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1． 業務の目的

2013 年度に環境省・経済産業省・農林水産省の 3 省合同で創設されたＪ－クレジット制度は、

2019 年度に 7年目を迎えた。この間、プロジェクト登録件数、クレジット認証量ともに順調な伸

びを示している。 

Ｊ－クレジット制度はクレジットの売却益収入により、中小企業・自治体における省エネルギ

ー技術・再生可能エネルギーの導入や、森林の適切な管理を後押しすることを主たる目的として

開始された施策である。このため、今後も制度が発展するためにはクレジット需要量の増大及び

持続的な活用が不可欠な要素である。また本制度は 2030 年度まで継続されるものであり、クレジ

ット地産地消の拡大による地域経済の活性化など、他分野にも貢献しながら発展することが望ま

れる。 

本業務では、制度設計の影響を受けにくい、活用事業者が能動的に取り組むカーボン・オフセ

ットによるクレジットの需要を喚起し、地球温暖化対策への国民の理解と協力への機運の醸成等

を通じ、持続可能なスキームを提案、実現しＪ－クレジット制度を促進することを目的とする。 
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2． Ｊ－クレジット等のクレジット活用モデル構築と効果検証の実施 

2.1 Ｊ－クレジット活用状況 

Ｊ－クレジットの活用は、図 2-11のとおり 2016 年度に温対法の調整後排出係数の調整目的での

活用が急増し、活用量全体で前年度比４倍の約 87 万トンまで増加した。続いて 2017 年度も同様

の傾向で約 100 万トンの活用量となり順調な伸びをみせた。しかし、2018 年度は小売電気事業者

のメニュー別係数設計によると推察される理由から温対法の調整後排出係数のための活用は前年

度の半分に落ち込み、全体でも活用量は約 67 万トンとなった。活用量が堅調に増大するためには、

制度設計に左右されない継続的な活用スキームが重要であると考えられる。 

 

図 2-1 クレジット種別・目的別 無効化・償却量の推移 

 

さらに、クレジットの無効化・償却量が急増した 2016 年度の前年度から、四半期毎の推移をみ

ると、毎年度 4～6 月に無効化量が も多く、次いで 1～3 月も多い傾向にあることが分かる。無

効化の目的別でみると、2016 年度以降は「温対法（係数）」が 多だが、2018 年度以降は「オフ

セット等」も増加傾向にある。 

 

図 2-2 無効化・償却量のクレジット種別年度推移（トン数） 

                                                        
1 Ｊ－クレジットに関するデータはＪ－クレジット制度事務局により作成。以下同様。 
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図 2-3 無効化・償却量の目的別年度推移（トン数） 

 

2018 年度にカーボン・オフセットのために無効化された約 17 万トンに着目すると、中でも再

生可能エネルギー発電由来のクレジット（以下「再エネクレジット」という。）の無効化量が約

12 万トンといずれも制度開始以来過去 高を記録し、同様に 2019 年度も増加している（図 2-

4）。クレジットの活用目的と照らし合わせると、再エネクレジットのカーボン・オフセットが増

加しており、無効化目的を分析すると、電力使用分を再エネクレジットでオフセットするものが

大半を占めていることが分かった。昨今の RE100 加盟や CDP 回答企業数の増加の状況からも、今

後も引き続き再エネクレジットの需要が増大すると考えられる。 

  

図 2-4 目的別無効化量のうち「カーボン・オフセット」を抜粋したグラフ 

 

2.2 活用モデルの構築と効果検証 

Ｊ－クレジットを活用したカーボン・オフセットの活用モデル構築にあたり、事業者等が自社

の CO2 排出量削減のためだけを目的に行うものは本事業で構築するモデルの対象外とし、カーボ

ン・オフセットをきっかけに一般消費者や他事業者をカーボン・オフセットの主体として巻き込

2020 年 3 ⽉ 2 ⽇時点 

2020 年 3 ⽉ 2 ⽇時点 

t-CO2 
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むことができ、加えて活用範囲や周知の拡大を図れるものを主軸にモデルの検討を行った。モデ

ルは、継続的に実施できる普遍的なスキームを目指し、新規にモデルの検討と実現への提案を行

うものと、既に継続的に取り組まれている活用事例を参考に構築するものの２つのアプローチか

ら検討を進めた。 

新規スキームの検討にあたっては、クレジット種別と、カーボン・オフセットのスキームを仕

掛けて取り組む主体が訴求したいターゲットの属性の２項目の特性を主軸に活用モデルを検討し

た。省エネルギー由来クレジット（以下「省エネクレジット」という。）、再エネクレジット、森林

由来クレジット（以下「森林クレジット」という。）のクレジット種別、ターゲット属性の特性を

次表のとおり整理した。 

表 2-1 クレジット種別の特性 

クレジット種別 特性 

省エネクレジット ・他のクレジットと比較して安価に入手が可能。 

・温対法での排出量調整、調整後排出係数の調整など大規模な

活用の際はコスト面で有利。 

・Ｊ－クレジット創出者の省エネ設備導入の加速。 

再エネクレジット ・再エネ調達量（MWh）に換算できる 

・RE100、CDP、SBT の報告に活用可能。 

森林クレジット ・他のクレジットと比較して単価が高い傾向にある。 

・創出源の森林を保全するというストーリーを付加することが

できる。 

・地産地消の取組と親和性が高い。 

 

表 2-2 ターゲット属性の特性 

ターゲット属性 カーボン・オフセット訴求対象としての特性 

公共交通機関利用者 移動にあたり比較的 CO2 排出量の少ない「公共交通機関」を利

用する点において、「どうしても排出してしまう分をカーボン・

オフセット」する考え方と親和性が高いと推察。 

Ｊ－クレジット創出者 Ｊ－クレジットの継続的な活用が、Ｊ－クレジットの継続的な

創出につながり、資金循環を活性化させることが可能。 

一般消費者 消費という継続する行為に付随してCO2排出削減に寄与するこ

とができれば、必然的に CO2 排出削減も継続されると推察。 

 

既存の活用事例として、一般消費者もカーボン・オフセットに参加でき、継続的に取り組まれ

ているものの中から以下４つの事例を構築するスキームのモデルとした。 

・スポーツ観戦をきっかけとして開催地域で創出された森林クレジットでカーボン・オフセッ

トする事例のスキーム化。 

・道の駅「にちなん日野川の郷」での買い物１品につき１円が森林クレジットのカーボン・オ

フセットに利用される事例のスキーム化。 
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・国立公園内にあるビジターセンター等で使用されるエネルギーを国立公園周辺で創出された

Ｊ－クレジットでカーボン・オフセットする事例に、特定の国立公園において RE100 達成に

協力する要素を付加して、現スキームのブラッシュアップ。 

・会議のカーボン・オフセットのスキーム化。 

既存モデルのスキーム化にあたっては、効果の検証に重点をおき、効果がみられる要素を抽出

し普遍的なスキームへ反映することとした。 

 

前述のクレジット種別とターゲット属性の特性から新規スキームとして３件、既存事例からの

スキーム化を４件提案した。活用モデルを主体的に取り組む、または展開する者を仕掛人と位置

づけ、各モデルを以下の表にまとめた。 

表 2-3 新規４件の活用モデル概要 

クレジット種別 活用モデルの仕掛人 ターゲット属性 構築モデル 

省エネクレジット 
新 鉄道会社 公共交通機関利用者 ⇒モデル（１） 

新 金融機関 + Ｊ－クレジット創出者 ⇒モデル（２） 

再エネクレジット 

新 再エネ需要家 一般消費者 ⇒モデル（３） 

既 
国立公園カーボン・

オフセットキャンペ

ーン実行委員会 

不特定多数（一般消費

者、事業者、地方公共団

体、Ｊ－クレジット創出

者、その他任意団体等） 

⇒モデル（４） 

森林クレジット 

既 会議開催者 （自己取組の PR） ⇒モデル（５） 

既 企業 スポーツ観戦者 ⇒モデル（６） 

既 「道の駅」管理者 来店者（一般消費者） ⇒モデル（７） 

 

活用モデルが実現したものについてはその効果の検証を行い、実現しなかったモデルは今後の

実現に向けた課題をまとめた。なお、モデルについては後述のヒアリング調査と並行して実施し、

Ｊ－クレジット創出者、活用事業者等からの意見を参考により実情に沿った内容とすることに留

意した。 

スキームの表現にあたっては、図 2-5 のように「カーボン・オフセット」の仕組みを基準とし、

カーボン・オフセットで相殺する排出源を左側に、相殺するクレジットを右側に置いた図を使用

し、スキームの特徴を表すこととした。 
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図 2-5 スキームの基準 

 

 

図 2-5 のスキーム図を元に、各構築モデルで着目した事項を表したものが図 2-6 であり、スキ

ームの詳細について次に示す。 

 

 

図 2-6 スキームのうちモデル構築で着目した事項 
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(1) 電車の利用者参加型モデル 

■モデルのねらい 

公共交通機関の利用者をターゲットに、中でも多くの一般消費者が利用する鉄道に焦点を絞り、

カーボン・オフセットモデルを大規模に実施することを目的とする。 

移動時に自動車やタクシーを利用するより公共交通機関を選択することが CO2 削減につながる

ため、必ずしも森林クレジットの特性である森林保全活動を応援するメッセージは付加せずとも

一般消費者に対する分かりやすいメッセージになっていると考えられる。また、鉄道会社へ新規

に提案する案件となることから、比較的低コストな特性のクレジットを選択し、省エネクレジッ

トでのカーボン・オフセットモデルとする。低予算でも取り組めることと、一般消費者が利用し

やすい電車という公共交通機関をきっかけに容易事例の実現ができることをねらいとした。 

■方法 

具体的には、鉄道の乗客の利用に応じて例えば 10,000 人の利用毎に 1トンのクレジットを鉄道

会社がオフセットする方法（図 2-7）、または乗車状況に応じて鉄道会社が乗客にポイントを付与

し利用者が使用用途を選択でき、選択肢の１つにカーボン・オフセットを設定する方法（図 2-8）

等、スキームの規模、事業者の負担度合いにより段階的に提案を行った。 

 

 

図 2-7 乗客の利用に応じてオフセットするスキーム 
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図 2-8 乗車状況に応じたポイントをオフセットに使用するスキーム 

 

■効果検証 

本スキームの提案先の鉄道会社に、本スキームの実現可能性と課題をヒアリングし検証を行っ

た。ヒアリングで得られた事項は以下のとおり。 

【実現可能性】 

・乗客の利用者数に応じて鉄道会社がカーボン・オフセットするスキーム（図 2-7）は、乗客が

環境貢献を意識してアクションするステップがないため乗客とのコミュニケーションが取り

にくくＰＲ性に欠ける。一方、乗車状況に応じたポイントの使い道にオフセットを選択でき

るスキーム（図 2-8）は、乗客が能動的にカーボン・オフセットに参加することができ、かつ

実現できれば鉄道会社の PR にもなる。しかし、そのためのポイントシステムを構築すること

は難しい。 

・カーボン・オフセットのクレジット購入費用を全額鉄道会社が負担することは、通勤ラッシ

ュ時の混雑回避等他に優先して解決すべき事項がある状況では難しい。 

・インパクトが小さいのであれば、わざわざ取り組む必要性を感じないが、1日に数万人以上が

利用する鉄道で複数日にわたって実施することができればインパクトも期待できる。 

・企画乗車券にカーボン・オフセット費用を上乗せし、鉄道利用者のうち希望者がカーボン・

オフセット費用も負担し環境貢献の取組に参加することを選択できるスキームであれば実現

の可能性が高い。 

【課題】 

・企業においては、既に額が確定された年度予算範囲内で検討を行う場合は、カーボン・オフ

セットのためのクレジット調達の予算確保が難しいケースがある点が課題である。 

⇒その場合は、実施に向けて次年度予算で対応いただけるよう提案する必要がある。 
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⇒何をカーボン・オフセットするかにより予算感が異なるため、予算の範囲内で実現可能な

スキームを検討するか、カーボン・オフセットを行う目的を決めてスキームを計画し予算を

調達するか、優先事項や期待する効果を決定した上でカーボン・オフセットに取り組むこと

が必要と考える。 

・乗車ポイント付与とカーボン・オフセットの取組を結びつけたスキーム（図 2-8）の場合は、

年度当初に乗車ポイント付与分も予算として確保しておくことが必要であり、また相応のシ

ステムを準備しなければならないことが課題である。例えば 1日に 10 万人が利用する鉄道で

実現を図る場合、１日１ポイントを利用者に１か月間付与するならば、単純計算で 300 万円

が必要となる。カーボン・オフセットの期間を３か月にすると、300 万円×３か月＝900 万円

の予算確保が必要となり、予め用意しておかなければ実現が難しい費用感と言える。 

⇒すでに乗車ポイント付与システムを導入している鉄道会社に向けた提案であれば、乗車ポ

イントを使う選択肢を増やすという観点での検討になるため、予算確保、資金調達と比較し

てハードルが下がると推察される。 

・カーボン・オフセットの実現にあたり、例えば CSR を担当する部署が事業検討から実施まで

を進める場合、広報や会計部署等との調整が必要なケースが多く見受けられる。担当部署単

体で実現ができず、全社的な調整が必要になることが課題である。

・企画乗車券を用いたスキーム（図 2-9）は、需要が読み切れないため実現に至らない可能性も

あるが、モデルケースとして成立する余地がある。

図 2-9 企画乗車券にオフセット代金を上乗せし乗客がオフセットに参加するスキーム 

以上から、企画乗車券をきっかけとして乗客もカーボン・オフセット代金を拠出し参加できる

スキームが実現の可能性が高いと考えられる。このスキームを電車事業者が仕掛けることで、一

般消費者への訴求につながり、鉄道会社の好感度向上にもつながるものと考えられる。 

また、仕掛人となる鉄道会社について、今回のモデル構築では 1 日に数万人以上が利用する規

模を想定していたが、運航路線を１本に絞って取組を検討したり、1日の利用者数が数千人規模の

鉄道会社に提案したりと、規模を縮小すればより実現可能性が高くなると考えられる。 

電車利用時のポイント付与システム等に関連して鉄道会社が予算確保するにあたっては、社内

で稟議を通すに十分足りうる目的となるよう利用者のインパクトを増大させることも必要である。

他の懸案事項と比較しても「カーボン・オフセットに取り組もう」という経営判断を得るために
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は、カスタマーが「ピーク時の混雑解消」などの重要課題と同様に「カーボン・オフセット」の効

果を期待することが重要である。そのためにはＪ－クレジット制度事務局が「カーボン・オフセ

ット」の取組効果をさらに普及させることと、カーボン・オフセットに取り組む活用事業者にお

いてもインターネット等のオープンソース上でカーボン・オフセットについての情報交換が活発

に行われることが求められる。 
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(2) 金融機関と連携した追加性実現モデル 

