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序文 将来の展望 ポートフォリオ 学んだ教訓 はじめに 

序文 
気候変動による負担は、気象への物理的な影響の大きさや頻度が増加することも含め、年々

世界各地でより明確に現れるようになっています。2021 年には、マイクロソフト本社がある北米

太平洋岸北西部を、過酷な熱波、周囲の森林に壊滅的な被害をもたらす山火事の頻発、洪

水と土砂崩れを起こす大雨が襲いました。調査により、この北米太平洋岸北西部の熱波は、

「人為的な気候変動がなければまず起こり得なかった」ことが示されています。  

地球温暖化の現実は深刻なものですが、次のような希望もあります。  

• 炭素削減にコミットしようとする企業の気運が高まっています。 

• 炭素除去の需要が今までになかったほどに高まり、急速に成長しています。  

• 2021 年 11 月の COP26 で第 6 条が明確化され、炭素クレジットの国際取引に関

するルールが定められました。世界のリーダーたちは、この枠組みが気候成果をもたらす

ように気を配る必要があるものの、このことは重要な前進となりました。  

• 同月、バイデン米大統領は、自然を利用する炭素除去と技術を利用する炭素除去

の両方への投 資を盛り 込 んだ、超 党派の イ ンフ ラ投 資と雇 用に関す る法 案 

(Infrastructure Investment and Jobs Act) に署名しました。  

質の高い炭素除去市場によって近年の気候への取り組みに関する公約を実現するには、世界

と米国の両方においてより多くの課題がありますが、これらは勇気づけられるマイルストーンです。 

マイクロソフトでは、2030 年までにカーボン ネガティブを実現することを目指し、その戦略において

炭素削減を第一の、炭素除去を重要な第二の要素と位置づけています。来年には、バリュー 

チェーンにおける排出の大幅な削減と、炭素除去技術の市場拡大のサポートという 2 つのミッ

ションへの注力をさらに深めてゆきます。本稿には、この新興市場における大規模なバイヤーとし

て学んだ教訓を包み隠しなく反映させました。  

 

 

 

Elizabeth Willmott 

 

Carbon Program Director 

Microsoft Corporation 

 

Rafael Broze 

 

Carbon Removal Program Manager 

Microsoft Corporation 

https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/NW-US-extreme-heat-2021-scientific-report-WWA.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact/cop26-outcomes-market-mechanisms-and-non-market-approaches-article-6
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/08/fact-sheet-the-bipartisan-infrastructure-deal-boosts-clean-energy-jobs-strengthens-resilience-and-advances-environmental-justice/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/08/fact-sheet-the-bipartisan-infrastructure-deal-boosts-clean-energy-jobs-strengthens-resilience-and-advances-environmental-justice/
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はじめに 
マイクロソフトにとって、2030 年までのカーボン ネガティブというコミットメントを達成するには、炭

素削減と炭素除去の両方がきわめて重要です。戦略としては、炭素削減を優先し、炭素除去

は回避不可能な排出に使用します。  

当社は、気候危機に対処するためには、私たち全員が協力して情報を共有し、気候問題の解

決に向けて可能な限り早く行動することが必要だと強く信じています。2021 年 1 月には、炭素

除去に関する最初のホワイト ペーパーを発行し、当社のアプローチと、炭素除去に関する最初の

提案依頼 (RFP) の間に学んだことを明らかにしました1。2021 年 9 月には、Nature 誌のコメン

トで、さらなる知見を共有しました。  

これらに続く本稿では、2 年目の進捗について報告します。共通の基準がないことから始まり、

高品質の除去が高価であり (現在と将来の両方の需要に対して) 不足していることまでの主な

教訓について説明します。また、当社の炭素除去ポートフォリオに対する 2022 年度の追加につ

いても共有します。 

地球の状況: 「人類へのコード レッド」 

炭素除去市場を拡大することの緊急性は、この 1 年ひたすら拡大しています。2021 年 8 月の

気候変動に関する政府間パネル (IPCC) の報告書は、厳しい状況を描いており、これを国連事

務総長は「人類へのコード レッド」と呼んでいます。IPCC の報告書では、今世紀後半には毎年 

10 ギガトンの二酸化炭素を除去する必要があり、それを今すぐ進める必要があることを強調し

ています。重要なのは、これを前例のない炭素排出削減の代替とするのではなく、それと並行し

て行う必要があるということです。 

マイクロソフトは、2021 年 11 月に COP26 のプリンシパル パートナーを務めました。この会議の

重要な成果の 1 つは、第 6 条の前進でした。排出削減と除去のプロジェクトで発生したクレ

ジットを各国が自主的に取り引きできるオプションが加わりました。第 6 条は、気候金融、クリー

ン エネルギー開発、炭素除去の重要な牽引役となる可能性を持っています。ただし、世界の

リーダーたちは、これが意味のある気候成果をもたらすよう配慮し、不必要に管理を複雑化した

り、グリーンウォッシュを後押ししたりすることがないよう警戒しなければなりません。  

 

