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現状のGHG排出量と、

取組みインセンティブとしての“カーボンクレジット”
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農林業由来の温室効果ガス（GHG）排出は無視できない状況
◆ 世界全体のGHG排出量は約520億トン（CO2換算）。このうち、農業･林業･その他土地利用（AFOLU）の排出は世界の排出全体の23％。

◆ 農業分野からのGHG排出について、水田、家畜の消化管内発酵、家畜排せつ物管理等によるメタンの排出や、農用地の土壌や家畜排せつ物管理等による

N2Oの排出が主な発生源として挙げられる。

出所：農林水産省「農業分野における気候変動・地球温暖化対策について」（令和3年12月）

世界の農林業由来のGHG排出量 日本の農林業由来のGHG排出量

現状のGHG排出量と、取組みインセンティブとしての“カーボンクレジット”
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GHG排出量削減に向けた対策オプション

◆取組みを促進・喚起させる対策オプションを、「規制」と「インセンティブ付け」に大別した場合、カーボンクレジットはインセンティブ

付けの一つとなり得る。

GHG排出量を
削減させたい

規制

インセンティブ

付け

炭素税・排出量取引等

補助金・カーボンクレジット 等

• GHG排出そのものに規制やペナルティ等を設定。

• 一例として、 2022年10月11日にニュージーランド政府は、牧畜・農業部門を対象とした

新たな地球温暖化税制度・メタン排出枠取引（Methane Units:MUs）の検討を公表。

• 排出削減取組みに係る資金補助や、排出削減量に戻づくカーボンクレジットの発行。

• 国内外にて、農林業を対象としたカーボンクレジット創出の動きが加速中。（以下一例）

日本：各種補助金やJ－クレジット制度の活用等

米国：Partnerships for Climate-Smart Commodities、Growing Climate Solutions Act等

欧州：Common Agricultural Policy、Sustainable carbon cycles等

現状のGHG排出量と、取組みインセンティブとしての“カーボンクレジット”
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カーボンクレジットや農業・脱炭素化の直近動向例
◆ COP27期間中・前後においても、カーボンクレジットや農業・脱炭素化に関する様々な新しい取組みが発表され、注目度が高まっている。

出所：各種公表情報より当社作成

現状のGHG排出量と、取組みインセンティブとしての“カーボンクレジット”

持続可能な市場イニシアチブ (SMI) アグリビジネスタスクフォース(Bayer, HowGood, Indigo Agriculture, Mars, McCain Foods, McDonald’s, 

Mondelez, Olam, PepsiCo, Sustainable Food Trust, Waitrose & Partners, Yara International) は、土壌の健康と生物多様性の促進と
改善を目指しながら、炭素排出量を削減することを目的としたアプローチである再生農業を拡大する方法に焦点を当てた行動計画「SCALING 

REGENERATIVE FARMING: AN ACTION PLAN」を発表。（2022年11月3日）

COP27議長国エジプト政府は、2030年までに最も気候に脆弱なコミュニティに住む40億人の回復力を強化するための30の気候変動適応策
「Sharm-El-Sheikh Adaptation Agenda」の一つとして、”農地拡大をすることなく、小規模農家を含む生計を改善しながら、収量を17%増加、
農場でのGHG排出量を21%削減する気候レジリエントで持続可能な農業への移行”を提唱。（2022年11月8日）

米国とアラブ首長国連邦は、COP26にて「Agriculture Innovation Mission for Climate」を発足。COP27では米国農務省Tom Vilsack長官
よりUSDAによる以下2つの貢献と、今後、 2023年5月８日から10日に、食糧・農業・研究財団（FFAR）の支援を受けてワシントンDCでAIM 

for Climate Summitを主催し、気候に関する画期的な取り組みをさらに促進することも発表。（2022年11月12日）
・Enteric Fermentation Research and Development Acceleratorへの500万ドル支援
・Efficient Fertilizer Consortiumへの500万ドル支援

アフリカにおいて2030年までに3億トン/年、2050年までに15億トン/年の自主的なカーボンクレジット創出等を目標に、Africa Carbon Markets 