■モデルのねらい 

 今まで省エネクレジットの活用で多くみられた温対法における排出係数の調整やカーボン・オ

フセット等は、現在徐々に縮小傾向にある。その要因の一つとして例えば「再エネ価値」を謳う

ことのできる再エネクレジットや、「森林保全」を謳うことのできる森林クレジット等と比して価

格メリット以外の価値が、比較すると少ないことが考えられる。一方で、今後の温室効果ガス排

出量の削減に向け、更なる省エネ性能を持つ設備更新は重要な取組と考えられることから、その

取組に対する価値づけを何らかの形で「見える化」することで、省エネクレジットの評価向上を

狙うものである。 

■方法 

Ｊ－クレジット制度では、プロジェクト登録要件の一つとして「追加性を有すること」として

おり、投資回収年数が 3 年以上であることを要求している。近年では LED 電球の更新のように比

較的安価な設備も普及し始めているが、ボイラーや空調設備などの大型設備では、設備費用や工

事費用等の初期費用が高額であり、中小企業等がその費用を自社のみで賄うことが困難な場合も

想定される。その際、金融機関等による融資を受け設備導入がなされることも考えられるが、一

般的な与信判断では、事業収益増加等による資金返済能力に着目され、クレジット創出、売却に

よる資金化等の考慮は含まれないものと推察される。 

一方で、仮に金融機関の与信判断等においてクレジット創出が考慮された場合、そこで創出さ

れたクレジットの「追加性」の価値は、図 2-10 のとおり事業者と金融機関の両者で達成したもの

である。本モデルの構築検討では、上述した「追加性」の実現を新たな価値とすることが可能か

否か整理する。 

 

 
図 2-10 金融機関と連携した追加性実現モデルのイメージ 

 

■効果検証 

複数の金融機関に対し、本モデルの実現可能性について意見を聴取したところ、現状の与信判

断基準にＪ－クレジット創出を考慮することは難しいことが確認された。主な課題としては、一
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般的な設備投資にかかる貸付額に比して、そこから得られるクレジット収益が少ないため与信判

断の材料になりにくいことや、仮にクレジット単価の上昇等による収益増加が認められる場合も、

相場が変動するリスクや、在庫化のリスクが拭えない（固定価格で確実に売却できる保証がない）

こと、またクレジットの売買に伴うネットワーク形成を契機とするビジネス拡大の可能性がＪ－

クレジットを創出するだけでは不透明であることが挙げられた。

他方、私募債での実現可能性に言及があったため、銀行保証付き SDGs 私募債のような形態でＪ

－クレジットの創出を評価できる余地は残されている。（図 2-11） 

図 2-11 Ｊ－クレジット創出と SDGs 私募債等の連携スキーム 

私募債とは、例えば「廃校を木工教室にリノベーションする費用を、環境や森林教育という観

点から一般に訴求し資金調達する」ような自由な取組ができるため、Ｊ－クレジットと親和させ

ることも可能であると思慮する。 

海外では世界銀行グループの IFC(International Finance Corporation)が発行する債券（森林

債）のリターンとして投資家にクレジット移転を実施し、またオフテイカーとしてプライベート

セクター2が参画する事例（図 2-12）も確認できた3。日本においても海外事例を参考にしつつ金

融機関・証券会社等が連携することで追加性モデルの実現に近づくと推察する。

2 紹介事例では BHP Billiton が挙げられており、同社プレスリリースにおいても US$12million 分のクレジット

購入を実施することを発表している。

https://www.bhp.com/media-and-insights/news-releases/2016/10/bhp-billiton-and-ifc-collaborate-on-new-forests-bond/ 
3

https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/CF18%205a.%20IFC%20FCPF%20MFB%20Program%20
06132018%20FINAL%20v.2.pdf 
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図 2-12 IFC が実施する森林債スキーム 

 

また、設備投資貸付における与信判断ではなく、いわゆる ESG 投資などの個別の融資案件とし

て構築する可能性は残っていると考えられる。 
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(3) 再エネ創出から活用までワンパッケージモデル 

■モデルのねらい 

 再エネクレジットの活用として、温対法における排出係数の調整や RE100、CDP、SBT への再エ

ネ調達量の報告等は、無効化量（図 2-13 上）、無効化申請件数（図 2-13 下）ともに拡大傾向にあ

る。ただし、活用に向けた調達方法に目を向けると、クレジット需要家が相対取引や入札販売等

で取得したクレジットを用いる場合が多いと推測され、継続的なクレジット活用に結びつかない

可能性もある。そこで、クレジット創出から活用までの一連の流れを構築するモデルを検討する

ことで、大規模かつ継続的なクレジット活用に結びつけることをねらいとする。 

 

 

 
図 2-13 再エネ価値を目的とした無効化申請の推移 

 

 

■方法 

 本モデルの検討にあたって、クレジット創出者と活用者が同一事業者の場合（図 2-14）と、別々

の事業者の場合（図 2-15）が想定されるが、まずは実現可能性の観点から後者の場合について検

討を行った。 

 

《
無
効
化
量
》 

《
申
請
件
数
》 
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図 2-14 再エネクレジット創出者が自ら活用するスキーム 

 

 
図 2-15 他者が創出した再エネクレジットを継続的に調達し活用するスキーム 

 

クレジット創出者と活用者が別々の事業者の場合、両者の関係性に注目する必要があり、特に

環境価値の二重主張に注意する必要がある。クレジット創出者がクレジット販売を行った際、環

境価値（ここでは再エネ調達量）も合わせて失うこととなるため、大企業等がクレジット創出者

となる可能性は低い。そこで、想定されるクレジット創出者は家庭等の小規模削減活動を取りま

とめるプログラム型プロジェクトの運営・管理者や地方自治体等が挙げられる。ここでは、再エ

ネ設備の導入を検討している地方自治体を対象に創出した再エネクレジットを所定の需要家が買

い上げ活用する、パッケージングモデルの構築を検討した。 

 
 

■効果検証 

本モデルについて、前項で記したスキームの実現可能性と課題を自治体にヒアリングし検証を

行った。ヒアリングで得られた事項は以下のとおり。 
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【実現可能性】 

地方では再エネ設備が導入可能な土地もあり、またエネルギーマネジメント戦略として電力の

地産地消も考慮した場合、再エネ設備からの電力自家消費は重要である。そのため、クレジット

創出ポテンシャルは高いが、設備導入を行うための経済的な障壁が高い。一方で、都市部では温

室効果ガス排出削減に向けた追加的な設備導入について、土地的な制約があることからクレジッ

ト需要は高く、経済的な制約は地方と比較して少ないと考えられる。この両者がマッチングする

ことで、大規模かつ継続的なクレジット活用が生まれる可能性がある。 

今回のヒアリングで紹介された事例ではないが、例えば東京都の足立区は区内に森林がないも

のの、姉妹都市である新潟県魚沼市等で創出された森林クレジットをイベントへのオフセットに

活用することで、森林施業を応援している。このように「姉妹都市」など、都市部と地方をつな

ぐ縁、つまり本社が都心にあり工場が地方にある場合や、創業者の出身地が地方である場合など

の、クレジットの継続的な購入につながる関係性を見える化することで、今後の展開の可能性が

あるものと考えられる。 

 

【課題】 

創出者が考える適切なクレジット価格と、購入者（活用者）が考える適切なクレジット価格に

乖離があることが、ヒアリングで明らかになっている。また、継続的にクレジット購入を検討し

てくれる大口需要家の所在が不透明であることから、事業開始が停滞していることが課題である

と考えられる。 
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(4) 国立公園のビジターセンター等を RE100 化モデル 

■モデルのねらい 

本モデルは既存モデルに一要素を加えブラッシュアップするスキームである。 

加える一要素は、「RE100」である。「カーボン・オフセット」の認知度が低いためにオフセット

をしても環境に貢献している活動であることを一般消費者に認識してもらえないという、主に

BtoC 企業における課題を解決することをねらいとする。 

既存モデルは、広く事業者の参加が可能なスキームから 2017 年度に取組を開始した「国立公

園・世界自然遺産カーボン・オフセットキャンペーン」とした。国立公園の豊かな自然にふれあ

いながら、環境に負荷をかけないよう、また自然と共生する社会の実現に向けた行動を喚起する

ためのキャンペーンである。課題解決の一手として、「カーボン・オフセット」と比較して認知度

が高いと考えられる「RE100」をテーマに盛り込むことで「RE100」に魅力を感じている層（カー

ボン・オフセットにも同じように感度が高いことが期待される層）への周知拡大を図る。（図 2-

16） 

 
図 2-16 国立公園内の排出分を同一地域産の再エネクレジットでオフセットするスキーム 

 
 

■方法 

「国立公園・世界自然遺産カーボン・オフセットキャンペーン」は、2017 年度の本業務から始

動したもので、2017 年度に北海道と沖縄、中部地域の国立公園で、当該国立公園内のビジターセ

ンター等の施設で使用したエネルギーや国立公園内の観光船、マイカー規制期間中の通行車両等

から排出される CO2 を、国立公園周辺等での省エネ・再エネ設備導入による削減プロジェクトや

森林管理プロジェクトから創出されたＪ－クレジットでカーボン・オフセットする取組である。 

2018 年度はカーボン・オフセットの対象国立公園を、北海道、東北地域、関東地域、中部地域、

近畿地域、中国地域、四国地域、九州地域と全国の地域に拡大して実施した。 

2019 年度も引き続き全国の国立公園を対象に本キャンペーンを展開しており、152 施設に及ぶ

日本全国のビジターセンター等に掲示するポスターの周知効果は、国立公園に足を運び、かつビ

ジターセンターなどで公園内の情報を確認する層（環境への意識の高い層）へ向けて効果的に訴

求することができるため、ポスターを一般的な施設の数か所に掲示することと比較すると有効で

あると推察できる。全国展開の基盤が確立されている本事例に、さらに周知効果を図るための要

素を盛り込むことでカーボン・オフセットの普及拡大をめざす。 

全国のビジターセンター、環境省地方環境事務所、環境省自然保護官事務所の合計 152 施設及
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び特別協賛事業者、特別協力事業者、協賛・協力事業者計 26 者に掲示するポスターに「RE100」

を盛り込み情報発信、取組の周知拡大を図る。 

また、国立公園・世界自然遺産カーボン・オフセットキャンペーン実行委員会が管理するTwitter

で本モデルの取組を発信し、フォロー数などの反響を測定する。 

■効果検証 

3 月 11 日に投稿した上記 Twitter について、投稿から 48 時間経過した時点の反響を確認する

とリツイートが 2 件、いいねが 6 件であった。これは、同アカウントが 3 月 2 日に発信した「ボ

ーイスカウトが小泉環境大臣を表敬訪問」という話題性の大きい投稿（3月 13 日時点でリツイー

ト 2件、いいね 8件）と比較しても、同程度の反応があったということができる。 

さらに、「国立公園」を含むツイートは 2020 年 2 月 14 日から同年 3 月 13 日までの 30 日間で

8,479 件であり（Yahoo!JAPAN 提供のリアルタイム検索による数値、以下同様。）、カーボン・オフ

セットの取組を、国立公園をハッシュタグに設定した上で発信することは、長期的に見て有効で

あると推察できる。 

また、RE100 については、「RE100」というキーワードで複数の異なる話題が検索されるため正確

な測定が難しいものの、「RE100 環境」と、キーワード追加により絞り込むことで、不要な情報

を除外した検索を行った。結果としては、同期間で 49 件のツイート数であり、「SDGs」の 20,911

件と比較すると非常に母数の少ないことが分かった。一方で、「感情の推移」（キーワードが、ポ

ジティブな言葉、ネガティブな言葉のどちらとともにツイートされているのかを機械的に分析し、

その割合をグラフ化したもの）を分析すると、「RE100 環境」はポジティブ・ネガティブともに

0%であるのに対し、「SDGs」はネガティブ 13%、ポジティブ 10%と、ネガティブな要素とともにツ

イートされることが多いことも分かった。 

上記の２点より、一般への広報を効果的に行う際に「国立公園」での取り組みを行うことは認

知度の観点から有効であり、かつ SNS 特有のリスクである誤解や炎上を招かないよう「RE100」と

いう視点を選択して加味することで、冷静なビジネスパーソンや環境への高い意識を保有する層

に対し、効果的に訴求することができると推察される。 

 

図 2-17 国立公園・世界自然遺産カーボン・オフセットキャンペーン実行委員会の Twitter 発信 
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(5) CO2 実質ゼロ会議モデル 

■モデルのねらい 

会議やイベント開催に伴い排出される CO2 をカーボン・オフセットする事例は多数ある。中で

も会議のカーボン・オフセットは、開催期間の設定が容易であり、開催に係る使用エネルギーや

参加者の移動により発生する CO2 を算定するためのデータも把握しやすい事例だと考えられる。

他方、収集したデータに乗じる電力の排出係数や、参加者の移動別の排出原単位を設定して CO2

排出量を算定することは煩雑な作業であると推察される。 

そこで、会議のカーボン・オフセットを行う場合でも簡易に CO2 排出量の算定ができる「CO2 排

出量算定ツール」4を開発し、取り組みやすいスキーム（図 2-18）を構築、普及することをねらい

とした。 

 
図 2-18 算定ツールで取り組みやすいスキーム 

 

■方法 

算定ツールを開発し、算定ツールで CO2 排出量を算出した会議を実際にカーボン・オフセット

し、事例をＪ－クレジット制度ホームページに掲載し、本モデルの周知を図る。 

算定ツールの開発においては、環境省作成の「会議・イベントにおけるカーボン・オフセット

の取組のための手引き（Ver.1.0）」5を参考にした。算定対象は、同手引きに「算定対象範囲に含

むべき事項」として挙げられている「会議・イベント運営者の移動に伴うエネルギー使用」と「開

催会場の会議・イベントにおける電力使用」を設定した。具体的には、以下のデータを入力する

だけで CO2 排出量の算定が可能なエクセルファイルを作成した。 

・会議参加者の会場までの移動手段（電車、バス等）、移動距離（km）、人数（人） 

・会議の会場の面積（m2） 

・会議開催時間（h） 

 

算定した排出量をカーボン・オフセットすることで、「実質 CO2 を排出しない会議」を行うこと

を謳うことが可能である。さらに、カーボン・オフセットの際に森林クレジットを使用すること

                                                        
4 Ｊ－クレジット制度ホームページ「CO2 ゼロ会議スキーム」（https://japancredit.go.jp/case/scheme/01/） 
5 「会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組のための手引き（Ver.1.0）」（環境省、平成 23 年 4

月。http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset/tebiki.pdf） 



 

20 

で、「森林保全活動の応援」についても訴求することができる。 

 

 
図 2-19 会議のカーボン・オフセット用 CO2 排出量算定ツール ver.1.0（イメージ） 

 

本モデルのカーボン・オフセットを行うことで見込まれる以下のメリットについてもＪ－クレ

ジット制度ホームページに掲載し、取組の促進を図った。 

＜カーボン・オフセットに取り組むことで見込める効果＞ 

・カーボン・オフセット実施者が、自社の CSR の取組の PR としても利用可能。 

・カーボン・オフセット実施者の温対法報告時に排出削減量として算定可能。 

 
 
 

■効果検証 

算定ツールを掲載したＪ－クレジット制度ホームページ内の「CO2 実質ゼロ会議」ページへのア

クセス件数で効果の検証を行った。 

当該ページへのアクセス件数は、公開日の 2019 年 12 月 5 日から 2020 年 2 月 21 日までに延べ

225 件であった。 

また、算定ツールを公開している「スキームページ」のトップは同期間中に 565 件のアクセス

を獲得しており、これはＪ－クレジット制度ホームページの代表的な広報ページである「イベン

ト掲示板」トップページの同期間のアクセス数（745 件）と比較しても遜色ない閲覧数である。 

 