1 当社の炭素除去に関する最初のホワイト ペーパーが、急速に発展しているこの分野を探索して

いる方々にとって価値のある基礎となることを期待しています。 

https://news.microsoft.com/ja-jp/2021/02/04/210204-one-year-later-the-path-to-carbon-negative-a-progress-report-on-our-climate-moonshot/
https://download.microsoft.com/download/9/9/7/9978b8ee-52d2-4710-9553-2edb415aef54/Carbon_removal_white_paper_2021_jp.pdf
https://download.microsoft.com/download/9/9/7/9978b8ee-52d2-4710-9553-2edb415aef54/Carbon_removal_white_paper_2021_jp.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02606-3
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02606-3
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.un.org/sg/en/content/secretary-generals-statement-the-ipcc-working-group-1-report-the-physical-science-basis-of-the-sixth-assessment
https://www.washingtonpost.com/weather/2021/09/13/extreme-flooding-increase-climate-change/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2021/06/25/microsoft-principal-partner-cop26-un/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact/cop26-outcomes-market-mechanisms-and-non-market-approaches-article-6
https://download.microsoft.com/download/9/9/7/9978b8ee-52d2-4710-9553-2edb415aef54/Carbon_removal_white_paper_2021_jp.pdf
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COP26 では、気候に対する意味のある行動への民間部門によるサポートが、今までになく厚く

なっていました。今世紀半ばまでに炭素排出を実質ゼロ (ネットゼロ) にすることが大規模な気候

災害の回避に重要であり、また炭素除去はそのための重要かつ緊急の課題であるという認識

が広まっていました。多くの企業は既に行動しており、急いで炭素除去の方法を模索したり、長

期的な気候戦略の重要な取り組みとして炭素除去を挙げたりしています。たとえば、Carbon 

Direct、GlaxoSmithKline、JPMorgan Chase、Mars Company、Meta、Nestlé、Netflix、

Salesforce、Shopify、Stripe、Swiss Re などです。  

毎週多くの企業が気候に関するコミットメントを宣言する中、マイクロソフトのような当初から行

動を起こしてきた企業が、意味のある測定可能な気候成果を推進することの意味についてその

視点を伝えることが、ますます重要になってくると考えています。本稿がそのような議論に貢献す

ることを願っています。 

http://www.carbon-direct.com/
http://www.carbon-direct.com/
https://www.gsk.com/en-gb/responsibility/environment/carbon/
https://www.jpmorganchase.com/news-stories/jpmorgan-asset-management-acquires-campbell-global
https://www.mars.com/news-and-stories/press-releases/mars-pledges-fresh-climate-action-to-achieve-net-zero-emissions
https://about.fb.com/news/2021/06/2020-sustainability-report-how-were-helping-fight-climate-change/
https://winrock.org/project/nestle-climate-reduction-and-removal-project-request-for-proposals/#:~:text=Nestl%C3%A9%20has%20committed%20to%20reducing%20its%20greenhouse%20gas,%28For%20more%20details%2C%20see%20Nestl%C3%A9%20Net%20Zero%20Roadmap.%29
https://about.netflix.com/en/sustainability
https://www.salesforce.com/news/stories/behind-salesforces-approach-to-nature-based-solutions/
https://www.shopify.ca/about/environment/sustainability-fund?itcat=sustainability-fund&itterm=inter-environment
https://stripe.com/en-nz/climate
https://www.swissre.com/sustainability/sustainable-operations/co2netzero-programme.html
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2 年目で学んだ教訓  

 

