
 

 
 

４．農業分野 

①特徴 

・ 家畜の飼料又は排せつ物管理方法を変更することで、家畜の排せつ物管理に伴う N2O

や CH4排出量を削減する方法論。 

・ 肥料を変更することで、施肥に伴う N2O排出量を削減する方法論。 

 

②基本的な算定方法 

・ プロジェクト実施後（PJ）排出量： 

プロジェクト実施後の活動量に、プロジェクト実施後の排出係数等を乗じることで算

定。算定式は日本国温室効果ガスインベントリに準ずる。 

GWPPJPJPJ ××= 排出係数等活動量排出量  
AL-001： 日）頭窒素含有量（排せつ物中に含まれる排出係数等 //tNPJPJ =  
AL-002： における排出係数の排せつ物管理区分家畜種排出係数等 nPJPJ k=  

）有機物　又は　（ tNNOtNttCH // 24 −  
AL-003： ）肥料の排出係数（排出係数等 tNNOtNPJPJ /2 −=  

 

・ ベースライン（BL）排出量： 

プロジェクト実施後の活動量と同等の活動量に、ベースラインの排出係数等を乗じる

ことで算定。算定式は日本国温室効果ガスインベントリに準ずる。 

活動量活動量 PJBL =  

GWPBLBLBL ××= 排出係数等活動量排出量  
AL-001： 日）頭窒素含有量（排せつ物中に含まれる排出係数等 //tNBLBL =  
AL-002： における排出係数の排せつ物管理区分家畜種排出係数等 mkBLBL =  

）有機物　又は　（ tNNOtNttCH // 24 −  
AL-003： ）肥料の排出係数（排出係数等 tNNOtNBLBL /2 −=  

 
・ 排出削減量： 

ベースライン排出量からプロジェクト実施後排出量を減じることで算定。 

排出量排出量排出削減量 PJBL −=  
 

③該当方法論 

方法論 No. 方法論名称 活動量 

AL-001 豚への低タンパク配合飼料の給餌 豚の頭数及び飼養

した日数 

AL-002 家畜排せつ物管理方法の変更 家畜の頭数及び飼

養した日数 

AL-003 茶園土壌への硝化抑制剤入り化学肥料の投入 施肥面積 
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【削減方法】  慣用飼料に代えて低タンパク配合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。 

【適用条件】 ① 慣用飼料給餌量が「日本飼養標準」の1.2倍を上回らないこと。 
② 慣用飼料に比べてCP含有率が1～3％低減された低タンパク配合飼料を給餌し、その

給餌量が「日本飼養標準」に基づく慣行レベルを上回らないこと。 
③ 排せつ物の処理方法は「貯留、天日乾燥、火力乾燥、強制発酵、堆積発酵、焼却、

浄化」のいずれかであること。 
④ 低タンパク配合飼料を給餌する家畜は肥育豚であること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

 肥育豚を低タンパク配合飼料ではなく、慣用飼料で飼養する場合に想定される温室効
果ガス排出量 

【主なモニタリング項目】  排せつ物の管理区分 
 肥育豚の平均飼養頭数及び飼養日数 
 慣用飼料及び低タンパク配合飼料のCP含有率（％） 

ベースライン        プロジェクト実施後        
【方法論のイメージ】 

AL-001：豚への低タンパク配合飼料の給餌 
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【旧制度と新制度の方法論の比較】 
  

国内クレジット制度 オフセット・クレジット 
（Ｊ－ＶＥＲ）制度 

対応する 
方法論 

（括弧書きは2013年２月 
時点でのプロジェクト登録件数） 

• ０３３ 豚への低タンパク配合飼料の給
餌（０件） 

• Ｌ００１ 低タンパク配合飼料利用によ
る豚のふん尿処理からのN2O排出抑
制（２件） 

旧制度の 
方法論からの主

な変更点 

本方法論に 
特有の事項 （特になし） 

• 慣用飼料の給餌量について、「日本飼
養標準」に基づく慣行レベルに安全率
20％を見込んだ水準に変更 

他の方法論と 
の共通事項 

• 係数を実測する場合のモニタリング頻
度を要求事項に設定※１ （特になし） 

その他 • 適用条件、ベースラインの考え方につ
いては変更なし。 

• ベースラインの考え方については変更
なし。 

※１ 例えば、低タンパク配合飼料のCP含有率は、年1回以上モニタリングすること。 



【削減方法】  家畜の飼養における排せつ物の管理方法を変更することによりCH4及びN2O排出量
を抑制する。 

【適用条件】 ① 温室効果ガスの排出が少ない排せつ物管理方法へと変更すること及びプロジェクト
実施前後の排せつ物管理方法が日本国温室効果ガスインベントリ報告書で規定され
る管理区分に該当すること。 

