
国主導 民間

国 オーストラリア ニュージーランド イギリス アメリカ オーストラリア

制度名称

NCOS Carbon Neutral Program
（※NCOS=National Carbon 

Offset Standard ）

carboNZero programme

※製品認証はcarboNZero 
product certification

PAS2060 Carbon Neutrality CarbonFree® Product 
Certification

NoCO2 Program
①Carbon Neutral Product 
Certification：製品に対する認証
②Make it Carbon Neutral：顧客
がニュートラル化するかを決めう
るもの

開始年 2010年 2001年 2010年 2007年
2006年
※プログラム運営組織の設立年

対象 組織、製品、サービス、イベント 組織、製品、サービス、イベント 組織、製品、ブランド 産業活動、製品、サービス
事業活動、製品・サービス、イベ
ント

認証件数

29件（25社）

（組織：14件、製品・サービス：15
件（印刷用紙、再生トナーカート
リッジ、家具用布地、フライトサー
ビス等） ）

120社

（組織：65社、組織・製品：8社、組
織・サービス：6社、製品：5社（ワイ
ン、タイヤ、印刷用紙、雑誌） 、イ
ベント：36社）

WEB上で確認できた製品認証数1
件（コーヒー）

※カーボンクリアーの顧客リスト
は130件以上。

109件
（インスタントコーヒー、缶ジュース、
砂糖、アルカリ電池、冷蔵庫、
マーカーペン、洗濯機、シュレッ
ダー、LED TV、携帯電話等、エネ
ルギー使用製品多数）

321社（NoCO2Programにある５
つの認証カテゴリー全体の認証
社数、内訳は不明。（製品事例
はパン、ワイン、コーヒー等））

排出量算定
ルール

ISO14040/ISO14044、GHG プロト
コル、PAS2050

PAS2050に準拠している排出量
算定ツールが提供される。

PAS2050
GHGプロトコル、PAS 2050、ISO 
14044

GHGプロトコル

制度実施目的
制度実施の効果

費用

（目的）
消費者や事業者に対し、オースト
ラリアのボランタリー市場におけ
るクレジットの環境十全性を確か
なものとし、カーボン・ニュートラル
製品を入手可能にすること。

（効果）

「地球温暖化の影響低減」「企業
評価の向上」「製品評価の向上」
「競合他社との差別化やマーケッ
トリーダーとしての地位の維持」
「従業員への関心向上・維持」「資
源利用の低減による経費削減と
排出量削減」「経営及び/もしくは

製造過程におけるカーボンリスク
に対する理解の向上」「企業が取
り組む気候変動及びカーボンマネ
ジメントを第三者が認識」を実現
することができる。

（目的）
GHG排出量の把握と削減を行う
企業に対し国際的な基準に基づく
ルールを提供し、企業努力の認
証を通じ、企業の環境行動を喚起
すること。

（効果）
コスト削減を実現し、顧客・投資
家・ビジネスパートナーの信頼性、
競争力や市場でのプレゼンスを
高め、先見性のある環境リーダー
であることを示すことができる。

（費用）
小規模事業者（排出量が100ｔ
CO2以下）は NZ$2600。 一般的な
企業は年間NZ$15,000 ‐ $50,000
程度。 製品の場合は検証費用が
かさむためこれよりも高額になる。

（目的）
活動や製品サービスなどについ
て排出量の算定、削減、オフセッ
トを通じてカーボンニュートラリ
ティを実証しようとするあらゆる社
会構成員が利用可能な要求事項
を示すこと。

（効果）
PAS2060を用いて確実に達成した
カーボン・ニュートラルの取組によ
り、「商業的価値を有し、堅固で確
実で透明性のある取組である」と
いう評価を得ることができる。

（目的）

内部での削減と外部の気候変動
緩和策を通じて、個人や組織の
カーボンフットプリントの削減を行
うこと。

（効果）

「ブランドや製品の差別化」「売り
上げ増やマーケットシェアの拡
大」「顧客の囲い込み」「企業の社
会的責任と環境目標の向上」を実
現することができる。

（目的）

企業活動から出される排出量を
算定し、オフセットする手助けを
すること。

（効果）
消費者の購買トレンド、ロゴの認
識、信頼性のある消費活動によ
り、排出量削減とブランド向上を
同時に実現することができる。
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資料７海外事例の調査結果