以下のセクションでは、こういった教訓を掘り下げ、各自に具体的な行動を喚起することも含め、

炭素除去市場の育成と成長に必要と考えられる重要なステップを示します。 

市場には強力な共通の定義や基準がない 

昨年度の主な教訓の 1 つに、炭素除去の測定、検証、報告に関して一貫性のある基準が存

在しないということがありました。特に最も広く使用されている基準において、除去と (回避または

削減された排出を対象とする) オフセットとの区別が一貫した形で行われていません。さらに、ク

レジット システムが異なれば、そのソリューションの種類も異なり、耐久性 (正味の気候価値を決

める、大気から二酸化炭素を隔離する期間) に関する仮定も大きく違ってきます。 

教訓の概要 

1. 市場には強力な共通の定義や基準がありません。当社は独自の基準を策定して伝

達し、他の企業バイヤーも同じことを行っています。つまり、各組織が連携せず、簡単に

は比較できないバラバラなやり方で成果を追跡しているのです。これは非効率であるだ

けでなく、主張の間で整合性がとれなくなります。セクションに移動 >>> 

2. 高耐久性ソリューションが重要ですが、供給は限られ、高価でもあるため、多くの企業

は大規模な購入をできません。当社は、高価で高耐久のソリューションが手頃な価格

になることを必要としています。コストダウンには、複数年の需要に対する確約、直接投

資、支援的政策のどれもが大変重要です。セクションに移動 >>> 

3. 森林と土壌による炭素除去は、品質に関する深刻な課題に直面しているものの、そこ

からは炭素除去以外の短期的な気候価値とコベネフィットが得られます。自然を利

用するソリューションの課題から、炭素除去というものは、異なる種類のプロジェクトどう

しで簡単に比較できるような規格品ではないという事実の重要性が明らかになります。

それでも、自然を利用する炭素除去に対する企業の支援は重要だと考えています。当

社は、自然を利用するソリューションに対する批判を真摯に受け止め、このような種類の

プロジェクトにおけるリスクを軽減するための独自の方法を開発しました。セクションに移

動 >>> 
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特に最も広く使用されている基準において、除去と (回避または削減された排

出を対象とする) オフセットとの区別が一貫した形で行われていません。 

共通の基準が存在しない中でのデュー デリジェンスは、企業のバイヤーにとって重い負担となりま

す。特に自然を利用したソリューションの場合、発生した炭素除去の成果を証明することは困難

です。指針となる明確な基準がない中で、当社は独自の基準を策定し、他の組織でも同じこと

を行っています。炭素除去プロジェクトを評価する基準がないことは、購入候補の調査に対する

信頼が薄れるだけでなく、各組織が実質的に連携せず、簡単には比較できないバラバラなやり

方で成果を追跡していることを意味します。これは本質的に非効率で、主張の間の整合性がと

れなくなるリスクが発生します。  

たとえば、環境防衛基金 (EDF) の報告では、土壌炭素隔離は炭素除去において重要な役割

を果たす可能性があるものの、基準がないことから正味の気候に対する影響の測定、報告、検

証の方法がプロジェクトごとに異なります。このことは、比較可能性を損ない、バイヤーに不信感

を抱かせます。さらに、CarbonPlan による土壌炭素隔離に関する一般的なプロトコルの調査で

は、どのプロトコルも優れた気候成果を保証することができないと結論づけており、バイヤー自身

で個別のプロジェクトを評価することが必要になります2。ローレンス・リバモア国立研究所 (LLNL) 

が、Carbon Negative by 2030: CO2 Removal Options in the US for an Early Corporate 

Buyer において、このテーマをより詳しく調査しています。3  

この文脈では、当社は基準の強化を積極的に提唱しています。2021 年 5 月には、米国農務

省 (USDA) によるクライメートスマート アグリカルチャーと森林戦略に関するパブリック コメントに意

見を提出し、自然を利用した炭素除去に関する 3 つの課題 (高品質な基準の欠如、明確な

会計基準の欠如、高品質な炭素除去を大幅に大規模化することの必要性) に対して USDA 

が果たすことができる重要な役割についてコメントしました。2021 年 8 月には、EU 全体の炭素

除去認証メカニズムの設計オプションを評価するための欧州委員会 (EC) による調査に対して、

意見を提出しました。この機会を使って、メカニズムが、炭素除去ソリューションを測定するための

強力なベンチマークの確保、潜在的な負の外部性の回避 (またはその影響の最小化)、二重計

上の回避、追加性の促進に寄与するなどといった視点を強調しました。  

現在の国際政治の力学から、こういったトピックに関するさらなる曖昧さが生まれています。これ

は、COP26 の第 6 条の合意が、多くの未解決の問題を残し、高品質な炭素除去を定義する

という仕事を将来の作業グループに負わせてしまったためです。そのため、世界のリーダーたちは今

 

2 マイクロソフトが CarbonPlan に資金を提供して、この調査を実施しました。  

3 マイクロソフトが LLNL に資金を提供して、この調査を実施しました。   

https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWGG6f
https://www.edf.org/soilcarbon
https://carbonplan.org/research/soil-protocols
https://www.llnl.gov/news/lawrence-livermore-shares-recommendations-microsoft-reach-carbon-negative-goal
https://www.llnl.gov/news/lawrence-livermore-shares-recommendations-microsoft-reach-carbon-negative-goal
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から炭素市場のルールブックを作成する必要があり、その成功には詳細な監督と強い説明責任

が必要となります。国際取引のための厳格な会計、ガバナンス、パフォーマンスに関するプロトコ

ルは、その完成までに何年もかかり、世界中で受け入れられるにはさらに長い年月がかかる可能

性があります。 

 

