
平成 21年 10 月 26 日

プレスリリース

社団法人 海外環境協力センター

カーボン・オフセット認証制度における認証案件について （お知らせ）

１．カーボン・オフセット認証制度の概要

２．認証案件の概要

平成 21 年 10 月 22 日（木）午後 2 時から開催されたカーボン・オフセット認証委員会の審議を経て、6

件の案件が認証を得ました。

申請者名
（プロバイダー名※1）

案件名 認証
区分

案件の概要

株式会社文化放送開
発センター
（株式会社 エコノ
ス ）

文化放送 “高木美保
close to you ”及び STV
ラジオ“千ちゃんの幸せ
ラジオドーム”の 2 番
組におけるカーボン・オ
フセット普及啓発キャ
ンペーン

Ⅰ - １
（ 商
品・サー
ビス）

本事業は平成 21 年度カーボン・オフセットモデル事業と
して採択されている。事業内容は下記の通り。
・オフセット啓発コーナーの放送
文化放送において 10 月～12 月までに毎週 1 回放送され
る 2 時間 30 分番組は「高木美保 close to you」 （毎週
土曜 07：30-10：00）のうち、5 分間をカーボン・オフセ
ット啓発コーナーとし放送する。放送エリアは関東広域圏
（1都 6 県他）このコーナーにおいて、カーボン・オフセ
ットの事例紹介、普及啓発となるような内容を放送する。
また、同放送を地方ネットワーク局である STV ラジオ局
の 2 時間番組「千ちゃんの幸せラジオドーム」（月～金
18:00-20:00）内において、月曜日に 5 分間のコーナーを
設けて放送する。
・上記 2番組のカーボン・オフセット
文化放送 2 時間 30分の放送×12 回分＝30時間、及び STV
ラジオ局2時間の放送×全12 回＝24時間の放送にかかる
使用機材の消費電力を、オフセット・クレジット J-VER
1t の無効化によりオフセットする。
本事業では放送に認証ラベルを付与し、番組ホームページ
上での広報を行う。

エコツーラボ合同会
社（カーボンフリーコ
ンサルティング）

エコバカンス Ⅰ - １
（商品・
サ ー ビ
ス）

カーボン・オフセット【エコバカンス】は、以下の全排出
量を京都クレジット「ＡＡＵ」の償却によってオフセット
するエコツアーです。

・ボート利用に伴う全排出量（燃料）
・エコバカンスを提供するためにエコツーラボ合同会
社が行う準備作業に伴う全排出量（電力／燃料／水道

○ 環境省は、カーボン・オフセットの取組を推進するにあたっての信頼性を確保するため、平成20年

2月にとりまとめた「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」に基づき、平成

21年3月18日に、「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準（Ver. 1.0）」

を公表しました。

○ 気候変動対策認証センターでは、環境省の公表結果を受け、カーボン・オフセット認証制度の実

施に必要な文書類の準備を進め、意見の募集（パブリックコメント）を経て、4月30日（木）には各界

の専門家で構成する運営委員会を開催し、審議が行われた結果、当制度が発効いたしました。

○ 10月22日（木）のカーボン・オフセット認証委員会の審議を経て、6件が認証を得ましたのでお知ら

せいたします。

カーボン・オフセット認証制度は、環境省の「カーボン・オフセットの取組に対する第三者

認証機関による認証基準（Ver. 1.0）」に基づく認証制度であり、適切なカーボン・オフセット

の取組に対してカーボン・オフセット認証ラベルの使用を認め、信頼性の高いカーボン・オ

フセットの取組の普及を図り、もって国民による温室効果ガス排出量の認識及び一層の削

減努力を促進することを目的としています。



申請者名
（プロバイダー名※1）

案件名 認証
区分

案件の概要

／廃棄物）
・全エコバカンス利用者の航空機利用に伴う排出量

＊那覇宮古往復排出量の 20％
オフセット量は 69ｔを予定している。
【エコバカンス】は、環境貢献型のエコツアーです。「観
光客が来れば来るほど美しくなる宮古島を目標」とし、環
境と経済の両輪を回す新しい沖縄観光モデルです。また、
【エコバカンス】とは、伊良部＆下地島エコバカンス、ビ
ジャス＆青の洞窟エコバカンス、吉野海岸エコバカンス、
池間島エコバカンスのことです。