Initiative(ACMI) を発足。（2022年11月8日）
カーボン

クレジット

関連

農業・

脱炭素化

関連

John Kerry米国気候担当特使、ロックフェラー財団、ベゾス地球基金は発展途上国におけるクリーンエネルギー移行の加速に民間資本を用いる
ことを目的としたEnergy Transition Accelerator(ETA)の創設に向けたパートナーシップを発表。クレジット取引を通じた、ホスト国NDC達成への
貢献や、企業のScope3目標への部分的な活用等について、各種イニシアティブとも連携しながら促進予定。（2022年11月9日）
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カーボンクレジットとは何か？どのような制度があるか？
◆ 一般にカーボン・クレジットとは、排出量見通し（ベースライン）に対し、実際の排出量が下回った場合、その差分をMRV（測定・レポート・

検証）を経てクレジットとして認証するものを指し、「t-CO2」単位で取引が行われる。

◆ また、国連・政府が主導し運営される制度と、民間セクターが主導し運営される制度が存在し、後者は規制や政策に関わらず自主的にクレ

ジット発行・活用が行われる性質を持つことから「ボランタリークレジット」と呼ばれる。

現状のGHG排出量と、取組みインセンティブとしての“カーボンクレジット”

出所：経済産業省「カーボン・クレジット・レポートの概要」（2022年6月）及び各種公表情報より

民間主導
（ボランタリークレジット）

政府主導

国連主導

二国間

国内

CDM （クリーン開発メカニズム）

JCM （二国間クレジット制度）

日本：J－クレジット制度
豪州：Emission Reduction Fund

中国：CCER

Verified Carbon Standard（VCS）

Gold Standard（GS）

Climate Action Reserve（CAR）

American Carbon Registry（ACR）等
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どのようなカーボンクレジット種類があるか？
◆ 様々な考え方が存在するが、一つの大まかな分類方法として、削減or吸収/貯留、自然ベースor技術ベースという分類を以下のように

行うこともできる。

現状のGHG排出量と、取組みインセンティブとしての“カーボンクレジット”

出所：経済産業省「カーボンニュートラルの実現に向けたカーボン・クレジットの適切な活用のための環境整備に関する検討会」（第１回）
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カーボンクレジットの発行量の推移
◆ CDMを代表とする国連/政府主導のクレジットの発行量は大きく減少している一方で、 VCSを代表とするボランタリークレジットの発行量

は大きく増加

現状のGHG排出量と、取組みインセンティブとしての“カーボンクレジット”

出所：世界銀行「State and Trends of Carbon Pricing 2022」

ボランタリークレジットを

中心とした発行量の増加
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ボランタリークレジットの種別ごとにみた発行量・活用量
◆ 発行量、活用量ともに堅調に増加しており、共に再エネ・REDD+（≒森林保全/減少回避プロジェクト）クレジットのシェアが高い状況。
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現状のGHG排出量と、取組みインセンティブとしての“カーボンクレジット”

2018年、IPCCが「2050年カーボン

ニュートラル」の必要性を公表。

これを受けたカーボンニュートラルへの

コミットと、クレジット需要も堅調に増加

出所：Trove research公表情報より当社作成



© 2022 Sumitomo Corporation

101010

02

事例紹介
国内事例：J－クレジット × バイオ炭

国内事例：J－クレジット × アミノ酸バランス改善飼料

国内事例：J－クレジット × 炭酸ガス施用システム

海外事例：VCS × 再生農法

海外事例：VCS × 反芻動物の飼料変更

海外事例：VCS × 水田中干し
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国内事例：J－クレジット × バイオ炭
◆ バイオ炭を農地に施用することで難分解性の炭素を土壌に貯留する効果をクレジット化。（関連方法論：AG-004）