当該期間内でCO2実質ゼロ会議ページに もアクセスが集中したのは2020年 1月 29日の 25件

であり、同日は「ENEX2020」でのブース展示期間１日目であったことから、展示パネルによる訴

求が効果的であることが分かる。 

また、ページ公開後、Ｊ－クレジット制度ホームページのトップに CO2 実質ゼロ会議ページへ

のリンクを掲載した 2020 年 1 月 28 日のアクセス数も 18 件と集中していることから、トップペー

ジからの誘導も有効であることが分かる。 
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展示会での広報活動終了後から現時点までの平均アクセス数も 4.5 件/日と安定しているため、

当該ページ及びツールは広く定着してきていると考えられる。 

 

今後も引き続き、初めてカーボン・オフセットに取り組む場合でも容易に実施できる本スキー

ムの普及広報を行い、本スキームをきっかけに活用事業者の拡大及び取組事例の増加を期待する。 
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(6) 地産地消・消費者（スポーツ観戦者）参加型の地元貢献オフセットモデル＜その１＞ 

■モデルのねらい 

スポーツのカーボン・オフセットはこれまでも多くの事例が存在するが、毎年継続して取り組

んでいる事例は多くはない。背景として、一試合の開催に係る CO2 排出量のカーボン・オフセッ

トは、主催者やスポーツ団体のスポンサーが行う CSR の取組として単発に実施されていることが

考えられる。 

単発の取組で終わらない、継続したモデルの構築のため、主催者やスポンサーの CSR としての

取組に閉じないスキームとすることが重要であると考える。そこで、主催者やスポンサーだけで

はなくスポーツ観戦者もカーボン・オフセットに参加する（図 2-20）ことで、モデルを継続的な

取組とすることを本モデルのねらいとする。 

 

 
図 2-20 スポーツの地産地消オフセットスキーム 

■方法 

スポーツ観戦者が試合のカーボン・オフセットを好意的に評価することは、主催者やスポンサ

ーが継続して取り組む動機になると考えられる。評価の前にまずはスポーツ観戦者にカーボン・

オフセットの周知を図ることが必要である。観戦試合のカーボン・オフセットに観戦者が自ら参

加するよう促すには、環境貢献をダイレクトに訴求する方法と、カーボン・オフセットの資金提

供者へインセンティブを与える方法が考えられる。環境貢献をダイレクトに訴求する内容の例と

しては、試合会場と同じ地域で創出された森林クレジットをカーボン・オフセットに使用するこ

とで、「クレジットの地産地消」と「森林保全活動の応援」を同時に訴えることなどが挙げられる。

カーボン・オフセットの資金提供者へインセンティブを与える方法としては、観戦チケットとは

別にオフセット付きチケットを販売し、購入者に何らかの特典を与える方法が考えられる。今回

のモデルでは、オフセット付きチケット（＝グリーンチケット）に、抽選で「スタジアムツアー」、

「選手との記念写真撮影」、「ボールボーイ」などの特別な体験が当たるというインセンティブを

付与し、参加者拡大を図った。 

楽天モバイル株式会社と協力し、東北楽天イーグルスのホームゲーム「楽天エナジーナイター」

の試合のうち、使用電力及び観客の移動に伴い排出される CO2 の全量をカーボン・オフセットす

る。このオフセットの原資の一部は、グリーンチケット販売代金であるため、スキームとしては

観客が楽天モバイル株式会社とともにオフセットを行う「消費者参加型」の取組であると言える。 
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また、購入するクレジットを東北産の森林クレジットに限定したため、消費者参加型に加えて、

「クレジットの地産地消」、「森林保全活動の応援」と「被災地支援」など複数の訴求可能な側面

があり、地元のスポーツチームのホームゲーム観戦という地域密着型のイベントと親和性の高い

スキームとなっている。 

なお、グリーンチケット購入のインセンティブについては、球団（楽天イーグルス）が保有し

ているブランドの魅力を活用した「体験」に設定することで、消費者への訴求性が高く、かつ費

用を抑えることができるように工夫されている。 

取組の広報に当たっては、球団ホームページでの情報発信のほか、試合開催前日に、環境省 COOL 

CHOICE Twitter からも本取組を発信し、周知を図った。 

さらに、当日は球場の入り口付近にインセンティブの引換を行うブースを出展し、カーボン・

オフセット及び COOL CHOICE についてのパネル展示や説明を行った。また、試合前のチアリーデ

ィングやマスコットキャラクターのパフォーマンスの合間に、球場のメインスクリーンで COOL 

CHOICE 動画（30 秒）を放映し、グリーンチケットを購入していない観客に対してもカーボン・オ

フセットの取組について周知を図った。 

 
図 2-21 環境省 COOL CHOICE Twitter での投稿 

 

 
図 2-22 試合当日の球場スクリーンでの広報 
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■効果検証 

環境省 COOL CHOICE Twitter から投稿した後、18 名が「いいね」を押下したことが確認できた。

これは、リンクを踏むなど半受動的に行う「HP アクセス」などと比べて能動的なアクションであ

り、かつフォロワーのタイムラインへの影響等の波及効果も大きいことから、「アクセス数 18 件」

とはインパクトが異なる。また、Ｊ－クレジット制度と連携し、Ｊ－クレジット制度 HP の「イベ

ント掲示板」において当取組のページを開設してそのアクセス推移を検証したところ、公開後 10

日間の当該ページ流入元トップは COOL CHOICE Twitter であり、取組直後の広報ツールとして、

Twitter に一定以上の普及広報効果があったことが認められた。これは球団公式 HP からの流入よ

りも件数が多く、またハッシュタグに球団名を指定していることから、単純に環境意識の高い閲

覧者（COOL CHOICE Twitter のフォロワー）の流入だけではなく、球団ファンの流入もあることが

想定される。今後同様の取組においても、Twitter の積極的な活用が望まれる。 

Instagram、Facebook 等、他の SNS ツールについては、現時点では Twitter と比較すると国内利

用者数が少ない。また Instagram は写真や映像媒体の発信に主軸を置いており、Facebook はライ

フスタイルをはじめとする長文のテキスト発信に主軸を置いていることから、双方とも Twitter

に比べ短文で情報を発信することには不向きである。このことから、すでに大規模な訴求力を有

するユーザー（インフルエンサー）の継続的な協力が得られない状況では、効果的な広報活動に

つながりにくいものと考えられる。 

Instagram については、近年 Twitter に迫る勢いで利用者数が増加しているものの、国内にお

いてはその利用方法の約 7 割が「stories」（24 時間で投稿が削除される機能）への投稿であり、

さらに検索ワードの複数指定ができないことなどから、今後も Twitter 投稿より強い広報効果を

期待することは難しい。 

他方、今後インフルエンサーの協力を得られる場合や、Instagram の利用者層と合致する F1 層
6への訴求を目的とする場合は、Twitter 以外の SNS ツール利用を複合的に検討する余地はあるも

のと思慮する。 

 

また、効果検証の資料とするため、試合当日にグリーンチケット購入者全員が引換可能なイン

センティブ（間伐材を利用したうちわ）の引換希望者を対象に、球場入口のブースにてアンケー

ト調査を行った。 

＜調査概要＞ 

・調査対象者：グリーンチケット購入者のうちインセンティブの引換希望者 

・調査日時：2019 年 8 月 31 日（土）16：30～19：00、晴れ 

・回答数：67 組 

調査内容と結果は以下のとおり。 

 

アンケート調査の結果、「グリーンチケット購入の動機（MA）」との質問には、「特典が魅力」（40

組）の回答が 49%と も多く、次いで「環境にやさしい取組に興味があった」（25 組）31%、「東北

地方の森林を応援したかった」（16 組）20%であった。 

 
 

                                                        
6 主にマーケティング分野等で使われる言葉で、20～34 歳の女性をいう。 
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図 2-23 「グリーンチケット」購入の動機（回答者数：67 組） 

 

「今後同様の取組があった場合、購入したいか（MA）」との質問には、「特典によっては購入」

（40 組）が 59％と も多く、次いで「得点に関係なくすすんで購入したい」（28 組）41％が続い

ている。「購入予定はない」は 0組と少ない結果となった。 

 
図 2-24 今後の「グリーンチケット」購入意向（回答者数：67 組） 

 

「試合をオフセットする場合、その費用をいくらまでチケットに上乗せしていいですか（SA）」

との質問には、今回のグリーンチケット販売額である 300 円が（57 組）が 85%と も多く、100 円、

150 円があわせて 3組で 4%、400 円、500 円があわせて 7組で 10%となった。 

 

 
図 2-25 「グリーンチケット」購入の妥当額（回答者数：67 組） 

 
 

以上、アンケート調査の結果から、グリーンチケットの購入者は「特典に関係なくすすんで購
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入したい」とする回答者は４割を占めており、カーボン・オフセットの取組を好意的に評価する

層は一定程度存在することが確認できた。今後、好意的な評価層へのアプローチが必要であり、

そのためスポーツ観戦者を対象としては、環境貢献の取組をテーマとした試合の継続的な開催と

発信が望まれる。 

仕掛人の事業者やスポーツ団体にとっても、取組をスポーツ観戦者が好意的に評価することは

メリットになり得ると考えられる。 

 

■スキーム 

本モデルから、他の事業者やスポーツ団体でも取り組める以下のようなスキーム構築が可能で

あると考える。 

① スポーツの試合を主催する球団やスポンサーがカーボン・オフセットの仕掛人となり、環

境貢献につながる要素を盛り込んだ「エコ試合（仮）」を企画。観戦者もカーボン・オフ

セットに貢献できるよう、購入者がカーボン・オフセットに参加可能な「エコチケット

（仮）」を、観戦チケットとは別に販売。 

② スポーツの試合の観戦者が「エコチケット（仮）」を購入。 

③ カーボン・オフセットで使用するクレジットを試合開催地域と同一地域で生まれた森林ク

レジットを選び、スポーツの試合中に、「エコ試合」であることやクレジットの「地産地

消」の取組であることを会場のメインモニターやアナウンスで PR。 

今後、本スキームを参考にカーボン・オフセットに取り組む事業者やスポーツ団体が増加して

いくことを希望する。 

 

 
図 2-26 横展開可能なスポーツの地産地消オフセットスキーム 

  

② 

①  
③ 
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(7) 地産地消・消費者（商品購入者）参加型の地元貢献オフセットモデル＜その２＞ 

■モデルのねらい 

既に数年間の継続した取組となっている鳥取県日南町の道の駅「にちなん日野川の郷」をモデ

ルとし、道の駅でのカーボン・オフセットの効果検証から継続的な取組に必要な要素を抽出し、

普遍的なスキームを作ることを目的とする。 

■方法 

鳥取県日南町の道の駅「にちなん日野川の郷」（以降「道の駅にちなん」という。）で実施され

ている「１品１円」の取組を調査し普遍的なスキームに落とし込む。 

寄付型オフセットとなる“地産地消・消費者参加型モデル”で地元経済にも貢献する。 

 

「誰に対しても分かりやすいストーリーのスキーム」の１つとして森林クレジットを使ったカ

ーボン・オフセットとし、一般消費者に対して「地元の森林をまもる」メッセージを発信する。 

 

■効果検証 

【現地調査】 

消費者に対して POP で周知を図り、商品の売上に応じて地元の森林から創出されたクレジット

でカーボン・オフセットを実施。 

 

 

【アンケート調査】 

道の駅にちなんでの商品購入者を対象にアンケート調査を行うことで、効果検証を実施した。

調査日は、道の駅にちなんから 500m ほど離れた日南町役場の広場で町のイベント※が開催されて

おり、町外からの来場者も多くみられた。 

※イベント「にちなん日和 2019」…日南町の「食」を中心とした「にちなんめしふぇす」、子ど

も向け木育広場、寄木のアクセサリー作り等のワークショップ、日南町林業まつり、にちな

んお仕事フェアを同時開催。 

＜調査概要＞ 

・調査対象者：道の駅「にちなん日野川の郷」での商品購入者 

・調査日時：2019 年 10 月 20 日（日）10：30～16：30、晴れ 

・回収票：97 票 

調査内容と結果は以下のとおり。 

 

回答者の属性は、町外が 79 人、町内が 18 人と、町外の回答者が多い。性・年代別でみると、

60 代男性と 60 代女性が多く、次いで男性では 40 代、30 代、女性では 70 代、50 代が多くみられ

る。 

 
図 2-27 回答者属性（町内・町外） 
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図 2-28 回答者属性（性年代） 

 

Q１：道の駅にちなんで実施している「１品１円」の取組を知っていたかとの質問には、「はい」

（知っていた）が 43 人、「いいえ」（知らなかった）が 54 人だった。町内・町外別でみると、「知

っていた」は町内が約９割と高いのに対し、町外は約３割と低い。 

 

 
図 2-29 取組への認知（町内・町外） 

 

Q２：道の駅にちなんで実施している「１品１円」の取組を知っていた人に対して、取組を知っ

たきっかけを質問したところ、「以前に、道の駅に来たことがあり知っていた」が 26 人と も多

かった。 

 
図 2-30 取組認知のきっかけ 

 

（人） 

（人） 
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町内・町外別でみると、町内在住者は「以前に、道の駅に来たことがあり知っていた」、「以前

に、町の広報等を見て知っていた」が多く、町内広報の効果が大きいことが分かる。 

一方、町外在住者は「以前に、道の駅に来たことがあり知っていた」に続いて「本日、店内の

POP や商品を見て知った」「以前に、人から聞いて知っていた」が多く、道の駅の店内で直接、ま

たは口コミの手段で周知に至ったことが分かる。 

 

 
図 2-31 取組認知のきっかけ（町内・町外） 

 
 

Q３：道の駅にちなんで実施している「１品１円」の取組を知っていた人のうち、商品購入時に

「１品１円」の取組があることで購入数が増加したかとの質問には、「購入数は変わらない」が 38

人と も多く、「購入数が増加した」は 4人、「購入数は減少した」が 1人であった。 

 

 
図 2-32 取組を知っていた人の取組による購入数の変化 

 
 

Q４：道の駅にちなんで実施している「１品１円」の取組を知らずに商品を購入した人に対して、

「１品１円」の取組で森林保全や環境貢献に参加できることを知っていたら、購入する商品の数

に変化があったかを質問したところ、「取組を知っていても商品数は変わらない」が 43 人、「取組

を知っていたら、もっと多くの商品を購入した」と回答した人は 11 人だった。「1品１円」の取組

が商品購入数の“増加”にはつながっていないことが推察できる。 

（人） 
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図 2-33 取組を知らなかった人の取組による購入数の変化 

 

Q５：道の駅にちなんでの商品購入者すべてに、今後「１品１円」商品を購入し、環境貢献や地

元の森林保全に協力したいと思うかと質問したところ、「積極的に購入したい」が 54 人と、「たま

には購入したい」42 人を合わせた『購入希望』が 96 人と多く、「あまり購入したくない」は 1人

にとどまった。 

 
図 2-34 今後の購入意向 

 

