
農林水産省
環境政策室

Ｊ－クレジット制度におけるバイオ炭の農地施用にかかる方法論に関する説明会資料
（令和２年１１月９日）

バイオ炭の農地施用を対象とした方法論について



１．「バイオ炭の農地施用」を対象とした方法論とは

２．バイオ炭を巡る現状・背景

３．方法論のポイント
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１．「バイオ炭の農地施用」を対象とした方法論とは

 本年９月30日、J-クレジット制度において「バイオ炭の農地施用」を対象とした方法論
が策定。本方法論は、バイオ炭を農地土壌へ施用することで、難分解性の炭素を土壌
に貯留する活動を対象。

 「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」と定義（2019年改良IPCＣガイドラインに基づく） 。

ベースライン プロジェクト実施後
【方法論のイメージ】

鉱質土壌の農地又は採草放牧地 鉱質土壌の農地又は採草放牧地

難分解性のバイオ炭の施
用により、炭素成分が長期
間分解されずに、バイオ炭
として地中に貯留される。 炭素（貯留）

CO2換算で評価



１．「バイオ炭の農地施用」を対象とした方法論とは

 方法論とは、 J-クレジット制度を活用したプロジェクトを実施するため、排出削減・吸収
に資する技術ごとに、プロジェクトの適用範囲、排出削減・吸収量の算定方法及びモニ
タリング方法等を規定した文書。

 本法論の詳細はこちら(Ｊークレジット制度HP）。
https://japancredit.go.jp/pdf/methodology/AG-004_v1.0.pdf

（参考）「バイオ炭の農地施用」の方法論の構成

１．適用条件
２．貯留量の算定
３．プロジェクト実施後貯留量の算定
４．プロジェクト実施後排出量の算定
５．ベースライン貯留量の考え方
６．モニタリング方法
７．付記
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https://japancredit.go.jp/pdf/methodology/AG-004_v1.0.pdf
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 2019年5月の第49回気候変動に関する政府間パネル（IPCC）総会にて承認された
「2019年改良IPCCガイドライン」※に、農地・草地土壌へのバイオ炭投入に伴う炭素固
定量の算定方法が追加。

 これを受け、2020年の我が国の温室効果ガスインベントリから、バイオ炭の農地施用に伴
う炭素貯留量の算定・報告を開始。これによれば、2018年度のバイオ炭の炭素貯留効
果による排出削減量は、約5,000トン-CO2。

※2006年IPCC国別温室効果ガスインベントリガイドラインの2019年改良

２．バイオ炭を巡る現状・背景

■バイオ炭（竹炭） ■バイオ炭を施用した農地
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 バイオ炭の農地への施用は、土壌の透水性、保水性、通気性の改善などの効果があると
いわれている。

地力増進法（昭和59年法第34号）の政令で、木炭は土壌改良資材に指定。

２．バイオ炭を巡る現状・背景

■地力増進法に基づく土壌改良資材の
表示の具体例（木炭の場合）

（出所）農林水産省
資料：林野庁「特用林産基礎資料（特用林産物

生産統計調査）」をもとに作成。

■木炭(竹炭・オガ炭含む）の生産量の
用途別内訳（2018年）

（単位：千トン）

工業用,
1.6, 7%

燃料用,
14.9, 68%

農業用,
2.5, 12%

その他,
2.8, 13%

2018年
生産量
22千㌧



バイオ炭を活用した地域の取組

気候変動の緩和を目的として、京都府亀岡市・
千葉県四街道市（北総）等において、未利用
バイオマスから製造したバイオ炭と堆肥とを混合す
る形で、農地炭素貯留を推進中。

これに先立ち、大学等が、投入技術、炭素貯留
量算定手法等について技術支援。

生産された農産物は認証を取得し、「クルベジ
（Cool Vege）」ブランドで販売。また、亀岡市
においては、一部地域企業が協賛金の支払う形
のビジネス・モデルを確立。

立命館大
（技術開発/効果算定）

龍谷大
京都先端大

（認証）

（販売）

（技術的支援）

消費者

京大
等

（バイオ炭の投入）

第三者機関

亀岡・北総クルベジ（生産者）

流通業者
（販売）

（協賛金の支払）地域企業

バイオ炭散布のようすバイオ炭の原料（放置竹林の竹）

※写真は「持続可能な農業のための気候変動対応技
術・農法の導入・拡大に関する国際ワークショップ」フィー
ルドツアー（2019年11月、北総クルベジ）にて撮影

２．バイオ炭を巡る現状・背景

McGreevy S. & Shibata A. (2010) 
Ann. Environ.  Sci., 4: 11-22.
柴田晃（2017）ランドスケープ研究, 
81(3): 284-285. 

農研機構

（一社）日本クルベジ協会
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３．方法論のポイント

（１）本方法論で対象とするバイオ炭の種類について

（２）適用条件について

（３）適用条件の確認方法について

（４）炭素貯留量（クレジット量）の算定方法について

（５）その他留意事項
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（１）本方法論の対象とするバイオ炭の種類について

 2020年の我が国の温室効果ガスインベントリの算定対象とされた、木竹由来の「白炭、
黒炭、竹炭、粉炭、オガ炭」の5種に加え、この5種以外を原料とするその他のバイオ炭に
ついても保守的な係数を設定することで対象とした。

■インベントリ報告書の算定対象とされたバイオ炭

※オガ炭は、鋸屑・樹皮を原料としたオガライトを炭化したもの。

オガ炭※

白炭

竹炭

黒炭

紛炭

■本方法論で対象とするその他のバイオ炭※

 家畜ふん尿由来(鶏ふん炭など）

 草本由来

 もみ殻・稲わら由来（もみ殻くん炭など）

 木の実由来

 製紙汚泥・下水汚泥由来

※2019 年改良 IPCC ガイドラインにお
いて、係数が提示されている種類
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（１）適用条件について

