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カーボン・オフセットとは？
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家庭やオフィス、移動（自動車・飛行機）
での温室効果ガス排出量を把握する

省エネ活動や環境負荷の少ない交通手
段の選択など、温室効果ガスの削減努力
を行う

削減が困難な排出量を把握し、他の場所
で実現したクレジットの購入または他の場
所での排出削減活動を実施

対象となる活動の排出量の一部または全
部に相当するクレジットで埋め合わせ（相
殺）する



事例： 航空機利用の際の
カーボン・オフセット

事例： エネルギー購入の際の
カーボン・オフセット

市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等が商品を使用したり、サービスを利
用したりする際に排出される温室効果ガス排出量について、当該商品・サービ
スと併せてクレジットを購入することでオフセットするもの（購入は任意）

商品使用・サービス利用オフセット

カーボン・オフセットの事例（海外を含む）



販売額55円のうち５円をCDMのクレジット購
入へ

約1500万枚を発行

カーボンオフセット年賀

ビジネス事例（国内）

カーボンオフセット年賀状

商品使用・サービス利用におけるカーボン・オフセット①



ビジネス事例（国内）

オフセット・バック
• １枚当たり５円をクレジット取得に用
い、日本政府に寄附

２タイプ： Ｍサイズ 300円、Ｌサイズ350円

出典：http://www.7andi.com/news/pdf/2007/20080108_1.pdf

商品使用・サービス利用におけるカーボン・オフセット②

• 2007年末までに約22万7,600枚を
販売

• 販売額の2.5円分をオフセットに用
いる

• オフセット金額は60万円弱（約130
トンCO2）

• 販売状況は、ウェブサイト上で公開

出典： http://www.seiyu.co.jp/hachidori/index.shtml

販売価格：20円



ビジネス事例（国内）

オフセット旅行

• 通常料金に500円多く支払う
• バス、電車などの利用分、一人当たり20kgをオフセット
• 2008年度の利用者は２万人と見込まれている

商品使用・サービス利用におけるカーボン・オフセット③

グリーン電力証
書でオフセッ
ト！



リース車両から排出されるCO２をオフセットす
る

ビジネス事例（国内）

リース・サービスでのオフセット

商品使用・サービス利用におけるカーボン・オフセット④

クレジット

CDMプロジェクトから発行さ
れるクレジットでオフセット！



国際会議等でのカーボン・オフセット
事例： グレンイーグルスＧ８サミット

コンサート等でのカーボン・オフセット
事例： ap fesコンサート スポーツイベント等でのカーボン・オフセット

事例： FIFA W杯ドイツ大会

イメージ写真：
http://blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_83a/esperanza/
8269538.jpg

洞爺湖サミット及び関連会
議もオフセットする予定

会議・イベント開催オフセット

国際会議やコンサート、スポーツ大会等の主催者がそ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
（費用は主催者又は参加者が負担）

カーボン・オフセットの事例（海外を含む）



スポーツイベント（サッカー）が開催されるス
タジアムから排出されるCO2量をオフセット
オフセットには、CDMによるクレジットを使
用

ビジネス事例（国内）

スポーツイベント（サッカー）でのオフセット

会議・イベント等の開催におけるカーボン・オフセット

クレジット

CDMプロジェクトから発行さ
れるクレジットでオフセット！



自己活動オフセット

市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等が、他の場所で排出削減・吸収を
実現するプロジェクトからのクレジットを購入することで、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（費用は基本的に市民、企
業、NPO/NGO、自治体、政府等が自己負担）

自社ビルからの温室効果ガス
排出量をオフセット

自動車利用の際の
温室効果ガスをオフセット

日常生活からの温室効果ガスをオフセット
例：一ヶ月の電気料金のCO２換算分

カーボン・オフセットの事例（海外を含む）



国内事例

• オフセットする範囲（バウンダリ）と期間を決定

• CO2排出量を算定
• オフセットするクレジットを、プロバイダー等から購入

自社ビルからの排出量をオフセット

自己活動のカーボン・オフセット

クレジット

CDMプロジェクトから発行さ
れるクレジットでオフセット！



①購入者が自身の活動（航空機利用や電気代等）
の数値を入力

②オフセットしたい量又は割合を選択

③カード決済等での支払い
④オフセット証書や商品等を郵送で受取る

←選択、入力

インターネット販売

羽田－大阪（片道）
ＣＯ２排出量＝98.10ｋｇ
運賃+「オフセット料金」￥515

東京駅－新大阪駅（片道）
ＣＯ２排出量＝ 30.19ｋｇ
運賃+「オフセット料金」￥158

カーボン・オフセット・プロバイダーの事例

出典： https://www.co-j.jp/



カーボン・オフセットの意義

温室効果ガス排出の「見える化」
⇒自らの行動と温暖化と関係を知ることは、低炭素社
会の構築を行うことの重要な一歩

排出削減オプションの拡大
⇒温暖化対策に貢献する個人・企業等に手段を提供
（まずは削減努力、そしてオフセット）

排出削減を行うプロジェクトに対して支援を拡充
⇒対策の資金を供給する仕組としても有望
（国内外のコベネフィットプロジェクトなどの支援）
⇒カーボン・オフセットによる地域活性化
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我が国におけるカーボン・オフセットの
関心の高まりと指針の策定

