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どんぐりマーク事業の基本的な仕組み 
 カーボンフットプリントによって明らかになった商品（製品・サービス）のライフサイクル（作
る・使う・捨てる）で排出される温室効果ガス排出量を、「J－クレジット」などのクレジット※
でカーボン・オフセットしたことを国が認証する制度。 
※京都メカニズムクレジット、J-クレジット、国内クレジット、オフセット・クレジット（J-VER）、地域版J-クレジット、都道府県版J-VER、グリーンエネル
ギーCO2削減相当量の無効化又は償却が認められている。 

 カーボン・オフセットによってＣＯ２の削減に貢献している商品の目印として、本制度で認
証を受けた製品・サービスには「どんぐりマーク」を添付することが可能。 

 平成24年度に試行、平成25年度より制度開始。 
CFPを活用した 
カーボン・オフセット（国による認証制度） 
-排出したCO2をクレジットで埋め合わせる制度 

どんぐりん 

排出量算定 
-製品・サービスのCO2の排出量を測って見える化 

排出量の算定方法 

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、LCAエキスパートによる算定 

厳密性 簡便性 
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どんぐりポイント事業の概要 
 “どんぐりマーク”が付加された製品・サービスにポイントを付けて、当該商品・サービスの普
及を促す制度。環境版ベルマークのような仕組み。 

 ポイントを付与することで消費者へどんぐり製品等の訴求を図る。消費者は、集めたポイ
ントの収集数に応じて地球温暖化防止等の様々な環境活動の応援等が可能に。 

 平成25年～平成27年は経済産業省からの補助事業として民間事業者が実施し、平
成28年度以降は民間事業者による自主事業へ移行。 

環境保全活動 
どんぐりポイントコミュニティ 
（学校、NPOなど） 

収集 どんぐりポイント商品を買って 

寄付 

環境にやさしい商品 交換 

消費者 

集めたポイントを・・・ 
どんぐりポイントは、CO2の削減に 
貢献している商品の目印 
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（参考）「どんぐりマーク」と「どんぐりポイント」の関係 
 「どんぐりマーク」は、カーボン・オフセットされた製品・サービスに付与されるマーク。 
 「どんぐりポイント」は、「どんぐりマーク製品」に更にポイントを付加するもの 

どんぐりマーク 
どんぐりポイント 

 
• 民間事業者が、製品・サービスの排
出量算定と、クレジットによるオフ
セットを実施 

• 国がカーボン・オフセットの実施を
認証し、どんぐりマークを付与 

• どんぐりマーク製品に、更にポイント
を付加したもの 

• ポイント事務局（民間事業者）がラベ
ルを付与 
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どんぐりマーク事業の取組状況 
 環境トップランナー企業による全国区での取組や地域貢献のためメーカや小売業者等が
一体となった取組の２つを中心に制度を展開。 

 制度創設時（平成25年度）から参加事業者、製品・サービスが拡大し、平成27年
度は、どんぐりマーク制度に38事業者、135製品・サービスが参加。 

＜地域で一体となった取組の例＞ 

16事業者、44製品が参加 

H26年度は愛媛で実施した取組を、H27年度は愛媛・香川・岡山へ拡大 

7事業者、19製品が参加 

取組が拡大 

平成27年度 平成26年度 

平成27年度 

平成26年度 

平成26年度 

4事業者、27製品が参加 

5事業者、6製品・サービス
が参加 

5事業者、7製品が参加 

キヤノン 
再生複合機「Refreshedシリーズ」 

ユーザー企業のCO2削減に寄与 
（温対法の報告に利用可能） 

製品ライフサイクル 
全体をオフセット 

＜全国区での取組の例＞ 

イオン 
「バイオ・マイバスケット」 

SGムービング 
「カーボン・オフセット引越し」 
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（参考）どんぐり事業の事例：瀬戸内里山・里海どんぐり大作戦 
 H27年度、合計196店舗の地域スーパーで、どんぐりポイント商品（16企業44商品）を販売。集まったポイントは、地域の環