「１品１円」の取組の認知別にみると、「１品１円」の取組を知っていた人は「積極的に購入し

たい」人が多いことが分かる。事前に「１品１円」の取組を周知することは、積極的な商品購入

につながりやすいと考えられる。 

 
図 2-35 今後の購入意向（認知・不認知別） 

  

（人） 

（人） 
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Q６：道の駅にちなんでの商品購入者すべてに、購入する商品１つあたり１円が「森林保全」や

「環境貢献」に役立てられる取組は、どのようなメッセージなら商品購入の後押しになるかと質

問したところ、「〇〇、地球温暖化防止に協力しよう！」、「〇〇、１商品につき１円が日南町の森

林支援に役立てられます」、「〇〇、地元の森林を守ろう」がいずれも多い結果となった。 

※いずれの選択肢も「〇〇」は「日野川の郷のお買い物で」を置き換えたもの。ここでは選択

肢の差異を明確にするため道の駅の名称を「〇〇」と表現したものである。 

 

 
図 2-36 商品購入の後押しになるメッセージ 

 

「１品１円」の取組を知っていた人と知らなかった人を比較すると、「知っていた」人にとって

は「〇〇、１商品につき１円が日南町の森林支援に役立てられます」が商品購入の後押しになる

と回答した人が も多く、「知らなかった」人にとっては「〇〇、地球温暖化防止に協力しよう！」

「〇〇、地元の森林を守ろう」が後押しになりやすいことが分かる。 

 

 
図 2-37 商品購入の後押しになるメッセージ（認知・不認知別） 

 
 
 

性・年代別にみると、「〇〇でのお買い物で、CO2 削減に貢献しよう！」は全年代の男性に効果

が大きいことが分かる。また、「〇〇でのお買い物で、地球温暖化防止に協力しよう！」と、「〇

〇でのお買い物で、地元の森林を守ろう」は 30 代から 60 代男性、30 代と 50 代から 70 代の女性

と、幅広い年代層で効果があることが分かる。 

 

  

（人） 

（人） 
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図 2-38 「日野川の郷でのお買い物で、CO2 削減に貢献しよう！」選択者 

 

 
図 2-39 「日野川の郷でのお買い物で、地球温暖化防止に協力しよう！」選択者 

 

 
図 2-40 「日野川の郷でのお買い物で、１商品につき１円が 

     日南町の森林支援に役立てられます」選択者 

% 

% 

% 

回答者 28 人 

回答者 42 人 

回答者 41 人 
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図 2-41 「日野川の郷でのお買い物で、地元の森林を守ろう」選択者 

 

 
図 2-42 「あなたの１円（１商品あたり）が、森林保全に寄付されます」選択者 

 

 
図 2-43 「その他」選択者 

 
 

% 

% 

% 

回答者 45 人 

回答者 28 人 

回答者 2人 
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Q６を居住地別にみると、町内在住者は、「〇〇のお買い物で、地球温暖化防止に協力しよう！」

と「〇〇でのお買い物で、１商品につき１円が日南町の森林支援に役立てられます」を選択した

人が多く、「〇〇のお買い物で、CO2 削減に貢献にしよう！」を選択した人は少なかった。 

 

 
図 2-44 後押しになるメッセージ（町内・町外） 

 

調査対象となった道の駅がある日南町は、令和元年度「自治体 SDGs 未来都市」に選定されたが、

それについて町内在住者は半数が知っていた一方、町外在住者で知っていたのは 7 人と町外全体

の１割に満たなかった。町内では町の情報がよく周知されていると推察できる。 

 

 
図 2-45 SDGs 未来都市選定・取組の認知度比較（町内・外在住別） 

 

（人） 

《
町
内
在
住
》 

《
町
外
在
住
》 
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以上、アンケート調査の結果から、「１品１円」の取組を知らずに１円がカーボン・オフセット

協力金になる商品を購入した人、また「１品１円」の取組を知っている人でも、その取組がある

ために購入する商品を増やした人は少ないものの、両者とも、今後も「積極的に購入したい」「た

まには購入したい」が全体の９割以上を占めており、購入意欲は高いと言える。 

また、アンケート調査実施の際の所感として、「たまには購入したい」と回答された方は、「１

品１円の取組があるからといって積極的には購入しないが、購入時に森林保全に貢献できること

は良いと思うので自然体で協力したい」とのご意見を多くいただいた。 

「１品１円」を意識したため購入数が増えた人は少なく、「購入数が変わらない」が も多い結

果となったが、「１品１円」の取組があると知っている道の駅で、買いたいものを購入する中で無

意識に「１品１円」の取組に参加している方が多いと言える。つまり、商品１品につき１円が自

動的に「カーボン・オフセット協力金」となるシステムをつくれば、一般消費者が“自然体で”参

加できる継続的なカーボン・オフセットのモデルを実装できると考えられる。また、道の駅で取

り扱う商品を増やすことで、「１品１円」のカーボン・オフセットの拡大及び道の駅での売り上げ

増につなげることも可能と考える。 

 

カーボン・オフセットの取組を発信するメッセージは、「地球温暖化防止への協力」「地元の森

林支援に役立つ」「地元の森林を守ろう」の表現が有効であると言える。特に「１品１円」の取組

を知らなかった人にとっては「地球温暖化防止への協力」と「地元の森林を守ろう」が、商品購

入の後押しになることが分かった。 

「１品１円」の取組の周知方法は、以前に道の駅に来たことがあり知っていた人のほか、町の

広報で知った、つまり地域に限定した情報発信が有効であることが分かった。 

 

■スキーム 

以上を踏まえ、今後普遍的に取り組むことが可能なスキームとして以下（図 2-46）の構築が相

応しいと考える。 

① 本スキームに取り組む施設は、道の駅のように１店舗で完結する集計システムを導入でき

る施設が、親和性が高いと推察される。例えばアンテナショップなどにも展開可能と考える。 

② 一般消費者を巻き込むことで継続的なモデルとなるため、商品やサービスなど１単位につ

き１円という分かりやすいカウント方法を用いる。 

③ カーボン・オフセットの対象は「寄付型オフセット」として森林クレジットでオフセットし、

「森林を守ろう」のメッセージで訴求する。 

 
図 2-46 森林クレジットを活用した 1品 1円寄付型オフセットスキーム

② 

①  

③ 
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3． クレジット活用事例についての課題抽出と検討 

3.1 ヒアリングの実施 

クレジットの活用事例の活性化につながる課題を抽出することを目的に、ヒアリング調査を実

施した。ヒアリングは、クレジットの仲介者、創出者、活用者、地域版Ｊ－クレジット制度管理

者、大規模にクレジットの需要を抱える事業者など幅広いステークホルダーを対象としたほか、

「カーボン・オフセット」やオフセットスキームを分かりやすく消費者に訴求するメッセージに

ついて、プロの視点でアドバイスをいただけるよう出版社を調査対象に含めた。 

ヒアリング先とヒアリング項目は以下のとおり。 

 

表 3-1 ヒアリング先とヒアリング項目 

ヒアリング先 ヒアリング項目 

1 クレジット仲介者：４者 ・仲介者としての具体的な取組やその成果。 

・Ｊ－クレジットの仲介にあたり、取組を拡大する際の運営上の
課題とその解決方策、有効な支援内容。 

・顧客にＪ－クレジットを提案する際に、具体的に必要と考えら
れるツール。 

・今後さらにクレジットの有効活用を広めるための方策。 

2 創出者：２者 ・Ｊ－クレジット創出・活用の拡大に係る課題とその解決方法。 

・Ｊ－クレジット創出の取組の PR 方法。 

・今後さらにクレジットの有効活用を広めるための方策。 

活用者：３者 ・消費者に向けた寄付型オフセットの PR 方法、工夫点。 

・活用事例の継続的な取組に重要な事項。 
創出者かつ活用者：１者 ・Ｊ－クレジットの「創出から活用まで」を実施している取組内容

やその成果。 

・事例を横展開する際の課題。 

・消費者への PR 方法。 

・今後さらに森林クレジットの有効活用を広めるための方策。 

３大規模クレジット需要家 

：１者 

・クレジット活用の活性化において、現状の J－クレジット制度に
おける課題や懸念点等。 

４地方版Ｊ－クレジット制
度管理者：１者 

・Ｊ－クレジット制度全体の課題。 

・今後さらにクレジットの有効活用を広めるための方策。 

・横展開可能なスキーム案。 

５出版社：１者 ・取り組みたいが「カーボン・オフセット」のメリットや実施方法
が分かりにくいとの課題に対し、分かりやすく解説するパンフ
レットの作成を検討。パンフレット案について、専門的知見を有
する出版社へキャッチコピー、レイアウト、文章等についてアド
バイスをいただく。 

 
 

3.2 ヒアリング結果と課題解決に向けた事項 

13者へのヒアリングにより得られた調査結果の要旨とそこから考えられる課題解決につながる

事項を、ヒアリング先毎に以下に示す。課題解決につながる事項は表内に「⇒ゴシック体のテキ

スト」で表記する。 
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表 3-2 クレジット仲介者へのヒアリング項目と結果 

ヒアリング項目 ヒアリング結果 

仲介者としての具体的な
取組やその成果 

・クレジットを保有する県や市町村の代わりに金融機関がクレジッ
ト活用者とのマッチングを行う。環境貢献を行いたい事業者等に
対して、県や市町村が保有する森林クレジットを活用したカーボ
ン・オフセットの提案やマッチングを行うもの。 

・県や市町村が販売するより販路が広く、金融機関と付き合いのあ
る企業の中で環境問題に感度が高そうな企業や社長に対して効
果的な営業が可能。 

 ⇒（課題の解決方法）地域の金融機関と連携した販路拡大が有効。 

 

・金融機関自身の CSR の取組としても PR できる点がメリット。 

Ｊ－クレジットの仲介に
あたり、取組を拡大する
際の運営上の課題とその
解決方策、有効な支援内
容 

・金融機関内においてもカーボン・オフセット自体の認知が広がら
ず、営業現場の 前線にまで理解が及んでいない実態がある。行
内勉強会を行っているが資料の量が多く、勉強する時間の確保が
難しく着手しにくいことが課題。 

⇒１枚でカーボン・オフセットが分かるパンフレットがあると良
い。 

 

・クレジット購入後の活用方法や活用のメリットが分かりにくいこ
とが課題。 

・CO2 削減をしてその先がどうなるのか、何につながるのかがイメ
ージしにくい。 

 ⇒カーボン・オフセットするとどうなるか、取り組むメリットを
明示することが重要。 

 

・オフセットに取り組むメリットや活用は、利益を追求する民間企
業として実際に行動に移すほどの原動力にはなっていない。森林
クレジットの価格が高めであることより、インセンティブが弱い
ことの方が課題である。 

・地元産クレジットの購入意向がある事業者はいるが、地元産がな
い地域だとクレジット購入ではなく、森林組合等に直接寄付する
ことで森林を守る取組を行う方が良いとの判断になり、インセン
ティブが働きにくい。 

顧客にＪ－クレジットを
提案する際に、具体的に
必要と考えられるツール 

・事業者と無関係なクレジットを好んで使うことは少なく、活用事
業者とクレジット銘柄のストーリーが重要である。例えば、A 市
の海で獲れる魚は、その海に流れ込む川の上流にある森林の栄養
状況に左右されることから、水系の恩恵を受けている漁業関係者
が、上流域の B町で生まれた森林クレジットをカーボン・オフセ
ットに使うストーリーや、C 市の製造業者が D 市に新たに工場建
設する際に D市で創出されたクレジットをカーボン・オフセット
に活用するストーリーが挙げられる。 

・クレジットを活用する事業者の業種によって、求めるストーリー
が異なるため、業種毎に入り口を分けて説明があると分かりやす
い。 

 ⇒業種別のストーリーを明示。 

 

・クレジットを使う事業者のメリットは、カーボン・オフセットに
取り組んだ際のプレスリリースをはじめとする広報効果が大き
いこと。 

・メリットが大きいことが伝われば、カーボン・オフセットに取り
組む事業者は存在する。メリットを積極的にＰＲしてほしい。 
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⇒メリットを分かりやすく明示。 

 

・Ｊ－クレジットを一言で説明できないことが課題。質問された際
にすぐ説明できる、分かりやすいツールがあると良い。 

・災害など身近な危機感を元に、具体的にオフセットの必要性を訴
えることも効果があると考えられる。 

・継続的な取組にするためにも、「１t-CO2」がどれくらいの量なの
かや、クレジットやカーボン・オフセットについて子どもでも分
かるような内容で概説するようなツールがあると良い。 

・「kW」「t-CO2」なども一般消費者や事業者からすれば分かりにく
い。電気であれば「電気代○円」など、分かりやすく言い替えた
表現にしてほしい。 

・ツールの表現やデザインについても、今まで以上に一般消費者・
事業者に配慮した表現とするべき。硬い言葉に文字数を取られる
と、目的に沿わない。 

⇒「1t-CO2」、クレジット、カーボン・オフセットについて子ども
でも分かるパンフレットの作成。 

今後さらにクレジットの
有効活用を広めるための
方策 

・クレジット活用者の取組について、様々な形で露出の機会を増や
すことが重要。例えば、小学校での出前授業開催の度にオフセッ
トする事業者がいるが、出前授業のこととオフセットしているこ
との双方を新聞等で報道してもらうなどすると普及拡大につな
がる。 

・10 年前より事業者の環境に対する意識が高まっていることを実
感している、省庁が大手新聞社で公告を出すなど制度自体の認知
度を上げるための施策が必要。 

 

その他、事業者によっては、生産性の向上や電気料金削減等を優先して対応すべきであり、CO2

削減を行うカーボン・オフセットの優先度は低くなるとの意見もあった。 

 
 

表 3-3 創出者・活用者へのヒアリング項目と結果 

ヒアリング項目 ヒアリング結果 

Ｊ－クレジットの創出・
活用の取組内容やその成
果 

・商品１品につき１円を付加し、商品購入者も環境貢献、地元の森
林保全に協力できる仕組みを実現。集まった金額で、商品販売店
舗での消費電力量をオフセット。 

・企業にカーボン・オフセットの仕組みを説明してクレジットの活
用につなげるより、寄付型オフセットに取り組む方が、クレジッ
トが流通しクレジットをとりまく循環ができて良い。寄付型オフ
セットの事例としては、商品であれば１円分のクレジットを商品
に付与し売れた分をオフセットするスキーム、宿泊であれば１人
１泊10円として宿泊客数分をオフセットするスキーム等がある。 

・１つの川を軸に、川の上流から下流の交流をコンセプトにして上
流・中流・下流の特産品を合わせたお菓子を企画しカーボン・オ
フセットした事例がある。 

・寄付型オフセットであれば、カーボン・オフセットを意識しなく
ても継続的に実施可能なスキームであり、消費者との接点が生ま
れ訴求ができる。 

Ｊ－クレジット創出・活
用の取組の PR 方法、工夫
点 

・クレジット創出者（地方公共団体）の情報発信は、クレジット販
売時の調印式の新聞掲載、自治体内のケーブルテレビでの発信、
カーボン・オフセット商品取扱店でのポスターや POP での PR を
実施。 

・森林クレジットを使って寄付型オフセットに取り組み、「森林保全
に協力している企業である」と PR。仕組みが難しくないためシン
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プルな PR が可能。 