G８洞爺湖サミットや京都議定書第一約束期間の開
始が与えるモメンタム
⇒市民・企業等がより積極的に温暖化対策活動へ
の参加を求めるうごき

我が国のカーボン・オフセットのあり方について
（指針）の策定
⇒確実な排出削減行為に裏付けられた適正な取組
の支援

これまでに40社がサービスの開始を発表
（2008年5月末現在、環境省調べ）
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急速に拡大するカーボン・オフセットの取組

2008年4月末現在、国内におけるカーボン・オフセット
の取組は約80件であり、商品・サービス型が大半を占め
る。2008年4月だけで約20件の商品・サービスが発表さ
れ、カーボン・オフセットの取組は急拡大している。

分 類 説 明 件 数

商品・サービス 市民、企業等が商品を使用したり、サービスを利用した
りする際に排出されるGHGについて、当該商品・サービ
スと併せてクレジットを購入することでオフセットするもの

40件

会議・イベント 国際会議やコンサート、スポーツ大会等の主催者がその
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

12件

自己活動 市民や企業等が、クレジットを購入することで、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

13件

特定者間 地域の森林保全への出資・寄付行為など、 市場を通さ

ずに特定者間のみで実施されるようなカーボン・オフセッ
トの取組。

11件



英国・米国等では、これまでのコンプライアンス
炭素市場に加えて、カーボン・オフセット市場が
急激に拡大
ビジネス等の様々な活動を通じて削減努力が可能
であり、経済活動の拡大と温暖化対策強化の両方
を実現するポテンシャル
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市場スキーム 取引量
（百万トンCO2）

取引総額
（百万米ドル）

取引量
（百万トンCO2）

取引総額
（百万米ドル）

CDM
（プライマリ市場） 537 5,805 551 7,426

CDM
（セカンダリ市場） 25 445 240 5,451

JI 16 141 41 499

ボランタリー市場 33 146 24 265



【基本的な条件の整備】

市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等に対し、
広くカーボン・オフセットの取組に関する認識の
向上、取組の促進

カーボン・オフセットの取組に関する情報の幅広
い共有と関連市場の育成

カーボン・オフセットの取組に対する信頼性の構
築
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カーボン・オフセットの課題



オフセットの対象活動に伴う排出量の算定（見える
化）

オフセットに用いられる削減・吸収量（クレジット）
の確実性・永続性・正確性の確保

オフセットに用いられるクレジットのダブルカウント
防止

オフセット・プロバイダーの活動の透明性の確保（消
費者等への情報提供）

オフセットに関する認定・ラベリング
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カーボン・オフセットの課題



低炭素社会の構築に向けたカーボン・オフセットに関
する考え方の普及

世界・日本におけるカーボン・オフセットに関する事
例・情報の提供

課題別ワークショップ、オープン・セミナー等の開催
運営

カーボン・オフセットに関する相談支援サービス（ヘ
ルプデスク）の提供
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カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）について

カーボン・オフセットフォーラムの活動
2008年4月設立、事務局：海外環境協力センター（OECC)



カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）について

5月30日ウェブサイト本格版公開

URL www.j-cof.org
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カーボン・オフセットに
関するイベントの掲示板

課題別ワークショップ等
の

お知らせ

カーボン・オフセットに
関する基準・手引き等の

参考資料

メールマガジンの発信



21

カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）について

オープン・セミナー等の開催

• 4月15・16日 J-COF キックオフ・
ミーティング

• 4月19・20日 アースデイ東京に出展

• 5月23～26日 環境フェアin Kobe
神戸セミナー及び出前ヘルプデスク開催

• 5月30日 オープン・セミナー
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カーボン・オフセットに関する今後の取組

• VER（自主的な認証クレジット）に関する検討会
-グリーン電力証書のCO2価値評価等

• 透明性の確保・第三者認定・ラベリングに関する
ワークショップ

• 排出量算定手法・バウンダリ設定手法等の提示

• 税務会計等に関する取り扱いの明確化

• モデル事業の実施、優良事例の表彰



ご清聴ありがとうございました。
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