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 概要: 近年、ボランタリー炭素市場は需要増大に応えて拡大すると共に、大きな注目を集めている。

同時に、市場の成熟化とパリ協定ルールブックの策定を控え、市場の信頼性を維持と効果的な投

資を行うために、クレジット制度の進化が求められている。本イベントでは、2020 年以降のパリ協定

の下でのボランタリーなカーボン・オフセットの取組及びクレジット制度のあり方について、政府、クレジ

ット制度、NGO、研究機関、業界団体、企業、から取組状況や見解が紹介された。特に、パリ協

定との関連では、ボランタリーな取組に相当調整が適用されるべきかどうか、企業がボランタリーな取

組の実施によるカーボン・ニュートラルもしくは他の主張がどのようになされるべきか、について意見が述

べられた。 

 

 発表：Introduction (Silke Karcher, BMU) 

[ドイツ環境省とボランタリー炭素市場との関わり] 

 ドイツ環境省は 10 年以上前からボランタリー炭素市場に大きなポテンシャルとチャンスを認め、Gold 

Standard の支援など行ってきた。本発表では、ボランタリー炭素市場への支援取組を紹介する。 

 まず、ドイツ政府は自らの GHG 排出についてカーボン・オフセットを行っている。連邦政府の全機関

の移動に伴う排出をオフセットするためにクレジット購入しており、他機関や民間セクターに対してオフ

セットの取組を推奨している。 

 また、研究調査的な取組として、ボランタリーなカーボン・オフセットにおける二重計上のリスク等を検

討するプログラムを実施し、2018 年及び 2019 年にはステークホルダーとのダイアローグを開催した。

更に、現在、ボランタリー炭素市場のポスト・パリ協定への移行に関する検討プロジェクトを計画して

いる。 

[ボランタリー炭素市場の動向と二重計上問題の重要性] 

 過去数年間でボランタリー炭素市場は急速に拡大している。背景として、多くの企業がカーボン・ニュ

ートラルを目指し、その途上で排出量の一部をオフセットする取組が多く見られる。また、市民レベル
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でも自らのカーボン・フットプリントをオフセットすることへの関心が増えている。 

 ボランタリー炭素市場は、国が策定している緩和策に対して追加的な取組であるべきで、そのために

二重計上を回避する取組／相当調整への対応が重要である。 

 

 発表：Key issues and proposals (Owen Hewlett, Gold Standard)  

[Gold Standardが重要視するポイント] 

 大きな視点からボランタリー炭素市場にとって重要な点を挙げると、インパクトを与えうる規模、規模

を実現するためのクレジット需給やクレジット品質の信頼性、信頼性を獲得するための論理的かつ

強力なアドボカシー、最後にこのアドボカシーが成り立つには十全性が必要である。様々な十全性が

あり、環境、持続可能な開発、制度レベル、ユニットレベルなどの観点があるが、それに加えて、外部

の仕組み、例えばパリ協定や SBT、との相互作用における十全性も重要である。つまり、Gold 

Standard はクレジット制度としての十全性の確保に加えて、外部のメカニズムと連携して気候危機

の解決に向けて取り組んでいる。 

 現在は、ボランタリー炭素市場にとっての重大な分岐点であると共にチャンスでもあり、Gold 

Standard が十全性を確保するために４つの重要な点があると考えている。 

1. パリ協定への協調：追加性や二重計上などの技術的課題への対処、パリ協定への貢献。 

2. 信頼される企業行動との統合：企業自らの削減努力を伴ったオフセットや SBT への適合等の

より良い企業行動への統合。 

3. 細分化した市場における整合：グローバル市場、各国市場、CORSIA など多様な市場におい

ても、パリ協定に沿った制度としてユニットレベルでの一貫性を保つ。 

4. 既存の仕組みの改善：ガバナンス強化（ISEAL加盟）、SDG との協調などを促進。 

[ポスト 2020年のボランタリー炭素市場に関する Gold Standardのポジション] 

 現在、Gold Standard は 2020年以降のボランタリー炭素市場のあり方に関するステークホルダーコ

ンサルテーション（2020 年 8 月 17 日まで）を行っており、Gold Standard の提案内容がコンサル

テーション用資料として「OPERATIONALISING AND SCALING POST-2020  VOLUNTARY 

CARBON MARKET」にまとめられている。 

 二重計上の回避：相当調整を行うユニットと行わないユニットを区別し、相当調整されたユニットは

「オフセットする(offsetting)」ことに適合するが、相当調整されないユニットは「資金支援された

(financed)」と主張すべき、と考える。また、Gold Standard を含むボランタリーなオフセット制度が、

国内炭素市場や SBT等の非オフセット制度において活用されるべきだと考える。 

 環境十全性の確保：ベースライン設定、温暖化係数、追加性アプローチなどを、パリ協定ルールブ

ックに沿った仕組みに更新する予定。また、既存の質の高いプロジェクトをパリ協定の枠組みへ移行

するための、ルールを検討していく。 

 インパクトの大きな活動へのフォーカス：炭素市場によるファイナンスが真に必要であり、持続可能な

開発への貢献ポテンシャルの高い活動を対象に取り組んでいく。また、対象となる活動について、特

に自然を基盤とした炭素吸収の分野（植林・再植林、ブルー・カーボン、農業）で拡大していく。 

 

https://www.goldstandard.org/sites/default/files/documents/2020_gs_vcm_policy_consultation.pdf
https://www.goldstandard.org/sites/default/files/documents/2020_gs_vcm_policy_consultation.pdf
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 発表：Addressing double claiming for the voluntary carbon market (Lambert 

