープ３排出量」という。）について

は、できる限り申請者の活動に係る他者の排出源を把握し、合理的な算定方法を設定で

きない等算定が困難な場合を除き、算定対象範囲に含めることが望ましい。

③ 対象期間は、④で定める基準年終了以降の期間において、申請者が任意に定める開始

日から１年以上の期間を設定しなければならない。

④ 3.1.1.7 で行う温室効果ガス排出削減量評価のため、スコープ１排出量及びスコープ２

排出量については、平成２年度以降の任意の年から、合理的な理由を示した上で、基準年

又は基準年度（複数年の平均値も可。）を選択し、基準となる排出量を設定しなければな

らない。スコープ３排出量については設定を任意とする。

3.1.1.6 温室効果ガス排出量等の算定

申請者は、基準年及び対象期間における温室効果ガス排出量の算定や、温室効果ガス排

出削減の取組を評価するに当たっては、別紙に定める方法により算定しなければならない。

3.1.1.7 温室効果ガス排出削減の取組

申請者は、算定対象範囲における温室効果ガス排出削減の取組を行わなければならない。

また、3.1.1.6 で定める算定方法により算定した基準年及び対象期間における温室効果ガス

排出量に照らし、温室効果ガス排出削減（総量削減又は原単位改善）の努力を定量化しな

ければならない。

なお、自らの活動の境界から創出されたクレジットのうち、3.1.1.9 の要件を満たすもの

を無効化した分については、温室効果ガス排出削減量として算入することができる。

また、法令等によって温室効果ガス排出削減目標の達成が求められている場合、当該法

令を遵守していなければならない。

3.1.1.8 カーボン・ニュートラルの対象となる温室効果ガス排出量の確定

申請者は、3.1.1.7 に基づき算定した温室効果ガス排出量をカーボン・ニュートラルの対

象となる温室効果ガス排出量としなければならない。ただし、申請者が組織の境界外の利

用者へ供給する電力、熱又は蒸気の生成に伴う温室効果ガス排出量及びスコープ３排出量

については、算定されたものであっても、カーボン・ニュートラルの対象となる温室効果

ガス排出量から除外することができる。

3.1.1.9 クレジットの調達と無効化

申請者は、3.1.1.8 において確定した温室効果ガス排出量以上の量のクレジットを以下の

とおり調達して無効化しなければならない。申請者は、認証の申請の段階において、無効

化証明書をカーボン・ニュートラル報告書とともに登録認証委員会に提出しなければなら

ない。本基準において用いることができるクレジットは、次に定めるとおりとする。なお、

申請者が自ら創出したクレジットを用いて、自らのために、クレジットを無効化すること



21 
 

は、自らの削減量として算入することは可能であるが、カーボン・ニュートラルの取組と

はならない点に注意すること。

① 気候変動に関する国際連合枠組条約（平成６年条約第６号）の京都議定書に定める京

都メカニズムクレジット（AAU, ERU, CER 及び RMU。ただし、日本国内で発行される AAU

及び RMU を除く。AAU については、温室効果ガスの排出量削減・吸収源の確保につながる

ものであることを申請者が証明しなければならない。）

② 以下の条件をすべて満たしていることが証明できるクレジット

a) 日本国政府又は地方公共団体（以下「日本国政府等」という。）が運営している JIS Q

14064-1 又は JIS Q 14064-2 に準拠した制度において、我が国における IAF

（ International Accreditation Forum ） の MLA(Multilateral Recognition

Arrangement)に署名している認定機関による JIS Q 14065 認定を取得した検証機関が、

JIS Q 14064-3 に準拠した検証を行い、日本国政府等が温室効果ガスの削減量等を認証

していること。

b)日本国政府等による登録簿により管理されていること。

c)日本国政府等により温室効果ガスのモニタリング、報告、検証のためのガイドライン

が定められていること。

③ 使用するクレジットが、京都メカニズムクレジットである場合、国際航空、国際船舶

輸送に伴う排出量等については、現時点では、我が国の温室効果ガス排出量（インベン

トリ）として計上されていないため、償却口座ではなく、取消口座に移転しなければな

らない。

3.1.1.10 取組の管理体制

申請者は、対象期間中のカーボン・ニュートラルの取組を行うための適切で有効な管理

体制を構築・実施・維持・継続的に改善し、どのようにして本基準を満たすカーボン・ニ

ュートラルの取組を行う体制を構築するかを決定しなければならない。本項については、

JIS Q 14001 及び JIS Q 9001 を参照することができる。

3.1.2 検証