高耐久性ソリューションが重要だが、供給は限られ、高価

でもあるため、多くの企業は大規模な購入をできない 

炭素鉱物化や直接空気回収などの高耐久性ソリューションは、二酸化炭素を数千年隔離し、

実質的に恒久的な炭素除去となります。このような技術による高耐久性ソリューションの反転リ

スクは、一般に自然によるソリューションの反転リスク (山火事により植林プロジェクトが破壊され

るリスクなど) ほど高くありません。しかし、こういったソリューションは現在非常に不足しており、1 

トンあたり数百ドルから数千ドルのコストとなるため、多くの企業は負担しきれません。私たちマイ

クロソフトは、ビジネス グループに内部的な炭素料金を課して、炭素除去の購入を補助していま

す。しかし、このような基金があっても、コストが高く供給が限られることから、高耐久性ソリュー

ションは現在当社のポートフォリオのごく一部でしかありません。  

負担可能な価格の供給を後押しする方法の 1 つとして、Swiss Re と Climeworks が 2021 

年 8 月に行ったように、企業のバイヤーが複数年購入契約を結ぶという方法があります。この種

の契約は、マイクロソフトや他の企業の再生可能エネルギー電力のバイヤーが過去 10 年間に締

結した購入契約に類似したもので、主流の再生可能エネルギーの供給と採用に貢献しました。

当社は、炭素除去の複数年購入契約の機会を積極的に模索し、要請しています。   

負担可能な価格の供給を後押しする方法の 1 つとして、企業のバイヤーが複

数年購入契約を結ぶという方法があります。 

さらにマイクロソフトは、Climate Innovation Fund による資本投資を通じてプロジェクトの開発

を支援しています。その一例として、当社が Climeworks の直接空気回収ビジネスの顧客であ

行動喚起: 

企業のバイヤーは、最も明確で最新の科学に従った強力な自主基準を支持し、政

府機関や政府間組織に対して炭素除去の品質を監督する独立した役目を果たす

よう積極的に提唱してください。  

https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20210825-swiss-re-climeworks-partnership.html
https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20210825-swiss-re-climeworks-partnership.html
https://news.microsoft.com/ja-jp/2021/02/04/210204-one-year-later-the-path-to-carbon-negative-a-progress-report-on-our-climate-moonshot/
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ると同時に投資家であり、同種のものとしては初めてとなる同社の商用グレードの完全に再生

可能な炭素除去と炭素鉱物化のモデルを大規模化することを目指しているということがあります。

また、Breakthrough Energy Catalyst に 1 億ドルを供与して、直接空気回収など、グローバル

なネットゼロの達成に必要な技術ソリューションの開発を加速させています。  

また、政府が高耐久性ソリューションに向けた健全な環境を構築する行動を起こすよう提唱して

います。2022 年 1 月には、米国エネルギー省 (DOE) からの炭素除去に関する情報提供の要

請に対して、こういったソリューションに対する政府の支援の重要性についてコメントしました。  

上述のとおり、当社は米国政府の研究所であるローレンス・リバモア国立研究所 (LLNL) に出

資し、2030 年の米国の主要なプロジェクト タイプでの炭素除去供給の予測に関する研究を完

成させました。LLNL の研究によれば、2030 年の米国で予測される除去の量は、私たち個人の

ニーズをはるかに超える可能性があり、2030 年に向けた拡張可能なソリューションは既にテスト

が始まっている可能性が高いということです。しかし、高耐久性除去のコストが下がるスピードや、

こういったソリューションの世界全体での総量が地球の蓄積ニーズを満たすかどうかに関しては、

重要な問題が残されています。  

 

森林と土壌による炭素除去は、品質に関する深刻な課題

に直面しているものの、そこからは炭素除去以外の短期的

な気候価値とコベネフィットが得られる 

現在、自然を利用したソリューションが炭素除去市場の主流です。最も入手しやすく、最も低コ

ストであり、引き続き現在の炭素市場の主力となっています。一方、気候リスクや人為的破壊

に対して最も脆弱なものでもあります。私たちは、マイクロソフトが 2020 年に購入した森林炭素

プロジェクトの一部が山火事で焼失したときに、このことを身をもって経験しました。反転リスク 

(貯留した炭素が大気に放出されるリスク) は、自然を利用したソリューションのリスクとしては、

過小評価されているものの 1 つにすぎません。他にも、流出のリスク (たとえば、木材市場から別

の市場への排出の移行) や、弱い追加性と疑わしい基準などのシステム上の問題 (森林プロ

ジェクトと土壌プロジェクトの両方が該当) といった本質的な懸念があります。  

行動喚起: 

