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第１章 総則 

 
第１条（目的） 
本規程は、経済産業省が農林水産省、国土交通省及び環境省等関係省庁と連携して実施

する「カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット製品」試行事業（以下「試

行事業」という。）において、認証に係る一連の手順について定めるものである。 

 
第２条（定義） 
 本規程において用いる用語は、以下のとおり定義する。 
 
・カーボンフットプリント（CFP） 
「カーボンフットプリント（以下「CFP」という。）」とは、製品の原材料調達から廃棄・

リサイクルに至るまでのライフサイクルでの温室効果ガス排出量を二酸化炭素に換算して

算定された数値をいう。 
 
・カーボン・オフセット 
 「カーボン・オフセット」とは、市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員

が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、

削減が困難な部分の排出量について、クレジットを購入すること、他の場所で排出削減・

吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部又は一部

を埋め合わせることをいう。 

 
・CFP を活用したカーボン・オフセット 
「CFP を活用したカーボン・オフセット」とは、「カーボン・オフセット」の取組のうち、

企業等が CFP 制度を用いて、自らの製品のライフサイクルでの温室効果ガス排出量を認識

し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、

クレジットを購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動

を実施すること等により、その排出量の全部を埋め合わせることをいう。 
 
・温室効果ガス 
 「温室効果ガス」とは、本事業では、CFP制度が算定対象としている二酸化炭素、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）をいう。 
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・クレジット 
 「クレジット」とは、認証された温室効果ガスの排出削減・吸収量をいう。 
 
第３条（基本原則） 

本試行事業は、CFPの検証を受けた製品のみを対象とするため、簡便性と厳格性のバラン

スを取った運用を行うこととする。 

また、「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証の申請に際して、オフセ

ットに用いられるクレジットのダブルカウント（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）は回避しなければならない。 

 

第４条（事務局） 

 経済産業省から業務を委託される事業者は、経済産業省の監督の下、本試行事業の運営

を行う「製品のカーボン・ニュートラル制度試行事業研究会事務局（以下「事務局」とい

う。）」を務める。 

 

第５条（担当省庁） 

本規程における担当省庁は、「CFP を活用したカーボン・オフセット」の対象製品に応じ

て、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及びこれら関係する複数の省庁とする。

担当省庁は、事務局を通じて、事業参加者に必要な指示を行うことができる。 

 

第６条（担当省庁の事務の委託） 

本試行事業における担当省庁の事務の全部又は一部は、事務局に行わせることができる。

本試行事業に参加する事業者等は、担当省庁及び事務局の指示に従わなければならない。 

 

第７条（規程の改定） 

本規程は CFP 及びカーボン・オフセットに関する国内外の議論の動向等を踏まえ、必要

に応じて適宜改訂される。 

改定に当たっては、改訂された規程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。 

  

第８条（対象となる製品） 

本試行事業で「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けることがで

きるのは、「カーボンフットプリント制度試行事業（平成 21年度～平成 23年度、経済産業

省）（以下「CFP 試行事業」という。）」又は「CFP プログラム」（平成 24 年度開始、社団法

人産業環境管理協会）により CFP の算定を行い、検証を受けた最終製品とする。 
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第２章 「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証 

 

第１節 「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証 

 

第９条（申請者の要件） 

 「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を申請できる者は、以下の要件

を満たしている者とする。 

① 対象となる製品について CFPの算定を行い、経済産業省が実施した「CFP試行事業」

又は社団法人産業環境管理協会が実施している「CFPプログラム」のいずれかの CFP

制度による検証が行われていること。 

② 試行事業実施期間中、対象となる製品の CFP 値が大幅に変化する等、状況の変化が

生じた場合でも、試行事業の取組を継続するために適切な管理体制の実施、維持、

持続的改善を行えること。 

 

第１０条（代理申請） 

 「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を申請する製品の製造者（以下

「事業者」という。）は、第 9条に定める事項を満たすことを要件として、法人格を有する

第三者に認証の申請の代理を依頼することができる。 

 

第１１条（削減努力） 

 「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を申請する者は、温室効果ガス

の排出量を削減するための努力をしなければならない。 

 