事例紹介

出所：J－クレジット制度「AG-004：バイオ炭の農地施用」、
農林水産省「農業分野における気候変動・地球温暖化対策について」（令和3年12月）

• 施用したバイオ炭の量をモニタリングすることができれば、クレジット量の計算そのものは難しくはないが、バイオ炭の品質に関する

条件（炭素含有率及び 100 年後の炭素残存率のデフォルト値が適用できる種類であること、バイオ炭の精煉度が 0～9 度

であること等）がある点に注意。

計算
方法

• クレジット量は「施用したバイオ炭の量×炭素含有率×バイオ炭の100年後残存率×44/12）－バイオ炭の輸送・製造等に

係る排出量」で評価

一言
コメント

＜バイオ炭とは＞
燃焼しない水準に管理された酸素
濃度の下、350℃超の温度でバイオ
マスを加熱して作られる固形物
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国内事例：J－クレジット × アミノ酸バランス改善飼料
◆ 慣用飼料に代えてアミノ酸バランス改善飼料を給餌することにより、排せつ物管理からのN2O排出量を抑制する効果をクレジット化。

（関連方法論：AG-001）

事例紹介

出所：J－クレジット制度「AG-001：牛・豚・ブロイラーへのアミノ酸バランス改善飼料の給餌」より作成

• クレジット量は 「慣用飼料で飼養した牛・豚・ブロイラーの排せつ物を処理する過程でのN2O排出量－アミノ酸バランス

改善飼料で飼養した牛・豚・ブロイラーの排せつ物を処理する過程でのN2O排出量」で評価。
計算
方法

一言
コメント

• アミノ酸バランス改善飼料に転換しても、給餌量によってはプロジェクト実施前よりもプロジェクト実施後の GHG 排出量が増加

してしまう可能性があるため、プロジェクト実施前後の給餌量は、牛は「日本飼養標準」に基づく慣行レベルの 1.2倍を、豚は

「日本飼養標準」に基づく慣行レベルの 1.2 倍を、ブロイラーはブロイラー品種ごとに定められた栄養推奨値の 1.1 倍を上限値

とする等の条件に注意。
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国内事例：J－クレジット × 炭酸ガス施用システム
◆ 園芸用施設におけるCO2施用について、別途設置している空調用ボイラーの排気ガス等からCO2を回収し施用するシステムを導入することで、

化石燃料方式により施用していたCO2を削減する効果をクレジット化（関連方法論：EN-S-041）

事例紹介

出所：J－クレジット制度「EN-S-041：園芸用施設における炭酸ガス施用システムの導入」より作成

計算
方法

• クレジット量は 「炭酸ガス発生装置の使用に伴うCO2排出量－（炭酸ガス施用システムの使用に伴う電力の使用による

CO2排出量＋追加設備の使用に伴う電力の使用によるCO2排出量）」で評価。
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海外事例：VCS × 再生農法
◆ 再生農法（被覆作物、省耕起、輪作、農薬肥料減、放牧）の実践により農地の炭素量を増加させる効果をクレジット化。

（関連方法論：VM0042）

事例紹介

計算
方法

一言
コメント

• クレジット量は 「農法転換による土壌炭素増加量－農地における化石燃料使用に伴うCO2排出量－家畜放牧によるCH4

排出量等」で評価。※適用する方法論・土壌炭素モデルによって考慮事項・条件は様々変わり得る

• Indigo、TerraCarbonが2020年10月に開発したVM0042について、2022年11月7日時点では登録件数は0件であるが、

パイプラインは35件（米国、中国、インド等）存在。今後、プロジェクト数も拡大見込み。方法論も改定中であり、現状で

は土壌炭素量モニタリングは直接計測（Measure & Model、Measure & Re-measure）が求められているが、将来的な

リモートセンシングの活用についても検討中。

土壌炭素の直接計測手法

地表から最低深さ30cmまでの土壌を伝統的な測定方法
（乾式燃焼法・土壌質量均等法等）で定量化。
その他、一定条件下で以下のような手法も採用。
• Inelastic neutron scattering

（INS：中性子非弾性散乱）
• Laser-induced breakdown spectroscopy 

(LIBS：レーザー誘起ブレークダウン分光法)