② プロジェクト実施前後で、家畜種を変更しないこと。 
③ 家畜は、日本国温室効果ガスインベントリ報告書で規定される牛（乳用牛又は肉用

牛）、豚又は鶏（採卵鶏又はブロイラー）であること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

 プロジェクト実施後の家畜排せつ物をプロジェクト実施前の管理方法で処理する場合
に想定される温室効果ガス排出量。 

【主なモニタリング項目】  プロジェクト実施前後の排せつ物管理区分 
 プロジェクト実施後の排せつ物管理区分ごとの家畜種ごとの飼養頭数及び飼養日数 
 排せつ物管理における燃料使用量及び電力使用量 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

AL-002：家畜排せつ物管理方法の変更 
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【旧制度と新制度の方法論の比較】 
  

国内クレジット制度 オフセット・クレジット 
（Ｊ－ＶＥＲ）制度 

対応する 
方法論 

（括弧書きは2013年２月 
時点でのプロジェクト登録件数） 

• ０３４ 家畜排せつ物の管理方法の変
更（０件） 

• Ｌ００２ 家畜排せつ物の管理方法の
変更（０件） 

旧制度の 
方法論からの主

な変更点 

本方法論に 
特有の事項 （特になし） （特になし） 

他の方法論と 
の共通事項 

• リーケージ排出（排せつ物の管理設備
の使用による排出）を明確にし、影響
度に応じた取扱い※１を設定 

（特になし） 

その他 • 適用条件、ベースラインの考え方につ
いては変更なし。 

• 適用条件、ベースラインの考え方につ
いては変更なし。 

※１ 5%以上の影響度：モニタリング・算定対象、1%～5%未満：算定対象だが、モニタリングの省略が可能。 
        1%未満：モニタリング・算定対象外 



【削減方法】  茶の栽培において、茶園に硝化抑制剤入りの化学肥料を投入し、プロジェクト実施前
の肥料投入量を減らすことで、土壌からのN2O排出量を削減する。 

【適用条件】 ① プロジェクト実施前に投入していた窒素含有化学肥料をジシアンジアミドが混合され
た化学肥料に代替すること。 

② 硝化抑制剤入り化学肥料を施肥する土壌で栽培する作物は茶であること。 
③ プロジェクト実施前後で、肥料の施肥方法、落葉・剪定枝の管理方法について変更が

ないこと。 
④ プロジェクト実施前に平均施肥量について1年間以上のデータがあること 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

 茶園において、硝化抑制剤入りではない肥料を施肥する場合に想定される温室効果
ガス排出量。 

【主なモニタリング項目】  プロジェクト実施後に硝化抑制剤入り化学肥料を施肥する面積及び平均施肥量 
 プロジェクトで施肥した硝化抑制剤入り化学肥料中の窒素量及びジシアンジアミド含

有量 
 プロジェクト実施前に化学肥料を施肥していた面積及び平均施肥量 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

AL-003：茶園土壌への硝化抑制剤入り化学肥料の投入 
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【旧制度と新制度の方法論の比較】 
  

国内クレジット制度 オフセット・クレジット 
（Ｊ－ＶＥＲ）制度 

対応する 
方法論 

（括弧書きは2013年２月 
時点でのプロジェクト登録件数） 

－ 
• Ａ００１ 硝化抑制剤入り科学肥料の

投入による茶園土壌からのN2O排出
抑制（０件） 

旧制度の 
方法論からの主

な変更点 

本方法論に 
特有の事項 － 

• ベースライン排出量を各都道府県の施
肥基準から実際の化学肥料投入量に
変更。 

他の方法論と 
の共通事項 － （特になし） 

その他 － • 適用条件、ベースラインの考え方につ
いては変更なし。 
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