・寄付型オフセットは製品にシールを貼るだけでオフセット商品が
出来上がり、手軽に取り組める点が良い。消費者に CSR 活動とし
て PR しやすい。 

・カーボン・オフセットで使用するクレジットを「佐渡トキの森ク
レジット」といったような、分かりやすい名称のクレジットを選
定することで、消費者に訴求しやすくなる。 

⇒寄付型オフセットは手軽に取り組めて、消費者が理解しやすい
PR が可能。 

 

・カーボン・オフセットに取り組むことで、取り組んだ事業者がSDGs
の○番を訴求できることを PR。 

⇒SDGs を絡めた訴求が有効。 

Ｊ－クレジット創出・活
用の拡大に係る課題とそ
の解決方法 

・事業者として、CO2 削減より優先してその業種で取り組まなけれ
ばならない社会課題があり、カーボン・オフセットの優先度が高
くならないことが課題。 

・創出・活用全体を通して、申請が煩雑であることが課題。特に創
出は、時間も費用もかかりすぎる。書類３枚程度で完了すれば気
軽に取り組むことができる。 

⇒申請が簡便になると取り組みやすい。 

 

・普及広報が不足している。 

・クレジットは相対取引でトレードされるため、提示された価格が
本当に適切な価格かが不明で価格の不透明さがある。 

・クレジットを誰がどのくらい欲しがっているのか、現状はわから
ないため、クレジット創出の事業実施に至らないこともある。こ
れら2つを解決する市場プラットフォームがあるとよいかもしれ
ない。 

 ⇒クレジットの需要と供給が見える市場プラットフォームがあ
れば継続的な運用につながる。 

今後さらにクレジットの
有効活用を広めるための
方策 

・森林クレジットを使ったカーボン・オフセットにおいて、「地球温
暖化と森林の役割」は消費者に訴求しやすい。 

・「カーボン・オフセット」の言葉を大きく使わないよう工夫してい
る。カーボン・オフセットは“プロセス”であり、そうすること
でどうなるかが一番に伝わるような表現となるよう留意してい
る。 

 ⇒「カーボン・オフセットすることでどうなるか」をメインで伝
えるようにし、カーボン・オフセットの説明はそのための仕組み
として付記する程度にとどめる。 

活用事例の継続的な取組
に重要な事項。 

事例を横展開する際の課
題 

・カーボン・オフセット商品を取り扱う店は、木材で建てられた FSC
森林認証を取得した建物でもある。カーボン・オフセット商品を
扱うだけではなく、広く「環境貢献型」の店として PR しているこ
とが継続的な取組として重要。 

⇒「カーボン・オフセット」単体ではなく、総合的な環境貢献の
取組として訴求することが有効。 

 

その他、クレジット活用者は、以前は CO2 排出量削減のために使っているだけだったところ、

近は風向きが変わり SDGs を意識してカーボン・オフセットを行う企業が増えているという意見

もあった。 
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表 3-4 大規模クレジット需要家へのヒアリング項目と結果 

ヒアリング項目 ヒアリング結果 

クレジット活用の活性化
において、現状の J－ク
レジット制度における課
題や懸念点等 

・取引可能な環境価値がいくつかある中で、Ｊ－クレジットの魅力
は、有効期限が長いこと（年度持越しが可能であること）及び価
格がグリーン電力証書・非化石証書と比べ安価であることと考え
ている。 

・これらのメリットや、省エネではなく環境価値を購入することに
ついて、電力需要家が理解していないことが、活用が拡大してい
ない要因の一つと思われる。 

 

表 3-5 地域版Ｊ－クレジット制度管理者へのヒアリング項目と結果 

ヒアリング項目 ヒアリング結果 

Ｊ－クレジット制度全体
の課題 

・地域版Ｊ－クレジット制度で創出されたＪ－ＶＥＲは、調整後排
出係数の調整に使用できない。使用できればクレジット活用拡大
の障壁が下がると考えられる。 

・森林クレジットは他のクレジットと比較して高額なため、環境貢
献意識の高い大企業であっても大量に購入されにくい一面があ
る。 

・SDGs 等の影響で環境問題への関心が高まっているが、クレジット
活用者へカーボン・オフセットを説明するのが難しい。 

・「カーボン・オフセットするとどうなるか」が分かりにくく、オフ
セットに取り組む意義やメリットを事業者が見出しにくい。 

⇒カーボン・オフセットに取り組む意義やメリットを明示するこ
とが重要。 

今後さらにクレジットの
有効活用を広めるための
方策 

・森林クレジットであれば、クレジット活用者に植林や間伐等の施
業を実際に見てもらうと環境貢献について実感を持ちやすく、ク
レジットの購入につながりやすいと考えられる。省エネクレジッ
トと異なり、カーボン・オフセットが森林保全につながることは
森林クレジット活用のメリットである。 

⇒森林クレジットを使ったカーボン・オフセットでは、森林保全
につながることを訴求可能。 

 

・例えば、首都圏に本社がある事業者の「工場がある地域のクレジ
ットを購入する」といった動機付けが重要である。 

・県の時間枠があるラジオ番組に出演し、カーボン・オフセットで
付加価値をつけることを提案し普及広報を行っている。 

・一般的に企業へ説明する場合は、「異常気象」などの身近な問題に
関連させると反応が良い。 

・カーボン・オフセット商品のパッケージにオフセットの説明を入
れた例がある。企画段階から関与できたため実現することができ
た。 

・子どもへの環境教育を通した普及広報も有効。 

横展開可能なスキーム案 ・防災の側面から、県が備蓄専用の飲料水ペットボトルをカーボン・
オフセットした事例があるが、商品ラベルにオフセットの説明を
記載している。県の取組として PR 効果も高く、また「防災・水・
森林」は親和性が高い。 

 ⇒防災×飲料水×森林クレジットでオフセットする事例。 

・間伐材製品を森林クレジットでカーボン・オフセットした事例も
あり、工芸品といった別のチャンネルと合わせて展開することも
有効。 

⇒間伐材の工芸品を森林クレジットでオフセットする事例。 
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表 3-6 出版社へのヒアリング項目と結果 

ヒアリング項目 ヒアリング結果 

パンフレットの体裁への
アドバイス 

・A５サイズ見開き（A４ヨコ用紙を二つ折り）は、小さいのではな
いか。文字が凝縮されて読みにくいことと、パンフレットを手に
した後、なくしやすく保存性に欠けることが欠点。 

・もう一度見てみようと思えて、次のアクションにつながりやすい
媒体が良い。例えば、クリアファイルは手元に残りやすい。 

・紙媒体のパンフレットは、印刷物に抵抗感を抱く人も多くなって
おり、 終的にゴミになることを考えると、例えばより保存性の
高いクリアファイル等を利用する方が好感は持てる。 

キャッチコピーや文章へ
のアドバイス 

・旧来より「オフセット印刷」が主流の印刷業界では、「カーボン・
オフセット」と聞いただけでは「炭素・印刷」を想起する。「実質
なかったことになる」意味合いが分かる表現が良い。 

・中小企業向けに対象を絞って作成することが重要。（大企業は環境
貢献の取組をすでに行っているため。） 

・カーボン・オフセットは「埋め合わせ」「つけかえ」「お金で解決」
と自ら削減活動を行うことに比べるとネガティブなイメージを
もつ人もいるためポジティブなイメージを押し出すことが重要。 

・中小企業でも取り組める「損金算入」「クレジット価格感」や、「環
境貢献も、企業のイメージアップも一石二鳥」なとポジティブに
表現することが重要。 

⇒カーボン・オフセットのポジティブな面でＰＲする。 

・表紙のキャッチコピーは「～しませんか」より「～できます」の
方が刺さりやすい。メッセージ性が強い表紙とすることが重要。 

・中小企業にとって環境貢献に取り組もうと思えるような、背中を
押してくれるワード・見せ方が必要。クレジットや排出量は、身
近なものに置き換えると分かりやすい。（年間 CO2 排出量 4480kg
の規模感、100m トラック何個分等） 

 ⇒クレジットや排出量を身近な例に置き換えることが有効。 

・Ｊ－クレジットの特性は「お金が動く」ことにあると思うので、
わかりやすく表紙でビジネス性にも言及したほうがよい。一方で
表紙のメッセージにある「カーボン・オフセット」は目的でなく
手段なので、表紙に記載する必要はない。Ｊ－クレジットを活用
することで何ができるのかを説明したあとで、 後に「カーボン・
オフセット」という用語がでてくるようなイメージでよい。 

 ⇒取り組むことで何ができるかを先に伝え、カーボン・オフセッ
トの説明は最後に記載する程度の方が、普及拡大につながる。 

 

・リクルート対策として事業者の環境面の取組の PR になるという
点も重要。 

レイアウトへのアドバイ
ス 

・パンフレットに掲載する文章は完結に伝えたいメッセージのみと
し、制度や事例の詳細紹介については制度ホームページへリンク
する QR コードを付けておくと良いのではないか。 

⇒制度 HP へリンクする QR コードを使い、パンフレットの情報を
厳選することで伝わりやすくする。 

広報物の作成にあたって
のアドバイス 

・若者にも訴求したいのであれば、Instagram 等の SNS を活用した
ほうがスムーズである。 

・環境問題への取組など「未来」のことを語る際、「未来」を生きる
今の若者の視点は必要だと考える。今後パンフレットなどを制作
する際、例えば高校生や大学生などと一緒に内容を検討すること
も視野に入れてほしい。 
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3.3 課題の解決方法 

3.2 ヒアリング結果から明らかになった課題の解決方法として、パンフレット作成や制度ホー

ムページでの情報発信といった具体化したものでの対応と、制度のあり方への提言というソフト

面での対応の大きく２つがあると考えられる。 

クレジットを活用する事例の増加、活性化にあたっては、総じてカーボン・オフセットに取り

組むことのメリットが十分に取組事業者に伝わっていないことが大きな課題として挙げられた。

この課題の解決を目指し、3.2 で示した課題のうち、以下の事項に対応したパンフレットを作成し

た。 

 

【課題解決につながる事項】 

・１枚でカーボン・オフセットの仕組みや取組方法が分かること 

・カーボン・オフセットするとどうなるかが明示されていること 

・カーボン・オフセットに取り組む事業者にとってのメリットが明示されていること 

・業種別のストーリーを記載すること 

・CO2 排出量１t-CO2 のイメージを身近なもので想起させること 

・SDGs を絡めた訴求に対応すること 

・森林クレジットを使ったカーボン・オフセットでは、森林保全につながることを訴求するこ

と 

・カーボン・オフセットをポジティブな側面でＰＲすること 

 

なお、１つのパンフレットで伝える内容を厳選するため、段階的に理解を促す観点から、子ど

もでも分かる内容で「カーボン・オフセット」を説明したものと、実際に事業者がカーボン・オ

フセットに取り組む際にメリットや業種別の取組を知ることができるものの、合計２種類のパン

フレットを作成した。 
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＜カーボン・オフセットのパンフレット初心者編の作成＞ 

子どもでも分かる内容で「カーボン・オフセット」を説明するパンフレットは、カーボン・オ

フセットすることでどうなるかを 初に伝えることを重要視し、冒頭で「温暖化が進む地球をま

もろう！」と大きく記載した（図 3-1）。また、なぜ地球温暖化が進むのか、その原因と言われて

いる CO2 を削減することが重要であることと、地球温暖化が進むと私たちの生活にどういった影

響があるのかを記載し、カーボン・オフセットに取り組むことが地球温暖化防止に役立つという

関係性を記載した。その内容は、「異常気象」など身近な問題に関連させると行動変容につながり

やすいとのヒアリング結果に対応したものでもある。 

 

 
図 3-1 「カーボン・オフセット」初心者編パンフレット表紙 
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次に見開きページでは、カーボン・オフセットについて「出てしまう CO2 を、へらした CO2 で

『なかったこと』にするひき算の仕組み」であると子どもでも理解できる表現で説明した。「出て

しまう CO2」については、例として日本で１家族が１年間生活すると排出するとされている数値を

記載し、その量を「なかったこと」にするためには、「CO2 を吸ってくれる杉の木 509 本が必要」

と身近な木の本数で表現した。 

さらに下段では、クルマで移動する際に排出する CO2 の量、同じ距離を電車での移動に変えた

時に排出する CO2 の量を記載し、カーボン・オフセットのステップ「知って・へらして・オフセ

ット」を示した。 

 

 
図 3-2 「カーボン・オフセット」初心者編パンフレット見開きページ 
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後に、カーボン・オフセットがより身近な取組となることを目的に、「知って・へらして・オ

フセット」のステップ毎に、一般消費者や子どもに向けて日ごろの生活で実施できる取組を具体

的に記載した。 

 

 
図 3-3 「カーボン・オフセット」初心者編パンフレット最終ページ 
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＜カーボン・オフセットに取り組む事業者に向けたパンフレット作成＞ 

カーボン・オフセットは「プロセス」であり「目的」ではないため、オフセットすることでどう

なるかを 初に伝える必要があることから、実際にカーボン・オフセットに取り組む事業者に向

けたパンフレットにおいても、冒頭にそのメッセージを記載することした。森林クレジットを使

ったカーボン・オフセットであれば、「森林をまもろう」という分かりやすいメッセージで訴求が

可能なため、森林クレジットの活用の手引きとなる内容を目指した。 

さらに、森林クレジットをつかったカーボン・オフセットを実施することで、SDGs の 13 番目

「気候変動に具体的な対策を」と、15 番目「みどりの豊かさも守ろう」に取り組んでいることを

PR できることも記載した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-4 「カーボン・オフセット」実践編パンフレット表紙 
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次に、見開きページでは、業種ごとにカーボン・オフセットに取り組むきっかけやその取組内

容、ストーリーが異なることから２つの業種と寄付型オフセットの合計３つを掲載した。各事例

において、カーボン・オフセットに取り組むことで「何が達成できるのか」、「取り組む事業者に

とってのメリット」、「ＰＲする際の例文」、「取組の説明」、「取組に必要なこと」をそれぞれ記載

した。 

また、既存の活用事例を掲載しているＪ－クレジット制度ホームページへリンクするＱＲコー

ドを掲載し、より多くの事例にアクセスできる案内を設けた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-5 「カーボン・オフセット」実践編パンフレット見開きページ 
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後に、カーボン・オフセットに取り組むことで何に貢献できるか、何を達成できるかを具体

的に明示した。 

カーボン・オフセットに実際に取り組む際の手順についても記載し、実現まで行動変容を促す

ためのマニュアルを作成した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-6 「カーボン・オフセット」実践編パンフレット最終ページ 
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＜カーボン・オフセットの取組を案内する制度ホームページの作成＞ 

カーボン・オフセットに取り組む際に参考となるよう、Ｊ－クレジット制度ホームページの構

成を変更し、活用方法をより詳細に整理した。 

 

 
図 3-7 Ｊ－クレジット制度ホームページのグローバルナビゲーション（2020.3.13 現在） 

 
 

 
図 3-8 カーボン・オフセットスキームの紹介7（Ｊ－クレジット制度ホームページ） 

                                                        
7 https://japancredit.go.jp/case/scheme/ 
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＜Ｊ－クレジット制度のあり方の提言＞ 