NCOS Carbon Neutral Program carboNZero programme PAS2060 Carbon Neutrality
CarbonFree® Product 

Certification
NoCO2 Program

制度認知度調査

・一般消費者への認知度調査なし
・プログラム参加者への調査あり（非公
開）

（参考）プログラムホルダーの認識
・認知度は高まってきている
・紙やカーボンニュートラルフライトなどに
ロゴを掲載することで競合他社が何を
行っているか認識するツールにもなって
いる模様

・認知度調査なし

（参考）プログラムホルダーの認識
・carboNZeroのマークはニュージー
ランドではかなり認知度がある

・認知度調査なし

（参考）プログラムホルダーの
認識
・通年で行っているセミナー等
への出席やそこからのフィード
バックは非常によい

・外部機関が実施
※但し本プログラムに特化した
調査ではない

（参考）プログラムホルダーの認
識
・様々な媒体で紹介されており
一定程度の認知度はある

・認知度調査なし

プロモーション

・ツイッターの利用

・重要情報（参加者追加等）のプレスリ
リース

・新規参加者へのアピールのための政府
を巻き込んだイベントの開催

・小売店と共同でのcarboNZeroブラ
ンドの認知度向上プロジェクトの実
施

（参考）プログラムホルダーの認識
・carboNZero認証製品を持つ企業
がプロモーションの主体

（参考）プログラムホルダーの
認識
・政府や検証機関によるプロ
モーションが認知度向上のポ
イント

・実施しているが詳細不明

（参考）プログラムホルダーの認
識
・製品が店頭に並ぶことがプロ
モーション

・オンライン広告
・ニュースレター
・認証取得事例を紹介する
専用WEBサイト（The Low 
Carbon Economy）の開設

削減努力の
評価方法

定量的

・排出削減手段及び削減量を盛り込んだ
GHG管理計画の策定を義務付け

・基準年は、データが入手可能な直近年
もしくは複数年の平均を利用

定量的

・基準年から5年以内に削減を達成
しなければならない
・どのような絶対的な削減でもよい
（例えば、原単位削減（年2.5％以下
は認められない）や、セクターのベ
ンチマーク達成もしくはそれを上回
る削減などが考えられる）

定量的

・GHG削減目標を含むカーボ

ン・フットプリントマネジメントプ
ランの策定が必須

・総量あるいは原単位における
削減の実施が必須

定性的

・削減計画に関する年次報告が
必須

定性的

・従業員の教育やエネル
ギーの効率化などを通じた
排出量削減が求められて
いる

課題
（制度自体、削減
量定量化、算定

について）

（算定における課題）
・参加企業から第一回目の申請が一番難
しいとの報告あり。初回のデータ収集にあ
たり、大きな組織や複雑な製品の場合時
間を要することが要因

（削減量定量化における課題）
・統一の基準でGHG削減量を算定
する点が難しい
・算定範囲はSCOPE1、2に加え、算
定必須のSCOPE3を設定。算定基
準を統一することで、企業の年ごと
の排出量推移の比較や本制度下
の全ての企業の年間削減量の合
計値を算出することが可能
・2013年7月には削減量定量化の
ための新しいソフトを提供予定

（削減量定量化における課題）
・特に大きな問題点・課題はな
し。大半の事業者がGHGコン
サルタントとともに取組を行っ
ている（クレジットの調達、無効
化を含む）ためと考えられる

（算定における課題）
・時間的/リソース的な負担
・ただし、算定事業者に対し、
LCAコンサルタントによるサポー
トが得られるようにしているため、
算定は通常スムーズに行われ
ている
・算定事業者がサプライチェーン
に関する情報を多く有する場合
は特に算定がスムーズ

（制度における課題）

・クレジット購入費がオフ
セットの対象となるビジネス
の運営費と同等になってし
まった場合には、ニュートラ
ルを達成するNoCO2 
Programではなく、カーボン

フットプリントの算定及び削
減を行うlowCO2 
Certificationに流れてしまう。
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