• Mid-infrared (MIR) and visible nearinfrared

(Vis-NIR and NIR) spectroscopy

（中赤外・近赤外分光法）

出所：当社ニュースリリースより
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海外事例：VCS × 反芻動物の飼料変更
◆ 牛、羊、ヤギなどに代表される反芻動物への飼料を変更することで、腸管由来CH4放出量が削減される効果をクレジット化。

（関連方法論：VM0041）

事例紹介

計算
方法

一言
コメント

• クレジット量は 「飼料変更前のCH4放出量ー（飼料変更後のCH4排出量＋飼料生産と輸送に係るCO2・CH4排出量）」

で評価。※飼料変更で糞尿組成に変化がある場合、糞尿由来のCH4、N2Oも対象になる。

• 飼料に関する各種要件（飼料・食品規制の遵守、給餌説明書に乾物摂取量（DMI）の情報があること等）がある。

• 飼料変更前CH4放出量においては、DMIからの推計やデフォルト値など簡易計算が可能であるが、飼料変更後CH4排出量

は、査読付き論文等による証明又は、直接計測（Respiration chamber、Automated head chamber、SF6 tracer gas 

technique）が必要となる。

※牛の腸内発酵によるメタン排出を削減する効果のある飼料添加物

畜産家
飼料添加物※

製造/販売
低環境負荷
製品販売

給餌
（メタン排出抑制）

肉/乳製品
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海外事例：VCS × 水田中干し
◆ 稲作中の連続湛水状態から断続的湛水状態にすることで、湛水下のイネ・水田土壌中有機物が嫌気性分解により発生するCH4排出を抑制

する効果をクレジット化。（関連方法論：AMS-III.AU ※CDM方法論）

事例紹介

計算
方法

一言
コメント

• クレジット量は 「連続湛水状態におけるCH4排出量－断続的湛水状態におけるCH4排出量」で評価。

（同一の栽培パターンを持つ農地を最低3か所選出し、閉鎖式チャンバーでCH4計測が必要）

• 現在、中国を中心にプロジェクト登録申請が増加中。一方、日本においても水田の中干し延長によるCH4発生量の削減に

関する調査・研究は複数存在。

➢ 一例として、農研機構（H25）の発表では、中干しの期間を通常より3～14日（平均約6日）延長することで、コメ収量への影響を抑え
ながら、水田からのCH4発生を相当程度（14～58％、平均30％）削減できることが公表されている。

• 一方、水田生態系における生物多様性への影響も少なからず懸念されるため、様々な角度から検討が必要と推測。

出所：農林水産省「農業分野における気候変動・地球温暖化対策について」（令和3年12月）より
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03

各種ルール・創出手続きと、

創出拡大に向けた課題・期待
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カーボンクレジットを取り巻く各種ルール
◆ どのような削減・除去活動であってもクレジット化できるわけではなく、以下のようなルール・要件が存在する。（一部ご紹介）