Schneider, Oeko Institute) 

[二重主張の問題性とは] 

 本発表では、Climate Institute及び Gold Standard Foundation との共同研究プロジェクトの成

果を紹介する。 

 二重主張（Double claiming）とは、ある GHG 排出削減について、クレジットの買い手とプロジェ

クトのホスト国の双方が削減の主張を行うことである。これが本質的に問題となるのか、世界全体の

GHG排出にどう影響するのか、について考える必要がある。 

 特に重要な３つの問題点（他に、追加性やインベントリー反映などの問題もある）がある。 

 プロジェクトによる排出削減に応じて、ホスト国が緩和取組のレベルを下げるか否か。 

 クレジットを獲得したことにより、クレジットの買い手が自身の排出量を増加させるか否か。 

 クレジットの買い手が排出を増加させる場合、その排出が起こる国が緩和取組のレベルを上げ

るか否か。 

[二重主張による問題が生じるケース] 

 ３つのシナリオの組み合わせにより、ホスト国での排出（下図 3 列目）、クレジットの買い手が排出

を行う国（下図 6列目）、世界全体の排出（下図最右列）のへの影響が整理できる。 

 

 結論として、ボランタリー炭素市場での二重主張は、（緩和策としての）十全性を損なう可能性が

あるが、全てのケースにおいてあてはまる訳ではない。また、そのような問題が生じるかどうかは、プロジ

ェクト実施者やクレジット制度のコントロールの外にあり、関連国がどう対応するかにかかっている。 

[パリ協定におけるボランタリー炭素市場のアカウンティング（相当調整）] 

 COP25で作成された 6条ガイダンスのドラフト文書には、「国はNDC達成以外の目的に緩和成果
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を使用することを承認する。」とあり、NDC 達成以外の目的には CORSIA 及びボランタリー炭素市

場が含まれると考えられる。 

 ホスト国が緩和成果の使用を承認するかどうかは自主的に決めることである。一旦、ホスト国が承

認を与えた場合、相当調整を適用することが必須とされており、つまりホスト国は NDC 達成にこの

緩和成果を活用することを主張できない。 

[クレジット活用者による主張の２つのモデル] 

 １）排出のオフセット：自らの排出を埋め合わせてカーボン・ニュートラルを主張する。二重主張問

題が生じるリスクがある。デメリットとして、ホスト国の承認を得ることの困難さやリスクが想定される。メ

リットとして、ボランタリー炭素市場をパリ協定のアカウンティングに組み入れらえることである。 

 ２）緩和への貢献：自らの排出を埋め合わせず、ホスト国への支援／貢献（例えば資金支援）

を主張する。デメリットとして、今後クレジットの買い手の興味を惹くことに時間を要するだろうことが想

定される。メリットとして、埋め合わせを超え、様々な主張・支援のモデルが展開される可能性がある。 

 

 発表：Reflections on Gold Standard policy proposals and role of voluntary carbon 

market in corporate climate strategies (Brad Schallert, WWF) 

[ボランタリー炭素市場の役割] 

 過去数年間で、企業がバリューチェーンレベルでの野心的なGHG削減目標を掲げている。WWFが

考える望ましい形は、企業がまず SBT を設定し、更に SBT を超えた取組のための追加的な投資の

一部がカーボン・クレジットに投資される、という状態である。 

 ボランタリー炭素市場のパリ協定への協調も重要であり、WWF の現在の考えとしては、ボランタリー

なカーボン・クレジットについても相当調整を行うべきである。現状は、6 条ガイダンスが策定されてい

ないことや途上国が相当調整を行うキャパシティの不足など複雑な課題があるが、それが向かうべき

方向性だと考える。 

[買い手向けカーボン・クレジット・ガイダンスプロジェクト] 

 数カ月前より、WWFは EDF及び Oeko Institute と共同で、「買い手向けカーボン・クレジット・ガイ

ダンスプロジェクト(“Carbon Credit Guidance for Buyers” project)」を開始した。 

 独立系クレジット制度（VCS と Gold Standard）からのクレジット発行量は、2016年には約 2800

万トン、2019 年には 1 億 2500 万トンで約 4.5 倍になり、今後も市場が成長していくことが予想さ

れている。一方で、高品質なクレジットを示す明確なベンチマークが存在せず、WWF は独立した

NGOの立場から、高品質なクレジットを評価するガイダンスを作成している。 

 本プロジェクトは、４つのフェーズに分けて実施している。 

 フェーズ１：クレジットの品質を評価するための詳細要件（完了） 

レポート「What makes a high-quality carbon credit?」（2020年 6月） 

 フェーズ２：要件適用のための方法論 

 フェーズ３：様々なプロジェクトタイプへの格付けの適用 

 フェーズ４：フェーズ１～３に関するレポート発行 

 

https://www.worldwildlife.org/publications/what-makes-a-high-quality-carbon-credit
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 発表：ICROA’s position on the voluntary market post-2020 (Jonathan Shopley, 