境保全に活用し、地域の消費者の方々へ訴求。また、地域メディアとの連携により販売促進キャンペーン（ＣＭ等）を実施。 

 10/17(土)～11/30(月)の期間、愛媛・香川・岡山の３地域で実施。対象商品は、昨年同月比、売り上げ2割増。 

消費者 

地域スーパー 

地域メディア 

地域の環境保全団体 

周知 

対象商品を購入すると、 
ポイント(1ポイント=1円)が自
動的に回収される 

対象商品 
購入 

TVCM・番組など 

里山・里海を守る 

どんぐりポイント商品 

スーパー 山陽マルナカ (岡山54店舗) 
フジ（愛媛44店舗、香川4店舗） 
マルナカ（愛媛28店舗、香川66店舗） 

メディア 南海放送（愛媛） 
西日本放送（香川、岡山） 

環境保全
団体 

愛媛の森林基金（愛媛） 
里海づくり研究会議（岡山） 
どんぐり銀行（香川） 

陳列ブース、ポスター、POP等で対
象商品を紹介 

協力主体（50音順） 

16企業・44商品が参加 
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（参考）どんぐり事業の事例：CSR報告書等のオフセット 
 多くの企業が、CSR報告書等へどんぐりマークを付与。 

 自社の環境・社会貢献等の取組をまとめた報告書そのものをカーボン・オフセットすることで、ステークホルダー等
に対する更なるアピールに繋げる狙い。 

凸版印刷 
「CSRレポート2015」他 

リコー 
「サステナビリティレポート2015」他 

SMBC日興証券 
「CSRレポート2015」他 

安藤・間 
「CSR報告書2015」 

東洋インキSCホールディングス 
「社会・環境活動報告書2014」 

サンメッセ 
「統合レポート2015」他 

朝日信用金庫 
「ミニディスクロージャー2015」他 

大日本印刷 
「グループ株主通信」他 

SMBCフレンド証券 
「想いを抱け。想いを貫け。」 

伊予銀行 
「いよぎんレポート2014」 

サンエー印刷 
「ロハスプリンティング・パンフレット」 

（企業名50音順） 

他にも、環境配慮商
品のパンフレット等の
オフセットも多く実施
されています。 
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どんぐりマーク／どんぐりポイント事業の取組状況の推移 
 平成25年度以降、どんぐりマーク／どんぐりポイント事業に参加する製品等数は増加傾向。参加事業者数の

推移も併せて考えると、1事業者当たりの参加製品数が増加傾向にある。 

 どんぐりマークの無効化クレジット量は増加傾向にあるものの、平成27年度におけるどんぐりポイントの無効化ク
レジット量は前年比で減少。これは、どんぐりポイントに対する補助率の減少等が理由として考えられる。 
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カーボン・オフセットの類型 

１．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 

２．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。 

３．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。 

目的 

1. 自社製品・サービスの販売促進・ブランド価値向上 
2. 自社のCSR対策・イメージ向上 
3. 地場産業の活性化・地域情報発信 

方法 
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認証制度 （１）カーボン・オフセット認証、カーボンオフセット宣言 
 環境省では、①カーボン・オフセット第三者認証プログラムと②カーボン・オフセット宣言を実施。 

①カーボン・オフセット第三者認証プログラム： 
 主としてカーボン・オフセットの取組に関する信頼性を構築するため、認証基準に適しているかどうかを第三者 
 機関が認証してラベルを付与する仕組み。 
②カーボン・オフセット宣言： 
 個別のカーボン・オフセットの取組実施者がその内容を環境省に情報提供(自己宣言)し、環境省のウェブ 
 サイトを通じて発表する仕組み。 

       
    認証機関 

     JISQ14065認定取得機関 
  

認証／
審査 

    取組事業者等 申請 
申請者 

環境省・事務局 

カーボン・オフセット宣言 

●●●●株式会社      
詳細 
クレジットを活用した
□□商品 
・・・・・ 

取組概要  
クレジット
情報 
・・・・・ 

 申請書類チェック（記載
内容確認） 

 クレジットの無効化情報
の確認 

 規約への同意（web上） 
 申請フォームへの入力 
 必要書類（無効化証明書
等）の送付 

公開 

申請 

カーボン・オフセット宣言ウェブサイト 

環境省設置 

カーボン・オフセット宣言 カーボン・オフセット認証 

 登録された認証機関が制
度文書に基づき、CO2排出
量や適切なオフセット実
施について審査。 

 認証を受けた製品等は、
「カーボン・オフセット
認証ラベル」を貼付可
能。 

 カーボン・オフセット認証ラベル 

（出典）カーボン・オフセット制度ウェブサイト、及びカーボン・オフセット宣言ウェブサイトを元に経済産業省作成 

(注) ISO 14065（JIS Q 14065）は、「温室効果ガスに関する妥当性確認・ 
    検証機関」に対する要求事項を規定した国際規格。 
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認証制度 （２）地域でのカーボン・オフセット 