3.1.2.1 に定める要件を満たし、登録認証委員会により登録された検証機関が、申請者が

作成したカーボン・ニュートラル報告書に記載された取組内容が本基準を満たしているか

について検証する。

検証機関は、申請者からの依頼に応じて審査をし、申請者の取組が本基準の要求事項を

満たしている場合、別に定める様式に従い、検証報告書を発行しなければならない。

検証は、JISQ14064-3 に準拠するほか、3.1.2.2 から 3.1.2.4 までに定める事項を満たす

ものでなければならない。ただし、スコープ３排出量の算定を含める場合、当該算定につ

いては別紙における算定方法との適合性の評価を行うこととする。

3.1.2.1 検証機関の要件

検証機関は、JIS Q 14064-1 に準拠した制度を利用して、IAF（International

Accreditation Forum）の MLA(Multilateral Recognition Arrangement)に署名している認

定機関から、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

でなければならない。

3.1.2.2 重要性

許容可能な重要性の量的基準値は、排出量全体の５％とする。ただし、スコープ３排出

量の算定については、登録認証委員会の承認を経て、重要性の基準を別途設定することが

できる。
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3.1.2.3 温室効果ガス排出量の検証方法

検証機関は、算定対象範囲における温室効果ガス排出量を検証するに当たり、試行排出

量取引スキームにおける「第三者検証機関による排出量検証のためのガイドライン」又は自

主参加型国内排出量取引制度における「排出量検証のためのガイドライン」（環境省）を用いるこ

とができる。なお、ガイドラインを用いる場合は入手可能な最新版を使用しなければなら

ない。

3.1.2.4 検証意見

検証機関は、3.1.1.1、3.1.1.2、3.1.1.4 、3.1.1.5、3.1.1.6 における排出量の算定に

係る検証の保証水準は、合理的保証であることを明示しなければならない。

検証機関は、カーボン・ニュートラル報告書に記載された内容が、本基準の要求事項を

満たし適合しているか、本基準の要求事項を満たさず不適合であるかを決定する。

ただし、スコープ３排出量の算定が含まれている場合はスコープ３排出量の算定に係る

検証のみ限定的保証とすることができる。

3.1.2.5 検証後に検出された事実

検証報告書提出後、認証までの間に検証報告書に重大な影響を与える可能性がある事実

が検出された場合、検証機関は、適切な処置を検討・実施し、制度事務局に報告しなけれ

ばならない。

3.1.3 認証

カーボン・ニュートラル認証とは、申請者が作成したカーボン・ニュートラル報告書に

記載された取組内容が、本基準を満たしていることについて、2.4.1 に定める要件を満たし、

登録認証委員会により登録された検証機関の検証報告書を踏まえて、登録認証委員会が認

証することをいう。

登録認証委員会は、カーボン・ニュートラル報告書及び検証報告書に基づき、申請者の

取組内容が本基準を満たしていると判断する場合には、認証を与え、結果を申請者に通知

するとともに、速やかに公表しなければならない。

3.1.3.1 認証に係る原則

登録認証委員会は、1.3 の基本原則に加え、次に定める原則に基づき認証を実施する。

① 認証は、十分に詳細かつ包括的であり、正確で再現性のある結果が得られるような方

法に基づき、検証可能な技術的根拠をもって実施されなければならない。また、認証対

象活動のサプライチェーンに関連する可能な限り多くの側面を考慮しなければならない。

② 認証の付与後、カーボン・ニュートラル認証を取得者した申請者（以下本節において

「認証取得者」という。）が行うカーボン・ニュートラルを達成し認証を取得した旨の主

張（以下「カーボン・ニュートラル宣言」という。）及びカーボン・ニュートラルラベル

（以下「ニュートラルラベル」という。）の表示が、認証取得者がカーボン・ニュートラ

ルを達成したものであることを明確に表すものであり、適切かつ正確なものであって、

利害関係者に誤解を与えないものであるかを確認しなければならない。

③ 申請者に対して情報の提供を求める場合は、申請者の取組が本基準を満たしているか

どうかを評価するために必要なものに限定して行わなければならない。

3.1.3.2 認証の効果

認証取得者は、3.1.3.3 に定める内容を遵守することを条件に、3.1.1.2 で定めた認証有
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効期間内に限り、次のことを行うことができる。