ICROA) 

[ICROAの概要] 

 2008年に設立され約 15団体が加盟しており、全団体が ICROAのベストプラクティス・コードを遵守

することで、カーボン・マネージメント及びオフセットに関する品質保証を提供している。 

[2020年以降のボランタリー炭素市場のあり方] 

 ICAROA の方針について、ポジションペーパー「ICROA’s position on scaling private sector 

voluntary action post-2020」（2020年 3月）から説明された。 

１）ホスト国がボランタリーな取組による恩恵を受ける： 

ボランタリーな取組による GHG 削減は、ホスト国のインベントリー及び UNFCCC のアカウントで

保有され、ホスト国のパリ協定における緩和目標の達成／超過達成に貢献する。 

２）クレジット制度による削減の追加性を確保する： 

クレジット制度においてベースラインと方法論を常に更新し、規制及び BAU の範囲を超えた追

加的な GHG削減であることを保証する。 

３）パリ協定のアカウンティングの十全性が維持される： 

規制の範囲を超えたボランタリーな取組はUNFCCCレベルのアカウンティングに影響せず、削減

量はホスト国においてのみ記録され移転されない。 

４）ボランタリーな取組に対してカーボン・ニュートラルの主張ができる： 

企業による削減努力とクレジット制度における無効化による排出の埋め合わせがされることによ

りカーボン・ニュートラルの主張が可能。（2020年以前と変わらない整理） 

 ボランタリーな取組は、国際的な枠組みに基づく規制的な緩和策を補完する位置付けにあり、その

ための投資は規制の範囲を超えた追加的なものである。企業がカーボン・ニュートラルの主張ができ

ることは、企業による削減活動を促進する重要なドライバーであると考える。 

 全ての NDCが適切に策定・実施された状態においては相当調整することが適切だと考えるが、それ

が実現するまでは、（相当調整を行わない）移行期間が必要だと考える。 

 

 発表：Danone – Climate ambition (Marie-Pierre Bousquet, Danone) 

 Danone は 2008 年に初めて GHG 削減コミットメントを策定し、2015 年のパリでの COP21 を機に

取組みを大きく前進させ、2050年までのネットゼロ達成と関連する５つの目標を定めている。 

１）スコープ１～３までの排出削減を行う。（SBT、RE100 も実施） 

持続可能な調達など社会・環境に貢献するプロジェクトを世界各地で 80件実施している。 

２）カーボン・ポジティブの促進 

サプライチェーン内での生態系保全や土壌での CO2 吸収・貯留によるカーボン・ポジティブを促

進している。 

３）サプライチェーンにおける森林破壊を 2020年までに廃絶 

４）食物・水のサイクルにおけるレジリエンス強化（水域・水資源にかかる事業を多数実施） 

５）健康で持続可能な食品の推奨 

https://www.icroa.org/resources/Documents/ICROA_Voluntary_Action_Post_2020_Position_Paper_March_2020.pdf
https://www.icroa.org/resources/Documents/ICROA_Voluntary_Action_Post_2020_Position_Paper_March_2020.pdf
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 またオフセットの取組として、Danone 及び他投資家と共同で「生活カーボン基金(Livelihoods 

Carbon funds)」を運営し、植林・再植林、改良かまどなどによるカーボン・クレジットを創出している。 

 2018 年には、「Regenerative Agriculture」枠組みに参画し、持続可能な農業の実現に向けた

変革に取り組んでいる。（土壌保全、新世代の農家支援、アニマルウェルフェア、生態系保全） 

 2019 年には、「Business ambition for 1.5℃」及び「One Planet Business for Biodiversity 

(OP2B)」に署名した。 

 

 質疑応答 

Q1：野心の低い NDC目標を設定する国における負のインセンティブをどのように回避できるか？ 

A1 (Lambert Schneider)：どのようなプロジェクトタイプに投資するかが重要となる。投資対象が低コスト

な事業（Low hanging fruit）の場合、ホスト国の NDC実施に関するリスクが高まる。ついては、ホスト

国の脱炭素化を実現する変革的な技術への投資が必要であると考える。また、クレジット発行期間の短

期化や野心的（保守的）なベースライン設定によりクレジットの一部をホスト国に分配する等の仕組み

により、ホスト国が排出削減を確保することが可能である。 

 

Q2：SBT が近い将来にカーボン・クレジットの使用を受け入れることはあると思うか？ 

A2 (Owen Hewlett)：そのようなルール変更の可能性はなくはないが、今のところそのような話は聞いたこ

とがない。私の理解では、SBT の範囲を超えて補完的／追加的な取組としてオフセットを活用することは、

世界全体のネットゼロを達成するために必要な取組だと思う。 

 

以上 

作成：渡辺 潤 