企業のバイヤーは、複数年購入契約、投資、政策提言を実行して、負担可能な価

格の高耐久性除去の開発を支援する必要があります。  

https://news.microsoft.com/ja-jp/2021/02/04/210204-one-year-later-the-path-to-carbon-negative-a-progress-report-on-our-climate-moonshot/
https://blogs.microsoft.com/blog/2021/09/19/further-faster-together-microsoft-donates-100-million-to-breakthrough-energy-catalyst-to-accelerate-and-scale-climate-tech/
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特に企業は、森林再生プロジェクトが環境に配慮した堅実な設計がなされるよう注意を払う必

要があります。当社は、Kew による再生に向けた 10 の黄金律などの原則を、当社のプログラム

にも採用しようと取り組んでいます。4  

 

 

4 許可を得て再掲しました。 

Kew による再生に向けた 10 の黄金律 

Kew 王立植物園と植物園自然保護国際機構 (BGCI) が主導する国際的な科学者グ

ループは、生物多様性を守り、大気から炭素を除去して気候変動に対処するために、次の

ような森林再生に向けた 10 の黄金律を定めました。 

1. まず既存の森林を保護する: そのために、保護区を増やし、森林伐採を制限す

る。 

2. 地域の人々と協力する: 長期的な成功と利益の公平な分配のために。 

3. 生物多様性の回復を最大化して複数の目標を達成する: そのために、天然林を

回復する。 

4. 森林再生に適した場所を選ぶ: そのために、天然の草原や湿地などの森林以外

ではなく、以前に森林だった土地に植林する。 

5. できるだけ天然林の再生を利用する: 場所によっては低コストで効果も高くなる。 

6. 生物多様性を最大化する樹種を選択する: 在来種を中心に、できるだけ希少

種や絶滅危惧種とも組み合わせて使用する。 

7. 気候変動に順応できるレジリエントな品種を使用する: 遺伝的に多様で、現在

と将来の環境条件に合う地域から採取した種子や苗を選択する。 

8. 前もって計画する: 早期に開始し、適切な現地のインフラを使い、適切なトレーニ

ングをプロジェクト チームに実施する。 

9. 習うより慣れろ: 既存の知識を参照し、小規模なトライアルを行ってからプロジェク

トを開始する。 

10. 利益を出す: カーボン クレジット、サステナビリティな方法で生産された林産品、エ

コツーリズムから収入を得るなど。 

https://www.kew.org/read-and-watch/10-golden-rules-for-reforestation
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こういった注意点はありますが、自然を利用する短期的な炭素除去は、気候と社会に重要な

利益をもたらし、ピーク時の温暖化を抑え (世界が大幅な脱炭素化を達成した場合)5、気候変

動の影響に対する地域的なレジリエンスを向上させる (森林や土壌の再生による土壌流出と

洪水の防止、マングローブによる沿岸の暴風緩衝帯の設置など) ことが可能です。こうしたことか

ら、当社は、企業のサステナビリティ プログラムにおいては、自然への投資を控えるのではなく、よ

り高い意識、基準とセーフガードの改善に対する深い関与、実際の管理と成果に関する透明性

をもって投資すべきと考えています。  

自然を利用する短期的な炭素除去は、気候と社会に重要な利益をもたらし、

ピーク時の温暖化を抑え、気候変動の影響に対する地域的なレジリエンスを

向上させることが可能です。 

マイクロソフトでは、不十分な点があっても明らかな炭素除去効果のあるプロジェクトに対して内

部控除を適用しています。たとえば、炭素ベースラインに疑問があるとわかったプロジェクトがあっ

た場合、購入したクレジットの 10% を控除し、内部的には 90% のみを計上します。こうすると、

一部のプロジェクトでは 1 トンあたりの実質的な価格が上昇します。より明確な基準がこの 10 

年で市場に行き渡れば、こういった内部控除は減ると予測しています。  

一方、多くの土壌炭素プロジェクトでは、耐久性を保証する期間がきわめて短くなる傾向があり

ます。より手厚いリスク プールや、古い加入を新たな加入に置き換える回転炭素ファシリティなど、

耐久性を延ばす契約上のイノベーションがないかと期待しています。  

最後に、当社は、環境にやさしく、持続可能な暮らし、気候に関する目標を同時に推進する自

然を利用したプロジェクトにも高い優先度で取り組んでいます。今年のポートフォリオの例として

は 、 CommuniTree Carbon Program 、 Acorn 、 TIST Program in Kenya 、 Jubilación 

Segura、Delta Blue Carbon – Phase 1 といったプロジェクトがあります。6  

 

 

5 Matthews, H. D.、Zickfeld, K.、Dickau, M.、MacIsaac, A.、Mathesius, S.、

Nzotungicimpaye, C. および Luers, A.。In Press. “Temporary Nature-based Carbon 

Removal Can Lower Peak Warming in a Well-below 2℃ Scenario” Nature 

Communications Earth & Environment 

6 当社は、2021 年 7 月に Carbon Direct と共に発表した高品質炭素除去の基準として、プ

ロジェクト提案の評価に使用する基準を明確化しました。  

https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWGG6f
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行動喚起:  