第１２条（クレジットの調達と無効化） 

申請者は、「CFP 試行事業」又は「CFP プログラム」により算定、検証を受けた温室効果

ガス排出量に、「CFP を活用したカーボン・オフセット」とする製品の数を乗じた量以上の

クレジットを調達して、無効化あるいは償却しなければならない。 

本試行事業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。 

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（各国に割り当てられる排出量）, ERU（JIで発効

されるクレジット）, CER（CDMで発効されるクレジット）及び RMU（吸収源活動に

よる吸収量）。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。）ただし、国際航空、国際船舶輸送に伴う排出量等について
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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。 

② 国内クレジット 

③ オフセット・クレジット（J－VER） 

④ 都道府県 J－VER 

 

第１３条（「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証の申請） 

「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けようとする者（以下「申

請者」という。）は、別途事務局が定める様式に従い、以下について事務局に提出する。 

① 対象となる製品について、「CFP 試行事業」又は「CFP プログラム」により算定した

温室効果ガス排出量 

② 対象となる製品のうち、「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証を

受けたことを示すラベルを貼付する数 

③ ①及び②の積以上のクレジットを無効化あるいは償却していることがわかる書類で

クレジット制度のなかで定められた様式に従っているもの 

④ 当該製品について、申請者が希望する「CFPを活用したカーボン・オフセット」につ

いての認証を受けたことを示すラベルの表示方法を様式に従って記載。 

⑤ その他、必要に応じて事務局が提出を求めるもの。 

 

また、複数の者が共同で申請する場合、代表者を定めた上で、上記に加え、相互の役割

分担を明確に説明する資料を提出しなければならない。 

 

第１４条（禁止事項） 

申請者は、当該製品のライフサイクルにおいて、自ら創出したクレジットを用いて、自

社の製品について「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を申請すること

はできない。 

 

第１５条（「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証） 

事務局は、申請者より提出された書類について、以下の要件を全て満たしている場合、

当該製品を「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証を行うことができる。 

① 無効化あるいは償却したクレジットの量が、対象製品の CFPの値と「CFPを活用した

カーボン・オフセット」についての認証を受けたことを示すラベルを添付する製品

の数の積と比較し、同量以上であると認められること 

② 提出された「CFPを活用したカーボン・オフセット製品」についての認証を受けたこ

とを示すラベルの表示方法が適切であること 
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第１６条（「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証の有効期限） 

「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証の有効期限は、試行事業の終了

日とする。 

 

第１７条（認証結果の通知） 

① 事務局は、第１５条に定める要件に照らし、「CFPを活用したカーボン・オフセット」 

として認められる場合は、担当省庁に事前に通知の上、その旨を申請者に文書で通 

知する。 

② 事務局は、第１５条に定める要件に照らし、「CFPを活用したカーボン・オフセット」 

として認められない場合は、理由を付してその旨を申請者に文章で通知する。 

 

第１８条（ラベルの表示義務） 

 「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けた者は、事務局が指定す

る期間、次のことを行わなければならない。 

① 「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けた製品の情報を公表

すること 

② 「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けたことを示すラベル

を製品本体あるいはカタログ等に使用すること。 

③ その他、ラベルの適切な使用についての事務局の指示に従うこと。 

 

第１９条（「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けたことを示すラ

ベルの使用制限） 

認証を受けた者は、認証を受けた製品以外で「CFPを活用したカーボン・オフセット」に

ついての認証を受けたことを示すラベルの表示をしてはならない。 

 

第２０条（情報提供への協力） 

「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けた者は、事務局に対し、

当該製品の販売先等の情報提供を行うこととする。 

 

第２１条（認証を受けた者の義務） 

 「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けた製品について、製造工

程の変更等、CFPの算定条件が変わり、再度 CFPの算定が必要となった場合、速やかに事務

局に申し出、指示に従わなければならない。 

 

第２２条（ラベルを貼付する製品数の追加による変更） 

申請したラベルを貼付する製品数が、申請した数を上回った場合、申請者は速やかに事
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務局に申し出るとともに、事務局の指示に従い、変更手続を行わなければならない。 