尾崎食品株式会社
（株式会社アドバン
テック）

「柑橘王国」ブランドの
ビネガードリンクのカ
ーボン・オフセット（商
品名：酢ッキ）

Ⅱ（自己
活 動 オ
フ セ ッ
ト支援）

「酢ッキ」は、原料を愛媛県産の柑橘類に拘り、容器には
国産の間伐材を利用したカートカン容器を採用したカー
ボンオフセット飲料。商品１本あたり 1kg の京都クレジッ
ト（CER）を取得・無効化手続を行うことにより、「酢ッキ」
を購入した個人・団体等が地球温暖化防止に貢献すること
ができるようにするものである。オフセット量は 200ｔを
予定している。

カネフク製菓株式会
社
（株式会社アドバン
テック）

「規格外のせんべいを
無駄なく利用した「捨て
ません餅」のカーボン・
オフセット

Ⅱ（自己
活 動 オ
フ セ ッ
ト支援）

「捨てません餅」は、割れ、欠けなど規格外の煎餅も無駄
なく利用し、単位生産量を上げることによって単位生産量
当たりのエネルギー使用量を削減した環境配慮商品。保存
料・合成着色料を一切使用せず、食の安全にもこだわった
一品。商品１袋あたり 1kg の京都クレジット（CER）を取
得・無効化手続を行うことにより、「すてません餅」を購
入した個人・団体等が地球温暖化防止に貢献することがで
きるようにするものである。オフセット量は 100ｔを予定
している。

株式会社大阪前田製
菓
（株式会社アドバン
テック）

北海道産ばれいしょ澱
粉 100%使用の「大玉ぼ
ーろ」のカーボン・オフ
セット

Ⅱ（自己
活 動 オ
フ セ ッ
ト支援）

「大玉ぼーろ」は、原材料の澱粉に北海道産ばれいしょ澱
粉を 100％使用。香料・保存料・着色料を一切使用してい
ない食の安全にもこだわった一品。商品 1 袋あたり 1kg
の京都クレジット(CER)を取得・無効化手続きを行うこと
により、「大玉ぼーろ」を購入した個人・団体等が地球温
暖化防止に貢献することができるようにするものである。
オフセット量は 100ｔを予定している。

全日本空輸株式会社
（一般社団法人モ
ア・トゥリーズ）

ANA カーボン・オフセッ
ト プログラム事業

Ⅰ - １
（ 商
品・サー
ビス）

本事業は、携帯電話（モバイル）を使ったカーボン・オフ
セットサービスを提供するもの。顧客が携帯電話の画面上
で、移動する空港名を選択し、距離に応じた排出量を ANA
のカリキュレーター※2により算定し、当該排出量を顧客が
任意でオフセットする。オフセットには J-VER を用い、オ
フセット量は 400t を予定している。

※1 プロバイダー名は、申請代行事業者またはオフセット・プロバイダーとして案件形成に寄与しているあんしんプロバイダー制度参加者

※2 カリキュレーターの算定結果については、当制度認証範囲外



（参考）

カーボン・オフセット認証委員会 （一部を除き五十音順 敬称略）

佐藤 雄也（座長） 中央大学大学院公共政策研究科・理工学部 教授

池里 政弘 社団法人日本能率協会地球温暖化対策支援室 室長

奥 真美 首都大学東京 都市教養学部都市政策コース 教授

宍戸 旦 社団法人日本広告審査機構 専務理事

田中 忠良 財団法人省エネルギーセンター 省エネ機器普及本部 機器普及総括部 部長

永田 有吾 東京青山・青木・狛法律事務所

ベーカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所 辯護士

日比 保史 コンサベーション・インターナショナル・ジャパン 代表

山本 重成 財団法人日本品質保証機構地球環境事業部 次長

塚本 愛子 環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 室長補佐

家本 了誌 社団法人海外環境協力センター 主任研究員

カーボン・オフセット認証制度に関する関連情報につきましては、以下のホームページにおいて掲載して

おります。

○ 環境省 カーボン・オフセットのホームページ

○ カーボン・オフセットフォーラムのホームページ

○ 気候変動対策認証センターのホームページ

【参考情報】

○ カーボン・オフセット認証委員会開催予定と申請締切日

○ カーボン・オフセット認証制度今後の予定

[本プレスリリースに関する問合せ先]

気候変動対策認証センター(CCCCJ)事務局

社団法人 海外環境協力センター(OECC)内

担当：佐々木・金子・長谷・大原

ＴＥＬ：03-5425-3744 / ＦＡＸ：03-5425-3745

E-mail：info@4cj.org / URL: http://www.4cj.org