具体的なツール以外での解決方法について、以下のとおりＪ－クレジット制度のあり方を提案

する。 

クレジットの創出、活用のいずれにおいても、その申請を簡便にすることで取り組む際のハー

ドルが下がり、創出事業者、活用事業者の増加につながると考えられる。 

クレジットの需要と供給の状況が見える市場プラットフォームの創設が実現すれば、ニーズが

あるからクレジットを創出しよう等の市場原理がよりはたらくものと考えられる。 

さらに、森林クレジットでカーボン・オフセットに取り組む商品として、防災につながる商品、

間伐材で作られた工芸品は親和性が高いと考えられる。 

カーボン・オフセットをまだ取り組んだことのない事業者へ提案する際は、オフセット単体で

はなく、環境貢献に関する総合的な取組の中の１つの手段として訴求することが有効であると考

えられる。 

地域の金融機関と連携してクレジットの販路拡大を試みることも、クレジット活用の活性化に

おいて有効と考えられる。前例に倣い、クレジットを保有する地方公共団体とその地域内にある

金融機関が協力することが、環境貢献の取組をしたいが何をすれば良いか分からない事業者への

アプローチになると考えられる。 

また今後、環境問題の解決など「未来」につながる事項を検討する際、将来の主役となる、現

在の若者の視点は重要であり、子どもへの環境教育を通した普及広報や、高校生や大学生と一緒

にカーボン・オフセットの普及に取り組む等も必要であると考えられる。 
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4． 国内のイベント等への出展 

Ｊ－クレジットの創出も含め、Ｊ－クレジット活用事例の需要喚起、カーボン・オフセットの

普及促進を図るため説明会とイベントへの出展を行った。 

 

4.1 説明会の開催 

Ｊ－クレジットの活用拡大にあたり、説明会を開催し活用事例やスキームを紹介した。説明会

は、全国からビジネスパーソンが集まる大規模展示会の ENEX2020（開催地：東京都）内の出展者

プレゼンテーション、Ｊ－クレジット地域コーディネーターの取組が活発な山陰・中国地方での

説明会、九州地方で開催される「エコテクノ 2019」内での説明会を予定した。各説明会の訴求対

象と開催目的を表にまとめた。 

表 4-1 説明会（案）の概要 

説明会名 
開催 

場所 

開催 

時期 
訴求対象 開催目的 

ENEX2020：

出展者プレ

ゼンテーシ

ョン 

東京都 2020/ 

1/29 

～1/31 

環境意識の高

いビジネスパ

ーソン 

ENEX2020 開催と同期間内に出展者プレゼンテーショ

ンの枠で説明会を実施することで ENEX2020 に来場す

る環境意識の高いビジネスパーソンに向けた情報発

信を行う。 

横展開可能なモデルの事例について、取組のきっかけ

やメリットを複数の取組事業者から発表することで、

新規に取り組む事業者の需要を喚起する。 

山陰・中国

地方説明会 

鳥取県

または

島根県 

11月頃 環境貢献とし

てオフセット

を希望する事

業者 

山陰地方を中心に活発にＪ－クレジットの活用促進

を行っているコーディネーターとともに、鳥取県、島

根県を含む山陰・中国地方で「環境貢献をしたいがそ

の方法が分からない」という事業者を主なターゲット

として説明会を開催する。 

即時に取組が可能な具体的なスキームを提示する。説

明会会場で相談コーナーを設置し、実現を支援する。 

九州地方説

明会 

福岡県 10/9～ 

10/11 

環境意識の高

いビジネスパ

ーソン 

環境への取組に関心の高いビジネスマンが約 1 万人/

日程度来場する大規模な展示会において、プレゼンテ

ーションの機会が設けられている。これまで九州経済

産業局のＪ－クレジット制度の説明会会場にも選定

されていることから、Ｊ－クレジット活用の普及促進

と親和性が高いと考えられ、新たな活用者を発掘する

ため。 

なお、予定していた「山陰・中国地方説明会」については、取組の拡大を目的に実施予定だっ

たが、地域特性から取組拡大にあたっては近い地域での事例の横展開において継続的な実現が難

しい側面があるとの指摘を受け開催を見送った。ただし、説明会会場で予定していた相談コーナ

ーについては、ENEX 出展者プレゼンテーションの出展ブース内で実現することとし、全国からの

来場者について相談があった際には対応できる体制とした。 

また、九州地方説明会は、関係者と相談の上、8月開催の九州経済産業局主催のＪ－クレジット

に関する説明会に代えることとした。 
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(1) ENEX2020 出展者プレゼンテーション 

日時：2020 年 1 月 29 日（水）、1月 31 日（金）の２日間各１枠 

場所：東京ビッグサイト 南 2ホール（エネルギーステージＢ） 

来場者数：各枠 80 名程度 

内容：Ｊ－クレジットは聞いたことがあり、クレジットの創出や環境貢献活動を行いたいと考

えているが、具体的なアクションが分からないという層をメインターゲットとした。 

実際にクレジットの創出・活用を行っている事業者から取り組み内容について発表いた

だくとともに、弊社より「クレジット活用スキーム」の発表を行うことで、取り組みやす

い活動の横展開を目指した。 

登壇者、発表内容、選定理由等については以下のとおり。 

 

表 4-2 説明会の実施概要 

登壇日 登壇者 発表内容 選定理由 

2020 年 

1/29（水） 

 

13:00 

～ 

13:45 

日南町 

道の駅で実施している寄

付型オフセット事例「1品

1円オフセット」について 

森林クレジットの創出を継続的に行

っており、かつ１品１円や道の駅オ

フセットなど独自の活用スキームを

保有しているため。また、SDGs 未来

都市の指定を受けるなど、町全体で

環境価値の活用に感度が高いため。 

株式会社 
エコスタイル 

太陽光発電第三者保有モ

デルによるクレジットの

創出と地域貢献について 

太陽光第三者保有モデルのプロジェ

クトを展開しており、ENEX にも多く

来場している設備メーカーなどと相

性が良く、訴求対象拡大に寄与する

と考えられる。 

楽天モバイル 
株式会社 

「REts」によるクレジット

仲介と自社のクレジット

活用事例について 

楽天イーグルスと連携した試合オフ

セットなど、楽天としてもクレジッ

トの活用に前向きであることと、

REts でのクレジット仲介事業を通

して多くの事業者と接点がありこれ

から活用したい事業者の集客効果を

見込めるため。 

みずほ情報総
研株式会社 

Ｊ－クレジット活用スキ

ームについて 
- 

2020 年 

1/31（金） 

 

11:30 

～ 

12:15 

長泉町 

静岡ガスと協力したクレ

ジット創出と、クレジット

地産地消の事例について 

静岡ガス・東レ建設株式会社と共同

で「長泉町における環境創造型まち

づくりの三者連携協定」を締結し、

Ｊ－クレジットの創出から活用まで

をモデル展開している。地域密着、

地産地消の事例紹介のため。 

PwC あらた 
有限責任監査

法人 

中小企業におけるクレジ

ット創出や、活用事例の支

四国経済産業局の委託事業者として

各種Ｊ－クレジット制度の支援を行
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援について っており、地域のイベントのオフセ

ット等クレジット活用の支援も熱心

であるため。 

楽天モバイル 
株式会社 

29 日と同様 29 日と同様 

みずほ情報総
研株式会社 

Ｊ－クレジット活用スキ

ームについて 
- 

 
 
 
 

(2) 九州地方説明会 

日時：2019 年 8 月 23 日（金） 

場所：九州経済産業局 １F大会議室 

参加者数：30 名程度 

内容：九州地域における成功事例の共有等を通じ、九州管内の自治体や企業における、地域活

性化に貢献するクレジット活用先の開拓、新たな創出等につなげるため、また、これまで

構築してきたネットワークの維持、拡充を図ることを目的に開催された。 

経済産業省、活用促進事業の九州地域委託事業者（環境テクノス）、クレジットの地域循

環モデル構築に取り組む活用事業者・自治体等が、活用スキームや各地域の成功事例を紹

介し、参加者である九州地域の自治体、商工会議所、エネルギー関連事業者等も交え意見

交換を行った。 

 

この会議において「カーボン・オフセット取組事例の活性化を目指して」と題し、クレ

ジットの活用状況や取組の効果、事例のほか、クレジット地産地消モデルなどのスキーム

についての紹介を行った。 

地域内のネットワーク会議であるため、事例は地元の農産物をオフセットしブランド化

するような地域経済の活性化につながるものを中心に紹介した。また、エネルギー関連事

業者の出席もあったため、電気事業者が実施する家庭向けのオフセットプログラムを紹介

して、係数調整以外の BtoC ビジネスへのクレジット活用の可能性を紹介した。 

さらに、カーボン・オフセットを通じて「森林保全」や「SDGs」「COOL CHOICE」など魅力

的なブランディングが可能なことや、再エネクレジットは RE100 等の国際的なイニシアテ

ィブへ活用可能であることも発信した。 
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4.2 イベントへの出展 

全国規模・地方版の展示会合計３件にブース出展し、Ｊ－クレジット制度について、創出事例、

活用事例について幅広く情報発信を行った。来場者でより詳しく知りたい方へも対応できるよう、

ブース内に相談コーナーを設け、事業者や消費者の具体的な取組や行動へつなげることを目的に

実施した。 

表 4-3 各種イベントの概要 

イベント名 
規

模 
開催時期 ターゲット層 出展内容 

ENEX2020 全
国 

2020/ 
1/29 
～1/31 

環境意識の高い 

ビジネスパーソ

ン 

ブース内には、創出から活用までと取引

方法の３点が一連の流れとしてわかるよ

う、パネルのほかに大判のタペストリーを

展示した。特に活用については、実際の活用

事例を幅広く例示（イベント掲示板パネル

やコーディネータパネル）することにより、

様々な取組でＪ－クレジットを活用できる

ことを発信した。 

 ブース展示のほか、出展者プレゼンテー

ションも実施し、実際の活用者の意見も発

信した。 
エコプロ 
2019 

全
国 

2019/ 
12/5 
～12/7 

環境意識の高い

一般消費者、 

ビジネスパーソ

ン 

 ブース内には、具体的な活用例を類型化

したパネルを数多く展示し、どのような業

種・業態であってもオフセットに取り組む

ことができることを発信した。 

 また、子どもや保護者向けの企画として、

他ブースと連携しクイズラリーを行った。

他ブースがそれぞれ独自に取り組む削減活

動を学びながらＪ－クレジットのブースへ

流入する設計とし、カーボン・オフセットの

基本である「知って・へらして・オフセット」

の構造を理解しやすいよう留意した。 

 さらに、環境省 COOL CHOICE ブースのス

テージを借りて、ミス沖縄・ボーイスカウ

ト・環境省国立公園課職員を招いてトーク

イベントも開催した。沖縄と知床の国立公

園をテーマに、地球温暖化と生態系に言及

し、一般消費者や子どもでも取り組むこと

ができるアクションを発信した。 
第 12 回 
川崎国際 
環境技術展 

関東 
地方 

2019/ 
11/13 
～11/14 

環境意識の高い

ビジネスパーソ

ン 

 ブース内にはカーボン・オフセットのほ

か、温対法への活用など、Ｊ－クレジットで

できることを整理してまとめた。 

 また、地域密着型の展示会であるため、コ

ーディネーター制度など、クレジットの地

産地消に関するパネルを展示したほか、中

小企業が多く参加するため、CO2 ゼロ会議な

ど、簡単に始められる取組を中心に発信し

た。 
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表 4-4 各展示会の来場者の概要 

展示会名 
展示会の 
来場者数 

（会期中合計） 

Ｊ－クレジットブースでの 
資料配布数 

Ｊ－クレジット 
ブースへの想定 

来場者数 

1 ENEX2020 47,692 名 

・制度パンフレット：380 部 

・カーボン・オフセットのパンフレ

ット：311 部 

・制度概要資料：302 部 

・データ集：280 部 

・クリアファイル配布数：183 部 

392 名 

2 エコプロ 2019 147,653 名 

・制度パンフレット：580 部 

・カーボン・オフセットのパンフレ

ット：461 部 

・制度概要資料：112 部 

・データ集：157 部 

・クイズラリー用紙配布数：207 部 

・クリアファイル配布数：202 部 

580 名 

3 
第 12 回 
川崎国際 
環境技術展 

16,900 名 

・制度パンフレット：130 部 

・制度概要資料：20 部 

・データ集：20 部 

130 名 

 
 
 

(1) ENEX2020 

ENEX2020 は環境に関する取組を行う事業者が多数出展し、エネルギー需要家、電力・ガス・エ

ネルギー事業者等のビジネスパーソンが多く来場する。Ｊ－クレジットに親和性の高いターゲッ

トへ、活用事例と具体的な取組方法を効率的に啓発することを目的にブースを出展した。 

また、出展者プレゼンテーションにおいて、太陽光発電の第三者保有モデルからＪ－クレジッ

トを創出している「株式会社エコスタイル」が登壇した。プログラム型太陽光発電プロジェクト

に関心を抱く創出者が多くブースに来訪することが見込まれたため、プログラム型太陽光発電プ

ロジェクトの登録から認証までの流れをブースにて展示し、さらに再エネクレジットは RE100 や

CDP、SBT への活用も可能であることを示し、再エネクレジットの創出及び、国際的なイニシアテ

ィブへの対応を目的とするオフセットの拡大を狙った。 

一日当たりの資料配布数はエコプロや川崎国際環境技術展と大差ないが、それはすでにＪ－ク

レジット制度を認知しており、HP 上でダウンロード可能な資料であることを知っている来訪者が

多数いたためである。 

出展者プレゼンテーションにおいては、両日とも用意された 80 席が満席となり、一部立ち見の

来訪者も発生した。プレゼンテーション会場での質疑はなかったが、終了後ブースへ来訪し質問

することが非常に多く、ブース・プレゼンテーションともに来訪者の感度は総じて高かった。 
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(2) エコプロ 2019 

エコプロには、カーボン・オフセットの経験があるＪ－クレジット活用事業者、創出者も多く

出展しており、そういった出展者と連携し、効果的なＪ－クレジットの普及啓発を行うためブー

スを出展した。また、来場者約 16 万人のうち 2割を主婦（主夫）が占めていることから、一般消

費者に向けた普及広報も併せて行った。 

昨年度より会場規模が縮小し、会場が分割されたとはいえ、一般消費者層や子どもの来訪者が

非常に多く、他の展示会とは明らかに異なるターゲットに訴求することができた。 

解放感や流動性の高い角コマブースでの出展だったことと、クイズラリーや、ボーイスカウト

の子どもたちが協力したキャンペーンの展示などを行ったため、多くの一般消費者層、子どもが

来訪した。 

本年度は「子ども向けカーボン・オフセットパンフレット」を作成していたため、「カーボン・

オフセット」の概念をわかりやすく説明することもできた。一方で、大学生や主婦（主夫）層が

自学のための資料として「データ集」や「制度概要」などの専門的な資料を持ち帰ることも多か

った。 

また、企業の CSR 担当者や自治体職員なども多数来訪し、イベントオフセットや国際的イニシ

アティブ、SDGs など、これまで主流だった温対法への活用以外の用途について質問されることも

多かった。 

環境省 COOL CHOICE ブースで行ったトークイベントでは、ミス沖縄、ボーイスカウト日本連盟

職員、環境省国立公園課職員を招き、地球温暖化と生態系についてのレクチャーを行った。沖縄

県恩納村から貸与いただいた「さんなちゃん」の着ぐるみを展開したことの効果もあり、子ども

を中心とした多くの来訪があった。 

 