追加性

永続性

測定可能性

二重計上防止

✓ その活動を行うことに対し何等かの障壁があり、クレジット収益が

あることにより実現することを証明する必要がある考え方。

→言い換えれば、クレジット化をしなくとも普通に進む活動は、

クレジット化の対象にならない。

✓ 制度によって証明方法や詳細な考え方は異なるが、経済的な

魅力度（財務障壁）や活動そのものの新規性（慣行障壁、

普及度等）で証明する方法があり、明らかに追加性を有する

活動に対するポジティブ・リストの設定もある。

✓ 削減・除去されたGHGは一時的なものではなく、将来に渡って

効果が継続されなければならないという考え方。

✓ 設備更新に伴う省エネ・再エネであれば基本的には問題ないが、

例えば、森林吸収に関しては、自然災害リスクも考慮した場合、

吸収効果が保証できない可能性もある。そのようなリスクにも備え、

保険制度（バッファー・リザーブ）という仕組みも現在のクレジット

制度では運用されている。

✓ 確かに活動を行うことで削減・除去が行われていると考えられるが、正確に

“●●t-CO2eの削減・除去をした”というモニタリング・算定・報告及び

それが第三者によって検証可能でなければいけないという考え方。

✓ 各制度では削減・除去活動に対し、算定式やモニタリング方法を定めた

「方法論」と呼ばれる文書を用意しており、それに準拠する必要があるが、

内容によっては直接モニタリングする手間を省く「デフォルト値」の採用や、

保守的な算定をすることでクレジット化の活動範囲を拡大するような動きも

ある。

✓ 一つの活動から二重でクレジットを発行したり、そのクレジットの活用について

二十訴求することを禁止する考え方。

✓ 最近では政府規制・各種制度（ETS/炭素税/インセンティブ措置）対象施設

におけるクレジット化の制限や、自社施設にて創出したカーボンクレジットを売却

した際のオンカウント（売却分は削減主張ができなくなる）ことのルール明確化

の動きも出始めている。

各種ルール・創出手続きと、創出拡大に向けた課題・期待

出所：当社作成
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二重計上に関する注意点
◆ カーボンクレジットを購入した企業はその購入分を主張する代わりに、売却した企業は売却分を主張できなくなる点に注意が必要。

A社 B社

100

トン/年 60

トン/年

設備更新前 設備更新後

100

トン/年

クレジット購入前

60

トン/年

クレジット購入後

クレジット

獲得量

B社に売却
クレジット

活用量

◆ A社もB社も本来は60トン/年と主張したいが・・・

◆ しかし、全体では40トン/年しか減っていないはずであり、

両社が主張してしまうと見かけ上、80トン/年の削減が発生。

◆ そのため、売った企業（A社）は売った分主張しては

いけないルールが存在。

◆ GHG削減目標がある企業は、本当にクレジット化する

べきかどうか？慎重な判断も必要。

各種ルール・創出手続きと、創出拡大に向けた課題・期待

出所：当社作成



© 2022 Sumitomo Corporation

202020

基準・要件規律化の動きもあり
◆ 前頁で紹介したカーボンクレジットを創出するにあたり求められる基準・要件について、新たな標準化の動きが台頭。

◆ 2022年7月、Integrity Council for the Voluntary Carbon Market（IC-VCM）が、“高品質なカーボンクレジット”に求める要件として、「コア炭素原則

（CCP: Core Carbon Principles）」のドラフトを公表。このドラフトはパブリックコンサルテーションを経て、2022年末までに最終化される予定。

◆ CCPは、全体的に厳しい内容が点在している他、従来のカーボンクレジットの基準に含まれていなかった 「持続可能な開発」「ネットゼロ移行」など、新たな要件が

追加されたことも特徴であり、今後の各制度・関係者の対応次第であるが、うまく機能するかどうか？は現状では未知数の状況。

追加性 クレジットの収益があることにより、排出削減／除去が実現する

情報公開 クレジット活動に関する情報を、網羅的かつ透明性を持って開示する

二重計上防止 クレジットの二重発行や二重訴求が行われていない

永続性 排出削減／除去が永続的、もしくは反転が完全に補償される

ガバナンス 透明性・説明責任・クレジットのクオリティを担保するガバナンスが存在

登録簿の整備 クレジット活動およびクレジットを特定・記録・追跡する登録簿が存在

第三者審査・検証 独立の第三者によるクレジット活動の審査・検証が要件化されている

削減/除去量の計量 保守的かつ科学的なアプローチによる排出削減／除去の計量

持続可能な開発と
セーフガード

セーフガードやベストプラクティスを遵守するガイダンス・ツールがあり、
持続可能な開発へネットポジティブなインパクトを創出

ネットゼロへの移行 今世紀半までのネットゼロ排出と不整合な活動のロックインを回避

コア炭素原則（CCP）【クオリティの高いクレジットの要件】 カーボンクレジットの属性表示等＋
＜属性＞
✓ クレジット活動の種類

➢ 削減／炭素吸収・除去（自然ベース／技術ベース）等

✓ パリ協定第6条2項に基づくホスト国承認の有無
✓ SDGsインパクト

➢ 気候変動以外のポジティブインパクトの定量化・検証

✓ 適応コベネフィット
➢ ホスト国の優先事項およびパリ協定7.1条に沿った、気候変動への適応

に貢献するどうか

＜パリ協定との整合性＞
✓ 適応策への資金拠出（Share of proceeds）
✓ グローバル排出量の全体的な削減（Overall mitigation of 