 地域において、地域産クレジットの活用を促進するため、当該地域において創出されたク
レジットやそれを活用したカーボン・オフセットの取組等に共通したマークを付与している。 

北海道カーボン・アクショ
ン・フォーラムでは、北海
道で創出されたクレジット
をＰＲするため、Ｊ－クレ
ジット制度等の各制度から
創出されたクレジットに共
通して使用できるロゴマー
クを作成。 

中部経済産業局では、中部
地域で創出されたクレジッ
トを「中部産CO2クレジッ
ト」としてひとまとめに
し、クレジットの地産地消
を促進。 

沖縄県環境科学センターで
は、沖縄地域で創出された
クレジットを活用して実施
されたカーボン・オフセッ
トに対してロゴマークを付
与し、地産地消のカーボ
ン・オフセットを促進。 

（出典）各実施主体のウェブサイト等を元に経済産業省作成 



13 

認証制度 （３）民間による第三者検証 
 カーボン・オフセットの信頼性を担保する取組の一つとして、民間の審査機関が第三者
検証を実施。 

 企業が公表するカーボン・フットプリントやカーボン・オフセット等の環境情報を「網羅性、
正確性、中立性、検証可能性」などの観点から、一般に公正妥当だと認められる基準
等に基づき審査し、基準を満たしていると判断した場合に証明書を発行するもの。 

事業者 
カーボンフットプリントやカーボン・オフセット等の環境情報を
公開。 
自己資金を用いて、民間の審査機関等に審査・認証を依頼。 

審査機関 
（民間） 

網羅性、正確性、中立性、検証可能性等の観点から、事業者の環
境情報を審査。 
一般に公正妥当と認められる基準等に基づいて第三者の立場から
審査を行い、基準を満たす場合に証明書等を発行。 

第三者認証 
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各制度の特徴 

制度 
オフセット認証 排出量の算定方法 利用状況 

ＰＲ効果 
申請先 費用 算定方法 費用 平成27年度 累積 

どんぐりマーク 
（経済産業省） 国 無料 CFP取得による算定 

MilCAによる算定 有料 135件 301件 
（H23年～H27年） 

マーク表示／ 
制度ウェブサイトでの公表 

オフセット認証 
（環境省） 審査機関 有料 制度文書で規程 

（オフセット認
証費用に含ま
れる） 

26件 231件 
（H24年～H27年） 

マーク表示／ 
制度ウェブサイトでの公表 

オフセット宣言 
（環境省） 国 無料 規程無し - 655件 658件 

（H24年～H27年） 制度ウェブサイトでの公表 

地域クレジット、 
地域オフセット 

地域の 
団体等 無料 規程無し - 

例： 
北海道  
37件 

例： 
北海道 
105件 

（H23年～H27年） 

マーク表示／ 
制度ウェブサイトでの公表 

第三者検証 
（民間） 

第三者 
機関 有料 規程無し 

（オフセット認
証費用に含ま
れる？） 

  -  件 -  件 公開情報の 
客観性の確保 

（出典）環境省カーボンオフセット制度ウェブサイト、カーボン・オフセット宣言ウェブサイト、北海道カーボンアクションフォーラムウェブサイト等を元に経済産業省作成  

（注）地域クレジット・地域オフセット及び第三者検証については、事例として入手できたものをベースとして記載 
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カーボン・オフセットの市場動向 
 京都議定書第一約束期間の目標達成の機運が高まる中、2009年度にかけて、海外産のクレジットを活用し

たBtoC及びBtoBのカーボン・オフセットが数多く企画・販売され、一部では大きな売り上げ増につながる等の
ブームとなった。 

 2010年度以降は、カーボン・オフセットの実施規模が縮小。国内のクレジットを使ったオフセット商品・サービス
を企画することで震災復興や地域の森林保全のキャンペーンとして活用される傾向にある。 

出典：2008-2010年度データは日本政策金融公庫 国際協力銀行 「カーボンオフセットを巡る排出量取引状況」。 
      2011-2014年度データは、カーボン・オフセットフォーラム調べ。いずれも、年度によってアンケート回答企業は異なる。 
      2013年度はデータ不詳。 
         グリーン電力証書：電気事業連合会による2008年度全電源平均CO２排出原単位（0.4㎏-CO2/KWh）換算 