(3) 第 12 回川崎国際環境技術展 

一昨年度、本業務で出展した実績があり、来場者から「全国規模の大展示会では全てを見られ

ないため小規模展示会に行く」「小規模展示会の方が相談にのってもらいやすい」との意見があっ

た。相談コーナーを設け、来場者に詳細な説明を行うことを目的にブースを出展した。 

一昨年と同様、工業都市である川崎市密着型展示会の特性上、中小の工業関係者が多数来訪し、

「ごみの圧縮」「水再生プラントの効率化」など、独自技術の新規方法論化に向けた相談があるな

ど、特異な展示会であった。 

また、太陽光をはじめとする再生可能エネルギー設備の製造・施工業者も多く、太陽光発電や

第三者保有モデルについての質問や、なぜ再エネクレジットが省エネクレジットよりも入札の平

均落札価格が高いのかという質問が多かったため、プログラム型の展開や再エネクレジットで可

能な活用先を案内した。 

なお、本展示会において川崎市職員より、Ｊ－クレジットと「川崎市低 CO2 ブランド」の連携

について検討したいという申し入れもあった。  
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5． Ｊ－クレジット活用の広報活動 

5.1 パンフレットによる広報 

Ｊ－クレジット制度において発行しているパンフレットのほかに、3.3 で前述したとおり、新し

く子どもも分かる内容でカーボン・オフセットを説明した初心者編パンフレットを制作した。 

これはヒアリング調査の中で、カーボン・オフセットの概念がわかりにくく、営業がしにくい

ため、ごく簡単にカーボン・オフセットとはどのようなものなのか分かるような資料が欲しいと

いう意見が多かったためである。 

イベント（エコプロ 2019 及び ENEX2020）で配布したところ、おおむね制度パンフレットと同等

の数が持ち帰られ、また後日、内部に記載している計算式についての問い合わせがあったことな

どから、情報拡散には有効なものであると思慮される。 

また、実際にオフセットの取組を始めようとしている中小企業の事業者をメインターゲットに

した「実践版パンフレット」も制作した。初心者編パンフレットとともに、J-クレジット制度ホ

ームページに掲載し、より多くの事業者等がアクセスできる環境を整えた。 

 
 

5.2 チラシ・ポスターによる広報 

国立公園・世界自然遺産カーボン・オフセットキャンペーンにおいて、国立公園内の一部のビ

ジターセンター等の使用電力を再エネクレジットでオフセットしている。 

この活動は、ヤフー株式会社やキヤノンマーケティングジャパン株式会社をはじめとする多く

の企業や自治体に協賛・協力をいただいているものであり、子どもたちが自分にできることを自

身で考える機会を設け、それを各国立公園で配布して多くの人に伝えるというスキームで拡大し

ている。 

本キャンペーンでは、国立公園内でもカーボン・オフセットに取り組んでいることを PR するポ

スターを作成した。ポスターを全国のビジターセンターや環境事務所に配布し掲示することで、

もともと自然環境に関心の高い層（国立公園に訪れる層）へ、カーボン・オフセットや再エネク

レジットについて効果的な広報活動を展開している。 

  
 

5.3 SNS・ホームページによる広報 

Ｊ－クレジットの活用事例については、活用者に対して、「イベント掲示板」への掲載を促すこ

とでＪ－クレジット制度と連携している。 

楽天イーグルスが試合をオフセットした事例は、イベント掲示板への掲載を行ったうえで、環

境省 COOL CHOICE Twitter での発信（図 2-21、前述のとおり。）も依頼し、SNS 経由での活用促進

を図った。 

上記以外にも、エコプロ 2019 で行ったトークイベントの開催についても環境省 COOL CHOICE 

Twitter で発信（図 5-1）したほか、ヤフー株式会社と連携し同社の社会貢献アカウントから、国

立公園・世界自然遺産カーボン・オフセットキャンペーンについて大規模に Twitter（図 5-2）と

Facebook（図 5-3）で発信を行うなど、紙媒体のみにとらわれない広報活動を展開した。 
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図 5-1 環境省 COOL CHOICE Twitter での投稿 

 

 

 

 

図 5-2 ヤフー株式会社の社会貢献 Twitter での投稿 
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図 5-3 ヤフー株式会社の社会貢献 Facebook での投稿 
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6． 海外動向の整理 

今後のクレジット活用の活性化に向けて、需要が見込まれる分野としてグローバル企業のクレ

ジット活用の取組、海外クレジットの活用についての調査を追加で行った。 

6.1 外資系日本法人のクレジット活用需要の調査 

日本国内に拠点を置くグローバル企業に対し、再エネ調達手段として再エネクレジットを使用

する可能性についてヒアリングを実施した。以下、調査時期、調査手法、調査対象、調査結果を

示す。 

(1) 調査時期 

2020 年 1 月 24 日～2020 年 2 月 26 日 

(2) 調査手法 

以下 5項目について質問票への回答または、面談・電話によるヒアリングを実施した。 

 

1. 再生可能エネルギーを調達する目的（自由記述） 

2. 現在の日本における再生可能エネルギー調達手法（自由記述） 

3. 再生可能エネルギーを調達する際の手法決定要因（以下 6つより選択） 

① RE100 への使用可否 

② 自主目標達成への使用可否 

③ 供給量 

④ 価格 

⑤ ビンテージ情報（発行時期を特定する情報） 

⑥ 再生可能エネルギーの推進につながるか、 

4. Ｊ－クレジットを活用する場合の懸念点・課題（自由記述） 

5. Ｊ－クレジット制度における改善点（自由記述） 

(3) 調査対象 

調査を実施した対象・調査方法は表 6-1 のとおり（企業名は非公表）。 

 

表 6-1 調査対象と調査方法 

項目 社名 
（非公表） 

業種 
ヒアリング 

実施 
質問票 
回答 

Ｊ－クレジット及び/あるいはグ
リーン電力証書を活用している日
本国内に拠点を置くグローバル企
業 

A 社 日用消費財 〇  

B 社 パルプ・紙  〇 

C 社 情報・通信 〇  

グローバル展開をする排出権プロ
バイダー 

D 社 プロバイダー 〇 〇 

E 社 プロバイダー 〇 〇 
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(4) 調査結果 

＜１．再生可能エネルギーを調達する目的＞ 

再生可能エネルギーの調達目的は、表 6-2 のとおり、各社が掲げる環境目標達成や BtoB 企業の

場合は顧客からの要請に基づく対応といった回答であった。 

 

表 6-2 調査結果＜再生可能エネルギーを調達する目的＞ 

社名 
（非公表） 

業種 調査結果 

A 社 日用消費財 自社環境目標達成のため 

B 社 パルプ・紙 
顧客企業の環境対応への貢献及び RE100目標達成のた

め 

C 社 情報・通信 （非開示） 

D 社 
排出権 

プロバイダー 

排出権プロバイダーとして顧客企業（日本において

RE100、あるいは、自主目標のための手段としてＪ－ク

レジット、電力証書、非化石証書の調達を行っている

/行おうとしている企業）のニーズを満たすため 
E 社 

排出権 

プロバイダー 

 
 

＜２．現在の日本における再生可能エネルギー調達手法＞ 

再生可能エネルギーの調達手法は、表 6-3 のとおり、グリーン電力証書・または再エネクレジ

ットを既に使用していることが確認された。 

 

表 6-3 調査結果＜現在の日本における再生可能エネルギー調達手法＞ 

社名 
（非公表） 

業種 調査結果 

A 社 日用消費財 グリーン電力証書 

B 社 パルプ・紙 自社施設での太陽光発電およびグリーン電力証書 

C 社 情報・通信 （非開示） 

D 社 
排出権 

プロバイダー 再生可能エネルギーＪ－クレジット（代理無効化） 

グリーン電力証書 
E 社 

排出権 

プロバイダー 
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＜３．再生可能エネルギー調達する際の手法決定要因＞ 

再生可能エネルギー調達における手法決定要因は、表 6-4 のとおり、供給量や価格の項目に多

くの選択が寄せられた。一方、グローバル企業 3 社は RE100 への使用可否は３社とも選択され、

改めて RE100 等への再エネクレジット活用の重要性が確認された。一方でプロバイダー及びグロ

ーバル企業１社からはビンテージ情報が選択された。 

現状のＪ－クレジットは、クレジットを発行する際、1トン単位のシリアル番号と、プロジェク

ト番号・認証回数ごとのクレジット認証番号は付与されており、これらの情報から保有している

クレジットのプロジェクト情報・モニタリング期間は特定可能であるが、年度や時期を細かく指

定することはできない。 

 

表 6-4 調査結果＜再生可能エネルギー調達する際の手法決定要因＞ 

社名 
（非公表） 

業種 
RE100 への 
活用可否 

自主 
目標 
への 
活用 
可否 

供給量 価格 
ビン 
テージ 

再生
可能
エネ
ルギ
ー推
進 

A 社 日用消費財 〇 〇 〇 〇   

B 社 パルプ・紙 〇  〇    

C 社 情報・通信 〇 〇  〇 〇 〇 

D 社 
排出権 

プロバイダー 
  〇 〇 〇  

E 社 
排出権 

プロバイダー 
  〇 〇 〇  

 
 
 

＜４．Ｊ－クレジットを活用する場合の懸念点・課題＞ 

各社より挙げられた懸念点・課題は表 6-5 のとおりである。前項で供給量、価格、ビンテージ

情報等が懸念点・課題として挙げられた。 

 

表 6-5 調査結果＜Ｊ－クレジットを活用する場合の懸念点・課題＞ 

社名 
（非公表） 

業種 調査結果 

A 社 日用消費財 

再エネクレジットに関しては、RE100 の要件に適合す

ること（Ｊ－クレジットのタイプ、トラッキングが可

能であること）。また、価格面からみて電力証書よりも

有利であることから採用を検討しているところでは

あるが、Ｊ－クレジットの供給量が十分でないことも

あり必要量を調達可能かどうかが懸念される。 

B 社 パルプ・紙 

RE100 の目標達成および顧客企業の環境対応への貢献

を目的として J―クレジットを購入するにあたって、

も障害となるのは、個別のＪ－クレジットの購入先

に関する情報、Ｊ－クレジットの供給量、供給される
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タイミングに関する情報、ビンテージ、市場価格に関

する情報を入手するのが困難であること。 

C 社 情報・通信 

自社の RE100を もコスト効果の高い方法で達成する

とともに、世界の再生可能エネルギー推進を行うこと

を目標としており、この目標達成において、Ｊ－クレ

ジットの現時点での価格は、コスト効果が低く、目標

達成の選択肢ではない。当社のサプライヤーに対して

も、コスト効果が高い（価格が安い）場合を除き、Ｊ

－クレジットの活用を要請することはない。 

D 社 
排出権 

プロバイダー 

再エネクレジットは、顧客企業の要望に応える環境価

値であるが、現在の認証・発行スケジュールとビンテ

ージ乖離があることが、Ｊ－クレジットの使い勝手を

悪くしている。 

E 社 
排出権 

プロバイダー 

再エネクレジットは、供給量が限定されていることか

ら価格が世界のその他のクレジット・証書の価格に比

較し、非常に高い。 

 
 
 

＜５．Ｊ－クレジット制度における改善点＞ 

各社より挙げられた改善ポイントは表 6-6 のとおりである。 

 

表 6-6 調査結果＜Ｊ－クレジット制度における改善点＞ 

社名 
（非公表） 

業種 調査結果 

A 社 日用消費財 
再エネクレジットの供給量を増やすことによる 

入手しやすさの向上及び、購入価格の引き下げ。 

B 社 パルプ・紙 Ｊ―クレジットの比較情報の提供 

C 社 情報・通信 

日本における再生可能エネルギーの促進および環境

価値の活用促進を目的とした VPPA（バーチャル PPA）

のスキームの導入 

D 社 
排出権 

プロバイダー 

再エネクレジットの認証・発行時期をビンテージ期間

の直後に設定すること 

E 社 
排出権 

プロバイダー 

英語による市場価格、環境属性（タイプ、発電場所、

ビンテージ等）、供給量、供給時期に関する情報 
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(5) 考察 

各グローバル企業、プロバイダーから寄せられたヒアリング結果を受け、今後の外資系日本法

人による再エネクレジットの活用拡大に資する取組として、以下 2点が挙げられる。 

 

i. Ｊ－クレジット制度ホームページにおける英語ページの拡充 

 

 現在のＪ－クレジット制度ホームページは日本語による情報は拡充しているが、英語に

よる情報は詳細に整備されていない。そのため、正確にＪ－クレジット制度の状況が伝わ

っていない可能性も大きい。今後、外資系日本法人における再エネクレジットの活用を促

進する場合、英語による情報公開内容の拡充が必要であると考えられる。 

 

ii. クレジット入札販売における販売予定クレジットの詳細情報公開 

 

 複数の企業から、ビンテージ情報の公開についてコメントを受けた。CDP 質問書や RE100

においてもビンテージ情報について、電力使用実績に応じ適用する再エネ証書の発行時期

を極力近づけることが求められている8。現状のＪ－クレジット制度において、再エネクレ

ジットの供給量の多くは入札で販売されるクレジットであり、今後の入札販売において、

販売予定クレジットのプロジェクト名・モニタリング期間等の情報を公開することで、ビ

ンテージ情報公開が可能であると考えられる。 

 

その他、供給量・価格についてコメントが寄せられたが、これは短期的に解決することは難し

いと考えられる。また、環境価値の活用促進を目的とした VPPA（バーチャル PPA）のスキームの

導入については、系統電力に流れた電力（売電分）をＪ－クレジット化した場合は、理論上可能

であるが、Ｊ－クレジット制度は自家消費量に基づきクレジットが創出される制度であり、かつ

系統に流れた再エネ電力は非化石証書の対象となることから、現状の制度・政策のもとでは実現

はできないと推察する。 

 

  

                                                        
8 CDP・RE100 等が参照する GHG プロトコルスコープ２ガイダンスにおける品質基準 4 で定められている。 

以下 URL の Table 7.1 Scope 2 Quality Criteria をご参照 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope%202%20Guidance_Final_Sept26.pdf 
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6.2 国際的なクレジット活用の動向整理 

海外におけるクレジット市場の概況を取りまとめている Ecosystem Marketplace 公表レポート

を参照し、クレジット創出・償却状況とクレジット種別毎のトレンドを整理する。 

(1) クレジット創出・償却の概況 

クレジット創出・償却状況の 新データとして、2018 年第一四半期までの状況が「Voluntary 

Carbon Markets Insights: 2018 Outlook and First-Quarter Trends」9（図 6-1）に整理されて

いる。ここで、2017 年度はクレジット創出量・償却量共に過去 大の値を記録されたことが示さ

れている。このクレジット創出量・償却量増加の背景には次項に記載するクレジットの需要増加

があると推察される。 

 

 

図 6-1  Voluntary Carbon Markets Insights: 2018 Outlook and First-Quarter Trends 

 

 