１．バイオ炭の施用に係る条件
条件１：バイオ炭を、農地法第２条に定める「農地」又は「採草放牧地」における鉱質

の土壌に施用すること。

２．バイオ炭の製造・品質に係る条件
条件２：燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度で焼成されて

いること。
条件３：バイオ炭の原料は、国内産のものであること。
条件４：バイオ炭の原料は、未利用の間伐材など他に利用用途がないものであること。

（燃料用炭の副生物も条件を満たす）
条件５：バイオ炭の原料には、塗料、接着剤等が含まれていないこと。

クレジット認証に当たり、適用条件を満たすことを確認する必要があるため、
確認結果を示す資料は必ず記録・保存しておいて下さい。



条件１について
 バイオ炭を施用する土地を、全国農地ナビ及び日本土壌インベントリーの画像等で確認。
① 農地台帳又は全国農地ナビ：地目が「田、畑、樹園地、採草放牧地」のいずれかであることを

確認。 https://www.alis-ac.jp/

② 日本土壌インベントリー：土壌分類が「A,C～J」のいずれか（＝B：有機質土ではないこと）を
確認。 https://soil-inventory.dc.affrc.go.jp/ 
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いずれも京都府亀岡市（宇津根橋周辺）

日本土壌インベントリ― 全国農地ナビ

（出所）全国農地ナビ（出所）日本土壌インベントリー（農研機構農業環境変動研究センター）

（３）適用条件の確認方法について



適用条件２について

 以下のいずれかの方法で、焼成温度と相関関係にある「精煉度」 又は「固定炭素比率」
を測定することにより、条件を満たすことを確認（プロジェクト登録時又は初回検証時）。

ア．木炭精煉計等を用いて精煉度を測定（精煉度が0～9度であることを確認）

イ．工業試験場等で固定炭素比率を測定（固定炭素比率が55％以上であることを
確認）

 上記の実測に基づく確認を実施して以降の検証時においては、同じ原料・製炭工程にて
バイオ炭を製造していることを保証する旨の文書によって、条件を満たすことを確認。
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（３）適用条件の確認方法について

適用条件３～５について

 バイオ炭の原料の供給元から、条件を満たすことを示す文書を取得し確認。
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木炭精煉計は、木炭表面の電気抵抗を計測し、木炭の炭化の度合いを測る計器。
炭化の度合いは「精煉度」として0～9の10段階（0が最高、9が最低）で表示される。

精煉度と炭化温度の関係は下表の通り。なお、精煉度が最低の9に満たない場合は針が
振れず、計測不能となる。

（出所）炭やきの会

（出所）一般社団法人 全国燃料協会「木炭の規格」

（参考）木炭精煉計について
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 バイオ炭の炭素貯留量の算定式

炭素貯留量＝①プロジェクト実施後のCO2貯留量－②プロジェクト実施によるCO2排出量

 ①プロジェクト実施後のCO2貯留量及び②プロジェクト実施によるCO2排出量は、
それぞれ以下のとおり算定。

①プロジェクト実施後のCO2貯留量

＝土壌に投入されたバイオ炭の量（t）×炭素含有率 ×100年後の炭素残存率 ×44/12

②プロジェクト実施によるCO2排出量
・バイオ炭原料やバイオ炭の運搬等により排出されるCO2

（４）炭素貯留量（クレジット量）の算定方法について

投入後100年間に
分解・排出される炭素
量を差し引くもの

※ベースラインのCO2貯留量は、農地にバイオ炭が施用されなかった場合の貯留量とし、０とする。



14

 バイオ炭の種類ごとに参照する「炭素含有率」と「100年後の炭素残存率」

（４）炭素貯留量（クレジット量）の算定方法について

分類 種類/原料※1 炭素含有率 100年後の
炭素残存率

インベントリ報告書
算定対象のバイオ炭

白炭

0.77
0.89黒炭

オガ炭
粉炭 0.80
竹炭 0.436（炭素含有率と炭素残存率を包含した値に対応）

自家製造品等その他の
バイオ炭※2

家畜ふん尿由来 0.38

0.65

木材由来 0.77
草本由来 0.65

もみ殻・稲わら由来 0.49
木の実由来 0.74

製紙汚泥・下水汚泥由来 0.35
※1：複数の種類のバイオ炭が混在している場合には、最も小さい値を使用する。
※2：インベントリ報告書の算定対象である種類のバイオ炭であっても、必要な証跡が揃っていない場合、

又はバイオ炭の種類を特定できる情報が取得できない場合はこちらを参照。

（出所）「日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2020 年 4 月」、「2019年改良IPCCガイドライン Table 4.2」
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（５）その他留意事項

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度

バイオ炭の種類 ・日本国温室効果ガスインベント
リ報告書等記載の区分を利用

検証申請時に最新のものを
使用

土壌に投入されたバイオ炭の量 ・実測、生産管理記録等で把握 対象期間で累計

①モニタリング方法について

 バイオ炭のプロジェクトを実施する場合に、プロジェクト実施後のCO2貯留量を算定するた
め、モニタリングすることが必要。主なモニタリング項目は、下表のとおり。

②バイオ炭を施用した農地を農地以外に転用した場合について

 当該プロジェクトで発行されたクレジットと同量のクレジットの補填が必要。
（プロジェクト実施者が所有するJ-クレジットの取り消し等）
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