（t-CO2） 
カーボン・オフセットのために購入されたクレジット等 

2008年５月からベイシアで販
売開始したカーボン・オフセット
付き食品は3割売上増になる
等、市場で大ブームとなり、日
経MJ発表「2008年上期ヒット
商品番付」の関脇に。 
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従来のカーボン・オフセット事例の特徴 
 従来（京都議定書第一約束期間の頃）のカーボン・オフセットは、首都圏に本社を置く大手企業が商品・サー

ビスの製造・使用時の排出量を、京都議定書の目標達成に用いることができるCERで埋め合わせをするものが
目立った。カーボン・オフセット付き商品という新たな付加価値により、販売増につながる取組として注目された。 

約2,300t-CO2 
オフセット 

約16,000t-CO2 
オフセット 

約8,000t-CO2 
オフセット 

（出典）カーボン・オフセット推進ネットワークウェブサイト等より 
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カーボン・オフセットの取組件数／オフセットに使用されたクレジット 

（出典）環境省「平成26年度 カーボン・オフセットレポート」 より（平成26年3月） 

• 報道発表の情報をもとにした場
合、カーボン・オフセットの取組件数
は、2007 年12 月からの累積で
約1,327 件（2014 年12 月末
時点)。 
 
 
 
 
 

• 2013年度以前のカーボン・オフセッ
トに使用されたクレジットの割合は
CERが最も多く（56%）、J-
VERが15%、国内クレジットが
8%となっている。 

• 他方、2011年～2013年までの3
年間で見ると、J-VER及び都道府
県J-VERと合わせて8割を占める。 



 地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）では、J-クレジット制度を
2030年度目標達成に向けた施策として位置づけ。 

 あわせて、カーボン・オフセットの推進を「国民運動の展開」として位置づけ。 

地球温暖化対策計画でのＪ－クレジットの記載 

第３章 目標達成のための対策・施策 
 
第２節 地球温暖化対策・施策 
 ２．分野横断的な施策 

(a)Ｊ－クレジット制度の推進 
○Ｊ－クレジット制度の推進 
 国内の多様な主体による省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの活用 
等による排出削減対策及び適切な森林管理による吸収源対策を引き続き積極的に 
推進していくため、低炭素社会実行計画の目標達成やカーボン・オフセット等に活 
用できるクレジットを認証するＪ－クレジット制度を着実に実施していく。 

 
第６節 国民運動の展開（抜粋） 

 Ｊ－クレジット等を活用したカーボン・オフセットの取組を推進するとともに、カーボン・オフ
セットされた製品・サービスの社会への普及を図る。 
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G7伊勢志摩サミットのカーボン・オフセット（経産省、環境省、農水省、外務省が連携して実施） 

 G7の首脳や関係者の会場までの移動及び宿泊、会場運営等に伴うCO2排出量、約2万トンを
法人又は自治体から提供されたクレジットでオフセットする（埋め合わせる）ことを目指す取組。 

 平成28年4月26日から5月27日まで、協力法人・自治体を募集。 

 協力法人・自治体：112者（法人：85者、自治体：27者） 
 提供されたクレジット：合計13,180トン 

※上記に政府のクレジットを加味してサミットのカーボン・オフセットを実現 

 協力法人・自治体は、伊勢志摩サミットのロゴやカーボン・オ
フセット協力の専用ロゴ等の使用も含めカーボン・オフセットに
協力している旨を対外的にPR可能。 

 関係省庁ウェブサイトに、協力法人・自治体の名称を掲
載。 

 国内外で注目度の高いサミットにおいて、我が国の官民が協力して、カーボン・オフセットを実現する
ことで、我が国の気候変動対策への姿勢を国際的に示すとともに、国内の地球温暖化対策に対す
る理解と協力への機運を醸成。 