(2) クレジット活用に係る国際的な動向 

クレジットの活用が急増した要因は大きく①企業による自主的なカーボン・ニュートラル達成

のための手段と、②業界団体における規制対応があると推察される。以下それぞれ整理する。 

 

① 企業による自主的なカーボン・ニュートラル達成のための手段 

 近年、欧米企業を中心に自主的なカーボン・ニュートラル宣言を公表する企業が増加して

いる。例えばドイツの大手自動車部品メーカーであるボッシュは、2020 年までにカーボン・

ニュートラルの達成をホームページで公表10しており、その手法の一つとしてクレジットの

調達によるカーボン・オフセットも挙げている。 

                                                        
9 https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2018/09/VCM-Q1-Report_Full-Version-2.pdf 
10 https://www.bosch.co.jp/press/group-1905-02/ 
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 前項で紹介したとおり、グローバル企業では CDP・RE100・SBT といったイニシアティブへ

の参加が増加しており、再エネ証書の需要も増加しているが、再エネ証書はあくまでも電気

や熱の消費由来の温室効果ガス排出量に適用されるため、自社排出量を完全にゼロカウン

トすることはできない。そこで、国際的なイニシアティブへの対応から更に取組対象を拡大

し、クレジットを活用することで自社排出量を実質的にゼロカウントとするねらいがある

と推察される。 

 また、CDP・RE100・SBT が企業の排出量の算定方法として参照している GHG プロトコルは、

2019 年 10 月に適切な森林管理等による温室効果ガス吸収効果の評価方法の検討開始を

「Greenhouse Gas Protocol guidance on carbon removals and land use」11にて発表して

いる。同資料では“Land use”（適切な森林管理等）や“Land use change”（植林等）の温

室効果ガス吸収効果を企業の排出削減量に考慮する内容が記載されており、対象となる取

組の一つとして森林クレジット購入も挙げられている。仮に GHG プロトコルが定める企業

の排出量算定方法に、森林クレジットの効果が反映される場合、Ｊ－クレジットも含め、森

林クレジット需要が急増する可能性がある。 

 

② 業界団体における規制対応 

業界団体における規制ついて、大きく国際民間航空機関（ICAO）、国際空港評議会（ACI）、

国際海事機関（IMO）において、規制が発表されている。以下、それぞれの団体における規

制内容の概要と、クレジットの活用に関連する情報について整理する。 

 

1. ICAO 

ICAO では、第 37 回総会において、グローバル削減目標の一つとして 2020 年以降

温室効果ガスの排出を増加させない（“Well-to-wake greenhouse gas (GHG) 

emissions not exceeding 2020 levels in 2035”）ことを掲げており、その達成手

段として ICAO 第 39 回総会では、市場メカニズムを活用した全世界的な排出削減制

度 Global Market-Based Measures：GMBM）の導入が決議された。また、GMBM の具体

的な内容として「国際民間航空のためのカーボン・オフセット及び削減スキーム」

（Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation：CORSIA）

が 2021 年より開始される。 

2019 年 3 月に ICAO より CORSIA に使用可能なクレジットが満たすべき基準を制し

た文書「CORSIA Emissions Unit Eligibility Criteria」12が公開されており、11 の

プログラム設計に関する要素、8つの十全性に関する要件及び 8つの適格性に関する

要件が同文書にて示されている。 

また、2019 年 6 月 14 日～7月 12 日の間に CORSIA が定める基準に適合しているク

レジットの申請募集を行っており、14 のクレジットが申請をしている。2020 年 2 月

時点では ICAO における技術諮問機関（TAB）が申請内容の評価を行っており、結果は

2020 年 3 月に完了する見込みである。 

Ｊ－クレジットは上記申請に対応していない状況であるが、ICAO が定める基準は

                                                        
11 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/GHG%20Protocol%20Carbon%20Removals%20%20Land%20Sector%20Project%
20Overview%20FINAL.pdf 
12 https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/ICAO%20document%2009.pdf 



 

67 

満たしていると考えられる。CORSIA への参加国は約 80 か国あり、それらの国家間の

国際航空に伴う温室効果ガス排出量が対象となるため、大規模なクレジット需要が

発生すると考えられる。 

2. ACI 

 ACI では、空港における温室効果ガス排出量をカーボン・ニュートラルにすること

を 終目標とした認証制度（Airport Carbon Accreditation:ACA）を実施している。

ACI においても、ICAO と同様に ACA で使用可能なクレジットの基準を定めた文書

「Offsetting Guidance Document ISSUE 1」13が公表されており、“Verified Carbon 

Standard（VCS）”や“Gold Standard（GS）”をはじめとした 5種類のクレジットの使

用を認めている（Ｊ－クレジットは含まれていない）。なお、世界全体でカーボン・

ニュートラルを達成している空港は 54 あり、ACA におけるクレジット需要も一定規

模存在すると考えられる。 

 

3. IMO 

 IMO では、2018 年 4 月に温室効果ガス削減戦略が決議されており、長期目標とし

て今世紀中のなるべく早期に、国際海運からの温室効果ガス排出ゼロを目指すとし

ている。また中長期目標として、2030 年までに輸送効率を 2008 年比 40%改善、2050

年までに総温室効果ガス排出量を 2008 年比で 50%削減する記載があり、検討されて

いる対策の一つに市場メカニズムの導入がある。 

IMO における規制にはクレジットの活用可否は不明であるが、仮にクレジットの活

用が削減目標の達成手段として認められた場合、大規模なクレジット需要が発生す

ると考えられ、今後の動向に注視が必要である。 

                                                        
13 https://www.airportcarbonaccreditation.org/component/downloads/downloads/135.html 
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7． 今後のクレジット活用に向けて 

前章までに記載のとおり、Ｊ－クレジットの活用モデル構築と効果検証の実施、クレジット活

用における課題抽出と解決方法の検討、Ｊ－クレジット活用の普及啓発、海外動向の整理を行っ

た。本業務を通じて、今後のクレジット活用に向けての考察を記載し、本報告書のまとめとする。 

7.1 まとめ 

Ｊ－クレジット等のクレジット活用モデル構築と効果検証の実施（２章）では、クレジット種

別の特性を活かし、ターゲット属性を考慮し６つの構築モデルを提案した。活用モデルが実現し

た４つについてはアンケート調査等での効果検証を行い一般消費者が参加しやすいカーボン・オ

フセットのスキームを導き出した。一般消費者がスポーツの観戦チケットや、商品購入でカーボ

ン・オフセットに参加できるスキームが継続的な取組として有効であると考えられる。実現しな

かったモデルについては、実施の際に想定される課題を抽出し、それを解決できるスキームを提

示した。 

クレジット活用における課題抽出と検討（３章）においては、クレジットの仲介者、創出者、

活用者、地域版Ｊ－クレジット制度管理者、大規模にクレジット需要を抱える事業者といった幅

広いステークホルダーに加え、出版社を調査対象に加えることでカーボン・オフセットの効果的

な訴求についても調査を行った。「カーボン・オフセット」の言葉をメインにＰＲすることが必ず

しも効果的な訴求につながらないことが明らかになり、オフセットに取り組むことでどうなるか

をメッセージとして伝えることが重要であることが分かった。パンフレットのあり方も紙媒体が

良いかどうかの言及があり、手元に残る案内からＱＲコードで適宜Ｊ－クレジット制度ホームペ

ージの詳細ページへリンクを張ることも有効であることが分かった。カーボン・オフセットに取

り組むまでの行動変容につなげるには、情報過多にならないようアプローチすることも有効であ

ると言える。さらに、クレジット創出・活用の各申請の簡便化、クレジットの需要と供給のニー

ズが分かる市場プラットフォームの創設など制度のあり方についても解決の糸口を見出すことが

できた。 

国内のイベント等への出展（４章）では、ENEX 出展者プレゼンテーションと九州地方での説明

会を開催し、クレジット活用事例、横展開可能なモデル例、取組のきっかけやメリットを紹介し、

新規に取り組む事業者の需要を喚起した。また、川崎国際環境技術展、エコプロ 2019、ENEX2020

にＪ－クレジット制度ブースを出展し、ビジネスパーソンだけでなく一般消費者、子どもに対し

てもカーボン・オフセットの情報発信を行った。中でもエコプロ 2019 では、子ども向けカーボン・

オフセットパンフレットやクリアファイルの配布と、環境省 COOL CHOICE ブースの協力を得て同

ステージの発表、Ｊ－クレジットに関係する出展者と協働したクイズラリーを通じ、効果的な普

及広報を実施した。 

Ｊ－クレジット活用の広報活動（５章）では、パンフレット、チラシ、ポスターでの広報のほ

か、環境省 COOL CHOICE Twitter からのカーボン・オフセット事例の発信、ヤフー株式会社と連

携し同社が保有する社会貢献に関するアカウントからの SNS 発信など、様々なコミュニケーショ

ンツールでの情報発信を行った。 

海外動向の整理（６章）では、グローバル企業においても再エネクレジットの需要が高まって

いることが確認できた。他方、現在のＪ－クレジット制度ホームページの英語対応、クレジット

入札販売における販売予定クレジットの詳細情報公開といった情報公開の拡充が、今後の活用拡

大に寄与することが分かった。 
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上述のまとめを踏まえ、クレジット種類ごとのターゲットの考察と訴求にあたっての課題整理、

今後の活用促進に向けた対応方針について考えを示す。 

7.2 今後のクレジット活用促進に向けた対応方針 

今後さらなるクレジット活用促進を検討するにあたり、クレジット活用用途を大きく①一般消

費者等の参加により実現するカーボン・オフセットと、②大口需要家による排出量や調整後排出

係数の調整及び CDP 質問書・RE100 対応で再エネ調達量として活用するものの２つに整理する。

また、それぞれを実施するにあたり使用するクレジット種類は表 7-1 のとおりと想定する。 

 

表 7-1 クレジット用途別活用クレジット種別の想定 

クレジット活用用途 使用が想定されるクレジット種類 

①一般消費者等の参加により実現する 
カーボン・オフセット 

森林クレジット 

②大口需要家による排出量や調整後排出
係数の調整や CDP 質問書・RE100 対応 

再エネクレジット 

 

以下ではそれぞれの用途において、活用促進に向けた対応方針を整理する。 

 

① 一般消費者等の参加により実現するカーボン・オフセットの拡大 

 

前項にて整理したヒアリング結果のとおり、カーボン・オフセットにおけるクレジット活用量

の拡大においては、一般消費者にとって分かりやすく参加しやすいスキームが求められており、

カーボン・オフセットという言葉の分かりにくさが障壁となっていることがうかがえる。 

一方、現状の森林クレジットは、森林が吸収する温室効果ガスがクレジットとして認証されて

いるが、森林が持つであろうその他の効果（生物多様性保全や水資源確保等）はクレジットの中

では考慮されていない。また、近年の森林管理では、適切な施業に加え、木材の適切な流通にも

注目が集まっており、例えば「FSC（Forest Stewardship Council）認証」では、「森林管理の認

証（FM 認証）」と森林管理の認証を受けた森林からの木材・木材製品であることを認証する「加

工・流通過程の管理の認証（CoC 認証）」の 2種類が用意されている。 

今後、森林クレジットを中心としたカーボン・オフセットにおけるクレジット活用量の拡大に

おいては、温室効果ガス排出量の削減以外の上述した内容を、方法論の適用条件等にて考慮する

ことで、森林クレジット活用に係る対外的な訴求力が高まると考えられる。 

 

 

② 大口需要家による電力排出係数調整や CDP 質問書・RE100 対応 

 

再エネクレジットは、第 20 回運営委員会において「卒ＦＩＴ電源等の認証対象化」が正式に承

認され、今後クレジット創出量が大きく増加すると予想される。第 19 回運営委員会では卒ＦＩＴ

電源が認証対象化された際の創出ポテンシャルが示されており（図 7-1）、これまでの認証量に対

し 大約 2 倍の推計がされている。外資系日本法人等へのヒアリングでは、クレジット創出量の

拡大が必要な取組の一つとされており、今後再エネクレジットの活用規模が拡大することが期待
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される。 

図 7-1 卒 FIT 電源に由来するクレジット創出ポテンシャル 

（出典：第 19 回Ｊ－クレジット制度運営委員会資料） 

一方、クレジットに紐づくビンテージ情報や英語での情報発信等も含め、カーボン・オフセッ

トと併せて、分かりやすい情報発信の強化も検討する必要がある。本業務においては入門編とも

言えるカーボン・オフセットのパンフレットを作成したが、今後さらなる活用事例の増加に向け

ては、例えば環境省が平成 27 年にとりまとめた「カーボン・オフセットガイドライン」14の改訂

において、CDP 質問書や RE100 へのクレジット活用方法の解説を加えることで、各企業がクレジ

ット活用を検討する際の分かりやすい手引きを整備することができるだろう。 

 後に、６章で示したとおり、国際的にカーボン・ニュートラルを実現する機運が高まってお

り、海外におけるクレジット取引の活発化や、業界団体におけるカーボン・オフセットの推進も

確認された。Ｊ－クレジットの活用促進においては、これらの動向にも引き続き注視しつつ、必

要に応じて海外への情報発信も重要な取組と考えられる。

14 カーボン・オフセットガイドライン Ver.1.0（環境省、平成 27 年 3月 31 日） 

https://www.env.go.jp/press/files/jp/26732.pdf 
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Ｊ－クレジットを使ってカーボン･オフセットができます。
くわしくは、 こちらにご連絡ください。
発行：令和元年度Ｊ－クレジット活用促進支援委託業務
　　　　 受託事業者　みずほ情報総研株式会社
　　　　 　　　　　　　　 環境エネルギー第２部
　　　　　　　　　　　　　電話：03-5281-7588

カーボン ・ オフセットで変えよう！

温暖化が進む 地球をまもろう！

その方法のひとつ
「カーボン ・ オフセット」 を見てみよう

①
知
っ
て
②
へ
ら
し
て

③
オ
フ
セ
ッ
ト

あなたも できることからはじめよう！

地球温暖化防止のための取組を家族や
友だちに伝えて、 オフセットに参加しよう

使っていない部屋の電気を消そう

地元の野菜、 肉、 魚を食べよう

スポーツを見るとき、 旅行やお祭りに行くとき、 商品を買うときに、 カーボン ・ オフ
セットした試合 ・ 旅行 ・ イベント ・ 商品を選んでみよう。 家族や友だちに伝えて、
みんなでカーボン ・ オフセットの取組に参加してみよう！



①知って

4,480
わたしたちは　生活するうえで

1.98 0.24 +0.24－0.24＝±0

これを 「なかったこと」 にするには… 本が必要です。

日本で １家族が １年間生活すると　 約

+５　－5　＝　±0

地球をまもろう！

出典：林野庁 「森林はどのぐらいの量の二酸化炭素を吸収しているの？（http://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/20141113_topics2_2.html）

出典：温室効果ガスインベントリオフィス 「2017 年度家庭からの二酸化炭素排出量」（http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html）

①知って ②へらして ③オフセット

出典：環境省 「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース (Ver.2.6)」 交通区分別旅客人 ・ km 当たり
排出原単位を元に算出（https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/DB_V2-6.xlsx） ①②③のステップが 「カーボン ・ オフセット」 です。

カーボン ・ オフセットして変えよう！

温暖化が進む

たとえば…

キログラム キログラム
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