global emissions）
✓ ホスト国NDCとの二重主張対応（相当調整の実施）

出所：環境省「30by30に係る経済的インセンティブ等検討会」（第1回）等より当社作成

各種ルール・創出手続きと、創出拡大に向けた課題・期待
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カーボンクレジットがどのように創出されるか？
◆ カーボンクレジットは主に①プロジェクト登録、②クレジット発行の２段階で行われる。

各種ルール・創出手続きと、創出拡大に向けた課題・期待

プロジェクトの検討 プロジェクト設計書（PDD）作成 妥当性確認・登録 モニタリング 検証・発行

①プロジェクト登録 ②クレジット発行

✓ 削減/除去活動が、クレジット

の対象になりえるか？を検討。

✓ 主に制度の各種要件に適合

しているか否か？の確認や、

森林クレジットの検討におい

ては先住民・地域とのコミュニ

ケーションもこの段階で実施が

必要。

✓ ゴールは、クレジット化の可能

性が十分あること、その際の

大まかなクレジット量を確認

すること。

✓ 制度が定める要件に従ってPDDの

作成が必要。大まかな内容は以下

の通り。

• プロジェクトの詳細（実施地・実施
体制や取組み経緯など）

• 追加性の証明（プロジェクトがな
かった場合、どのようなシナリオがあ
りえたか？（ベースライン）を証明
する必要がある）

• ベースライン排出量の推計

• プロジェクト排出量の推計

• 不随する他排出量の推計

• モニタリング方法の詳細説明

• ステークホルダーとの会話状況

✓ 制度が認めた審査機

関より、PDDの内容

やプロジェクトの実態

が問題ないか？等の

審査を受ける必要が

ある。

✓ 審査には、書類審査

と現地審査の2種類

がある。

（審査機関は欧米に

本拠地がある会社が

多い。）

✓ 妥当性確認・制度の

確認等を経て、登録

プロセスが完了する。

✓ PDDで定められたモニタリング

項目について、その要求精

度・頻度で記録を取り、モニ

タリング報告書を作成。

✓ 近年では、リモートセンシング

データや他IoT機器由来の情

報を転記することで、報告書

作成コストを低減する動きも

加速中。

✓ 妥当性確認同様に、モニタ

リング報告書の内容について、

書類・現地審査が行われる。

✓ 検証・制度の確認等を経て、

発行プロセスが完了する。

✓ 発行されたクレジットは、電

子的に取り扱われ、登録簿

（レジストリー）で管理。

出所：当社作成
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創出拡大に向けた課題・期待

① モニタリング精度向上・測定効率化

✓ ボイラー更新や太陽光発電等のプロジェクトと比較し、土地利用プロジェクトに由来するGHG削減・吸収量は複雑で、

第三者による検証のハードルも高くなりやすい。

✓ 何をもって“高品質なクレジット”と表現するか？は答えが出ていないが、クレジット購入者にとっても安心して購入できる

ようにするべく、モニタリング精度の向上と効率化は重要課題と考えられる。

（衛星・ドローンデータ活用に代表されるリモートセンシングはそのサポート手法の一つかもしれない）

各種ルール・創出手続きと、創出拡大に向けた課題・期待

②一定価格帯でクレジットが売れる市場になること

✓ カーボンクレジットは原則相対で取引されるため、価格はケースバイケースであるが、農業由来クレジットは10~20ドル/トン

程度で取引されている模様。（※他自然ベースクレジットと比較し、相対的に高価格帯と推測）

✓ カーボンクレジット収益のみで事業性を担保することは難しいが、“インセンティブ”としてカーボンクレジットが今後も発展する

ためには、売り手にとっても・買い手にとっても納得感のあるクレジット価格帯が形成され、その価格帯でクレジットが売れる

市場を目指す必要がある。