ただし、商品や商品パッケージ、サービスに関わる印刷物等の広告媒体等へのニュート

ラルラベルの表示を行うためには、当該商品やサービスに伴い排出する温室効果ガス排出

量が算定され、カーボン・ニュートラルとなっている場合に限る。

①登録認証委員会の発行する認証書を公表すること。

②カーボン・ニュートラル宣言及びニュートラルラベルの表示を行うこと。

なお、制度管理者は、表７の内容について、制度管理者が定めるウェブサイトにおいて

公表を行う。

表７ カーボン・ニュートラル認証時の情報提供項目

全般

認証取得者名

認証の有効期間

カーボン・ニュートラルの対象期間

カーボン・ニュートラル認証である旨

認証ラベルの使用使途

排出

量の

認識

認証対象活動の境界

認証対象活動の境界内における温室効果ガス排出源

算定対象範囲

算定方法（算定式、及び算定の方法の根拠とした文書）

基準年及びカーボン・ニュートラル対象期間における対象活動による温室効果ガス排出

量（基準年：基準年排出量）（対象期間：対象期間排出量）

（任意）スコープ３排出量の算定結果

排出

削減

算定対象範囲内の温室効果ガス排出削減の取組

（任意）算定対象範囲外における、認証取得者の温室効果ガス排出削減の取組

（任意）スコープ３排出量の削減の取組

埋め

合わ

せ

クレジットを認証した認証制度名とクレジットの種類

クレジットのプロジェクト名（プロジェクト実施国・実施地域等の属地的情報を含む）

クレジットのプロジェクトタイプ（風力発電、木質バイオマス燃料転換、森林管理等）

クレジットの無効化状況・無効化方法

3.1.3.3 認証取得者が認証後に遵守すべき事項

① 認証取得者は、制度管理者に求められた場合は、以下に定める対応を行わなければな

らない。

a) 認証取得者は、制度管理者に当該認証に係る報告・証明等を求められたときは、制

度管理者の求めに応じること。

b) 認証取得者は、制度管理者が定期的に行うサンプル調査や現地確認に対応すること。

② 認証取得者は、認証取得情報の提供、カーボン・ニュートラル宣言、認証書の公表、

及びニュートラルラベルの表示に当たっては、以下 a)～b)の内容を遵守しなければなら

ない。加えて、カーボン・ニュートラル宣言及びニュートラルラベルの表示に当たって

は、c)～e)の内容を、ニュートラルラベルの表示に当たっては、f)～h)の内容を遵守し

なければならない。なお、ISO/IEC GUIDE23 を指針として用いることができる。

a) 認証取得者は、認証対象活動の範囲に誤解を与えるような認証取得情報の提供、カー

ボン・ニュートラル宣言、認証書の公表、及びニュートラルラベルの表示をしないこ

と。また、曖昧で内容の特定されない主張又は漠然と環境に有益とほのめかす主張、

例えば、“環境に安全”、“環境に優しい”、“地球に優しい”、“グリーン”、“自然に優し

い”、“持続可能である”などの文言を単独で用いることにより、消費者に誤解を与え
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る主張をしないこと。

b) 認証取得者は、認証取得情報の提供、カーボン・ニュートラル宣言、認証書の公表、

及びニュートラルラベルの表示に関するすべての苦情に対して対応処置を採り、これ

らの記録を認証取得後最低５年間は保管すること。

c) 認証取得者は、カーボン・ニュートラル宣言及びニュートラルラベルの表示を行う

場合、当該カーボン・ニュートラル宣言及びラベル表示の案を書面により事前に制度

事務局に報告すること。制度事務局に報告したカーボン・ニュートラル宣言又はニュ

ートラルラベルの使用案と異なる表示を行う場合は、再度制度事務局に使用案を報告

すること。

d) 認証取得者は、カーボン・ニュートラル宣言及びニュートラルラベルの表示を行う場

合、原則として認証番号、制度管理者の定めるウェブサイト及び認証取得者名を明示

すること。

e) f)で定める内容に加え、消費者等に誤解を与える可能性がある場合（認証取得者が提

供するニュートラルラベル付きの部品等を用いて認証取得者以外の者が製造した商品

等にニュートラルラベルを表示する場合や認証が商品等の一部分のみに関係する場合

等）は、当該認証対象活動を特定できる情報及びその他の必要な情報を明示すること。

なお、その際、表現上は真実であっても、関係する事実を省略することによって、消

費者に誤解を与える表現を用いないこと。また、認証取得者が、ある事業者の一事業

所等一部組織である場合、当該事業所名を表示すること。

f) 認証取得者は、ニュートラルラベルを表示する際は、表８に定められた色、サイズ

等を使用すること。

g) 認証取得者は、ニュートラルラベルと類似したマークを使用しないこと。

h) ニュートラルラベルの表す内容に対して誤解を避ける方法で表示すること。具体的に

は、商品等の包装にニュートラルラベルを表示する場合には、ニュートラルとなった

商品等であること以上の性質（他の法令等で定める基準に適合していること等）を示

すと解釈されるような方法での表示をしないこと。

表７ ニュートラルラベル使用に当たっての遵守事項

① ニュートラルラベルはⒷタイプを基本とするが、背景が白地、または白に近似してい

る場合はⒶタイプを使用でき、背景に写真や色があり、ニュートラルラベルが目立たな

いと判断した場合は白フチ付タイプを使用することができる。ただし、ニュートラルラ

ベル全体を線等で縁取ることはできない。

② 認証取得者がニュートラルラベルを使用する際には、オレンジ特色（DIC121）または

オレンジ分解色（M（マゼンダ）50％、Y（イエロー）100％）を使用しなければならない。

ただし、単色刷りの場合に限り、単色ロゴを用いることができる。

③ 認証取得者が使用できるニュートラルラベルは Lサイズ（天地 30mm 以上で使用する場

合）、Mサイズ（天地 14mm 以上 30mm 未満で使用する場合）、Sサイズ（天地 7mm 以上 14mm

未満で使用する場合）の 3 種とし、各サイズごとに指定されたデザインのラベルを用い

なければならない。
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