企業のバイヤーは、自然を利用した除去プロジェクトからクレジットを購入する場合、

そういったプロジェクトのリスクとベネフィットの両方について学び、より高い基準を提

唱し、プロジェクトの成果についての透明性を確保する必要があります。 
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2022 年度の 

当社の炭素除去 

ポートフォリオに 

追加したプロジェクト 
2022 年度の RFP には、35 か国 67 名から 106 プロジェクトの応募がありました。2021 年度の 

79 名、189 プロジェクトからは、かなり減っています。これは、今年度の基準がより明確になった

こと、炭素の除去と回避の区別に関するサプライヤーの認識が高くなったこと (共通の基準がな

いにもかかわらず)、プロジェクトに対する要求が高いことが反映されたものだと考えています。また、

一部のプロジェクト提案者が、長い RFP アンケートやデュー デリジェンスのプロセスを嫌った可能

性もあります。  

2022 年度の提案の中から、これまでに 21 プロジェクト、二酸化炭素 150 万トン (mtCO2) 以

上の炭素除去クレジットを契約し、年度目標を達成しました7。当社のポートフォリオは、今回も

低耐久性の自然ソリューションに偏っており、全購入量の 99% 以上となっています。 

• 低耐久性ソリューション: 9 件の森林プロジェクト、1 件の土壌プロジェクト、1 件のブ

ルー カーボン プロジェクト (合計 >149 万 mtCO2) 

• 中耐久性ソリューション: 6 件のバイオ炭プロジェクト (合計 >1 万 mtCO2) 

• 高耐久性ソリューション: 1 件のバイオオイル プロジェクト、1 件の炭素利用 (CO2U) プ

ロジェクト (合計 < 1,000 mtCO2) 

 

7 この全量がマイクロソフトの 2022 年度の排出量に提供されるわけではありません。排出量へ

の適用に関する詳細については、毎年発表される Environmental Sustainability Report で

報告する予定です。 
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当社のポートフォリオ価格の加重平均は 1 mtCO2 あたり 19.40 ドルであったのに対して、当社

が受け取った全応募の加重平均は 1 mtCO2 あたり 16.85 ドルでした。8   

プロジェクト選定の方法や当社が受け取った提案の詳細については、以下の資料をご覧ください。 

• 当社が明らかにしたプロジェクトの種類、主に考慮すべき事項、リスク (とその対策) に

ついては、2021 年度のマイクロソフトによる炭素除去への取り組みに関するホワイト 

ペーパーをご覧ください。  

• 当社の選定基準に関する詳細な指針については、Carbon Direct による Criteria for 

High-Quality Carbon Dioxide Removal をご覧ください。  

• 2022 年 度 に 受 け 取 っ た プ ロ ジ ェ ク ト 提 案 の 概 要 に つ い て は 、 FY22 project 

submissions dashboard をご覧ください。9   

以下の表に、当社が新規に契約した炭素除去の購入を量が多い順に記載しています。

 

8 統計値は、マイクロソフトが価格データを匿名化した形で集計して使用することに合意した RFP 

応募者を対象としたものです。一部のデータ ポイントは、データ品質上の理由から、専門家の判

断に基づいて集計から除外しています。  

9 前年度 (2021 年度) の RFP への応募と、その後に行った投資については、FY21 carbon 

removal project dashboard をご覧ください。 

耐久性の定義と例 

• 低: 一般的に、100 年未満の間、炭素を隔離するソリューションを指します。森林や土壌によるアプ

ローチが主な例です。当社のポートフォリオには 100 年以上の耐久性で契約したプロジェクトもありま

すが、本質的に反転リスクがあるため、低耐久性に分類しています。 

• 中: 一般的に、100 年から 1,000 年の間、炭素を隔離するソリューションを指します。バイオ炭が現在

ある中耐久性アプローチの主なものです。 

• 高: 一般的に、数千年の間、炭素を隔離するソリューションを指します。地下貯留によるバイオマスの

アプローチ (バイオオイルを含む)、直接空気回収、鉱物化が、このカテゴリで最もよく知られたアプロー

チです。  

https://download.microsoft.com/download/9/9/7/9978b8ee-52d2-4710-9553-2edb415aef54/Carbon_removal_white_paper_2021_jp.pdf
https://download.microsoft.com/download/9/9/7/9978b8ee-52d2-4710-9553-2edb415aef54/Carbon_removal_white_paper_2021_jp.pdf
http://aka.ms/carbonremovalprojectcriteria
http://aka.ms/carbonremovalprojectcriteria
https://aka.ms/FY22MSFTCarbonProjectSubmissions
https://aka.ms/FY22MSFTCarbonProjectSubmissions
https://aka.ms/MSFTCarbonProjectSubmissions
https://aka.ms/MSFTCarbonProjectSubmissions
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サプライヤー プロジェクト 所在地 種類 説明 
新規契約量 