１．取組概要 

２．狙い 

３．協力法人・自治体へのメリット 

４．取組結果 

オフセット協力のロゴ 19 
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あ行 
株式会社アイザック 
青木環境事業株式会社 
青森県 
芦別市（北海道） 
アズビル株式会社 
アズビル京都株式会社 
アズビル太信株式会社 
アズビルトレーディング株式会社 
石狩市（北海道） 
出雲市（島根県） 
株式会社イトーキ 
磐城造林株式会社 
株式会社ウェイストボックス 
株式会社ウッドプラスチックテクノロジー 
浦河町(北海道） 
NEC 
一般社団法人エネルギーマネジメント
協会 
王子グリーンリソース株式会社 
大分県 
大阪ガス株式会社 
株式会社オオスミ 
株式会社大橋商会 
岡山市（岡山県） 
帯広信用金庫 
オリックス株式会社 
株式会社オルタステクノロジー 
 
か行 
株式会社カーボントレード 
カーボンフリーコンサルティング株式会社 
鹿島建設株式会社 
環境経済株式会社 

環境テクノス株式会社 
喜多方市（福島県） 
キヤノンマーケティングジャパン株式会
社 
近畿日本鉄道株式会社 
倉敷市（岡山県） 
興栄商事株式会社 
高知県 
甲陽興産株式会社 
国分グループ本社株式会社 
 
さ行 
西部ガス株式会社 
SCI-PAINT JAPAN 株式会社 
佐川林業株式会社 
JXエネルギー株式会社 
JFEプラリソース株式会社 
静岡ガス株式会社 
志摩観光ホテル 
一般社団法人循環資源再生利用
ネットワーク 
株式会社スイーピングサービス 
住田町(岩手県） 
住友林業株式会社 
ソニー株式会社 
 
た行 
株式会社ダイス 
株式会社ダイフク 
大丸藤井株式会社 
大和エネルフ株式会社 
学校法人中部大学 
中部電力株式会社 
有限会社土江重機 

津別町（北海道） 
津山市(岡山県） 
鶴雅リゾート株式会社 
低炭素化支援株式会社 
東温市（愛媛県） 
東京ガス株式会社 
東邦ガス株式会社 
十日町市（新潟県） 
徳島県 
徳島合同証券株式会社 
鳥取県 
富山市カーボン・オフセット運営協議会 
株式会社トライ・ウッド 
 
な行 
中江産業株式会社 
長崎県 
公益社団法人 長崎県林業公社 
中西金属工業株式会社 
南海電気鉄道株式会社 
公益社団法人 新潟県農林公社 
ニチハ株式会社 
ニッポン高度紙工業株式会社 
ネクストエナジー・アンド・リソース株式
会社 
 
は行 
パナソニック株式会社 
株式会社ファイブエイトゴルフクラブ 
福岡市（福岡県） 
福島ミドリ安全株式会社 
富士ゼロックス株式会社 
株式会社ブライトイノベーション 
北越紀州製紙株式会社 

北陸テクノ株式会社 
北海道 
公益財団法人北海道環境財団 
 
ま行 
マイクライメイトジャパン株式会社 
マテリアルバンク株式会社 
丸五ゴム工業株式会社 
萬世リサイクルシステムズ株式会社 
三重県 
三重交通グループホールディングス株
式会社 
みずほ情報総研株式会社 
三井物産フォレスト株式会社 
三菱UFJリース株式会社 
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株
式会社 
南魚沼市（新潟県） 
宮崎県 
一般社団法人more trees 
紋別市（北海道） 
 
や行 
ヤシマ工業株式会社 
養父市（兵庫県） 
やまこう建設株式会社 
株式会社ユーズ 
横手市（秋田県） 
横手市森林組合 
 
ら行 
レンゴー株式会社 
株式会社ローソン 

G7伊勢志摩サミットのカーボン・オフセットへの協力法人・自治体一覧 112者（法人：85者、自治体：27者） 
 



21 

カーボン・オフセットの課題 

 製品・サービス・イベントのカーボン・オフセットは、クレジット付オフセットや寄付型オフセットに比べると排出量算定
作業の負担が大きい。 

 

 

 排出量の算定等の事前準備が煩雑であったり、クレジット調達費用を含めた高コストな企画は敬遠される傾向。 

 国や自治体等の支援制度（アドバイス・代行・費用補助）の活用を前提とする取組が多い。 

 

 

 カーボン・オフセットや環境配慮を前面に押し出す場合、販売促進効果、購入者等への訴求効果は、購入者の
「カーボン・オフセット」に対する認識、カーボン・オフセット製品を購入する動機に左右される。 

２．費用 

１．算定作業 

３．販売促進効果、購入者等への訴求効果 
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