 

第２３条（事務局による認証を受けた製品の公表） 

「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けた製品は、ｗｅｂサイト

等を通じて事務局が公表するものとする。なお、公表される項目は以下の事項を含むこと

とする。 

① 製品の種類と名称 

② 認証を受けた者の名称、住所、代表番号 

③ CFP算定結果と CFP検証番号 

④ オフセットに使用したクレジットの詳細情報 

⑤ 「CFPを活用したカーボン・オフセット」について認証された製品の詳細情報（認証

された年月日等） 

⑥ その他事務局が必要とする事項 

 

 

第２節 申請内容及び表示方法の訂正、変更並びに認証取消し 

 

第２４条（事務局による「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証に係る申

請内容又は「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けたことを示すラ

ベルの変更） 

事務局は、本規程に照らして、「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証

に係る申請内容、又は「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けたこ

とを示すラベルの表示方法の修正が適当と判断した場合は、申請者に理由を付してその旨

を文書で通知する。申請者は、通知に従い、必要な修正を行うこととする。 

 

第２５条（担当省庁による「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証に係る

申請内容、又は「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けたことを示

すラベルの表示方法の変更要求） 

担当省庁が「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証に係る申請内容、又

は「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けたことを示すラベルの表

示方法の変更が必要であると判断したときは、事務局に理由を付してその旨を文書でその

旨を提言する。 

事務局は、担当省庁の指示に基づき、「CFP を活用したカーボン・オフセット」について

の認証に係る申請内容、又は「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証を受

けたことを示すラベルの表示方法の変更が必要と判断した場合、事務局が定める様式に従

い、申請者に理由を付してその旨を文章で通知する。 
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第２６条（申請者による「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証に係る申

請内容又は表示方法の変更申請） 

本規程に基づき「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証に係る申請内容、

及び「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けた者が、「CFP を活用

したカーボン・オフセット」についての認証申請内容、又は「CFPを活用したカーボン・オ

フセット」についての認証を受けたことを示すラベル表示方法の変更を希望する時は、事

務局に、該当する「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証に係る申請内容、

又は「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けたことを示すラベルの

変更案を示し、変更を求めることができる。 

事務局は、当該変更を行った場合でも第１５条の要件を満たすと判断する場合は、担当

省庁に確認の上、その旨を文書で通知するとともに、変更を許諾する。 

 

第２７条（「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けたことを示すラ

ベルの表示方法の変更が許諾された製品の公表） 

「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けたことを示すラベルの表

示方法が変更されたときは、遅滞なくｗｅｂサイト等を通じて公表されるものとする。 

 

第２８条（「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証の取消し） 

事務局は、認証の取消しが必要と判断した場合、理由を付してその旨を申請者に文書で

通知するとともに、ｗｅｂサイト等を通じて公表するものとする。 

 

第２９条（「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証の取下げ）  

「CFP を活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けた者は、事務局に対し、

書面により、認証の取下げを申請できる。事務局が当該申請を妥当であると判断した場合

は、これを受理し、認証の効果は消滅する。事務局は以下に定める措置を講じなければな

らない。 

① 取下げの事実の公表 

② 「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けたことを示すラベル

を表示している未出荷の商品等について、認証取下げ後１ヵ月以内の「CFPを活用し

たカーボン・オフセット」についての認証を受けたことを示すラベルの表示の消去 

③ その他消費者に誤解を与えないため、事務局が必要と認める措置 

 

第３０条（認証の再申請） 

 認証の取消しを受けた者又は取下げた者は、別途事務局が定める様式に従い、認証の取

消しを受けた製品又は認証を取下げた「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての

認証について、再度認証を申請することができる。 
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第３章 雑則 

 

第３１条（外部からの問い合わせ） 

「CFPを活用したカーボン・オフセット」についての認証を受けた製品に関する個別の問

い合わせは、原則として、認証を受けた者が対応するものとする。 

 

第３２条（その他の事項） 

本規程の他、本試行事業を運営する上で必要な規程類は、事務局が作成することとする。 

 

本規程は平成２４年１１月２７日から施行する。 
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