(mtCO2) 
認定 

契約上の 

耐久性  

(年数) 

The 

Forestland 

Group, LLC 

The 

Forestland 

Group CT 

Lakes 

ニューハンプシャー

州 

森林 コネチカット川の源流を

守る 146,435 エーカー

の森林管理の改善 

400,000 ACR、CARB 100 

Arbor Day 

Foundation、

Natural 

Capital 

Partners 

CommuniTree 

Carbon 

Program 

ニカラグア 森林 歴史的に伐採された

十分利用されていない

耕地の再植林 

 250,484 Plan Vivo 30 

Nature 

Conservancy 

が管理する 

Cumberland 

Forest, LP 

Cumberland 

Forest Project 

ケンタッキー州、

テネシー州、 

バージニア州 

森林 10 万 8,182 エーカーの

森林管理の改善 

210,341 ACR、CARB、

CAR 

100 

Truterra/ 

Land O’Lakes 

Soil Carbon 

Best Practices 

米国 土壌 科学に基づいた耕作

地管理 

200,000 該当なし  

(開発中) 

30 

Green 

Diamond 

Klamath West 

Improved 

Forest 

Management 

オレゴン州 森林 18 万 5,000 エーカーの

森林管理の改善 

143,965 ACR 100 

ClimateCare 

Oxford と  

PUR Projet 

Jubilación 

Segura 

ペルー 森林 小規模農家と共に行

うアグロフォレストリーと

再植林 

120,000 VCS 29 

Natural 

Capital 

Partners 

TIST Program 

in Kenya 

ケニア 森林 利用可能な農地の拡

大とコミュニティの生活

向上のための再植林

の実践 

82,019 VCS 13 

Coöperatieve 

Rabobank 

U.A. 

Acorn ペルー、 

コロンビア、 

ニカラグア、 

コートジボワール 

森林 複数の途上国の小規

模農家とのアグロフォレ

ストリー 

39,619 Plan Vivo 20 
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サプライヤー プロジェクト 所在地 種類 説明 
新規契約量 

(mtCO2) 
認定 

契約上の 

耐久性  

(年数) 

The Nature 

Conservancy 

Washington 

Rainforest 

and Clinch 

Valley 

Conservation  

ワシントン州、

バージニア州 

森林 世界的に重要な 

Clinch River Valley 

の森林管理の改善 (ワ

シントン州の約 2 万 

2,855 エーカーとバージ

ニア州の 2 万 3,000 

エーカー) 

37,330 CARB、CAR、

ACR 

40 (WA)、  

100 (VA)  

Indus Blue 

Carbon 

Delta Blue 

Carbon – 

Phase 1 

パキスタン ブルー カーボン パキスタン南東部 35 

万ヘクタールのマング

ローブ プロジェクト 

10,000 VCS、Gold 

Standard 

60 

ACT 

Commodities 

Inc. 

(Puro.earth を

通じて) 

Freres Biochar 

CO2 Removal 

Certificates 

オレゴン州 バイオ炭 木材製品製造・発電

用蒸気を生成するバイ

オマス焚き回転床ボイ

ラーからのバイオ炭 

 6,326 Puro.earth  1,000 

Carbonfuture 

GmbH 

Pacific 

Biochar 

 

 

カリフォルニア州 バイオ炭 干ばつに見舞われた農

業地域の水消費を直

接的に削減するため

に、または堆肥添加に

よる土壌改良として、

原材料から生成される

バイオ炭  

 1,500 European 

Biochar 

Certificate 

>100 

Climate 

Robotics Inc. 

農産物廃棄物

からの現地 

バイオ炭生成 

テキサス州 バイオ炭 現地廃棄物回収、バ

イオ炭生成、バイオ炭

処理システムのテキサ

ス州初の現地操業 

 1,000 VCS (申請中)  200 

ECHO2 

(Puro.earth を

通じて) 

ECHO2 オーストラリア バイオ炭 埋め立て地の植物性

廃棄物を転用して、バ

イオ エネルギーとバイオ

炭に変換 

800 Puro.earth  600 

Carbofex 

(Puro.earth を

通じて) 

Carbofex Oy フィンランド バイオ炭 熱分解によるバイオ炭

を園芸培地として利用

し、余剰エネルギーをタ

ンペレ市の暖房に利用 

600 Puro.earth  800 
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サプライヤー プロジェクト 所在地 種類 説明 
新規契約量 

(mtCO2) 
認定 

契約上の 

耐久性  

(年数) 

Carbon Cycle 

(Puro.earth を

通じて) 

Carbon Cycle ドイツ南東部 バイオ炭 持続可能な原材料か

ら高品質なバイオ炭を

生成して、土壌添加

物や飼料として利用 

400 Puro.earth  800 

Charm 

Industrial 

バイオオイルの

地下隔離 

カンザス州 バイオオイル バイオマスから発生した

炭素含有液体を地下

深くに貯留  

 200  該当なし  

(開発中) 

10,000 

Neustark AG CO2 

Sequestration 

Cluster Bern 

スイス CO2U バイオガス生成で発生

した生物由来の CO2 

を解体コンクリートに隔

離することによる炭素

除去 

 100 該当なし  

(開発中) 

10,000 

ACR = American Carbon Registry、CARB = California Air Resources Board、CAR = Climate Action Reserve、CO2 = 二酸化

炭素、CO2U = 炭素利用、CT = コネチカット州、FY = 会計年度、mtCO2 = 炭素トン、TIST = International Small Group and Tree 

Planting Program、VA = バージニア州、VCS = Verified Carbon Standard、WA = ワシントン州

以下では、各プロジェクトを炭素除去の耐久性ごと (低耐久性、中耐久性、高耐久性) に分け

て説明します。 

低耐久性ソリューション 

今年度は以下の低耐久性プロジェクトを選定しました (契約量順、かっこ内はサプライヤー名)。 

• The Forestland Group CT Lakes (The Forestland Group, LLC): コネチカット川の

源流を保護する 14 万 6,435 エーカーの森林管理改善 (IFM) プロジェクトです。Finite 

Carbon との共同開発です。クレジットのほとんどは樹木成長による炭素除去によるも

ので、一部は Forest Stewardship Council (FSC) 認定の持続可能な伐採により長

期的な木材製品に貯留された炭素による排出量削減です(マイクロソフトはこの排出

削減を主張しません)。このプロジェクトでは、生産力のある森林の保全を支援し、伝

統的な森林利用 (森林管理や許可されたレクリエーション活動など) を維持し、水資

源、生物学的多様性、魚類や野生生物の生息地、希少な植物と動物を保全し、

2,700 フィート以上の高地にある成熟林の希少な動物と孤立地域を支える高山トウ

ヒ林を保全します。 

• CommuniTree Carbon Program (Arbor Day Foundation、Natural Capital 

Partners): Taking Root が管理するプロジェクトであり、ニカラグアで最大の再植林イ
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ニシアチブです。農家が在来の樹木種を育て、十分利用されていない耕地で森林事

業を行い、長期的に持続可能な生活手段を構築することを支援します。プロジェクト 

チームは、国内外の森林、ビジネス、小規模農家経済、コンピューター サイエンス、リ

モート センシングの専門家から構成されています。このプロジェクトは、国連と EU などの

組織が再植林モデルのベスト プラクティスとして活用しています。  

• Cumberland Forest Project (The Nature Conservancy): ケンタッキー州、テネシー

州、バージニア州の中央アパラチア地域で 25 万 3,000 エーカーを保全するインパクト投

資を行うものであり、マイクロソフトの購入では 10 万 8,182 エーカーを支援しました。森

林で働くことの健全性を向上させて、世界的に重要な生物多様性ホットスポットにお

ける地域の経済、野生動物の生息地、クリーン ウォーター、クライメート レジリエンスに

資することを目的としています。The Nature Conservancy の NatureVest インパクト

投資チームが管理し、持続可能な木材管理、炭素隔離、レクリエーションへのアクセス、

自然を利用した地域経済開発によって、投資家への財務リターンと環境に関する成

果を達成することを目的とするプロジェクトです。 

• Truterra/Land O’Lakes Soil Carbon Best Practices プロジェクト: 米国中央部を

拠点に、革新的かつクラス最高の土壌炭素プログラムを構築することに重点を置くプロ

ジェクトです。既存のインフラ、社会学的知見、革新的なポートフォリオ アプローチを活

用して、高品質で耐久性のある炭素除去の確実な供給を可能にします。 

• Klamath West Improved Forest Management (IFM) プロジェクト  (Green 

Diamond): オレゴン州を拠点とし、前所有者が乱伐したことによる影響に対処します。

このような負の遺産により、この森林の炭素貯留量は California Air Resources 

Board (CARB) が設定した共通実施基準を大幅に下回っています。間伐やその他の

育林ツールを使用して、森林の健全性を向上させ、火災の原因を管理し、長期的な

森林の成長を最大化します。大気中の炭素除去量は、プロジェクト地域のベースライ

ン炭素貯留量の増加が証明するように、樹木の漸次的成長によって達成されます。 

• Jubilación Segura (ClimateCare Oxford と PUR Projet): ペルーのサン マルティン

地域のアマゾン アンデス山麓森林内でグループ化された植林と再植林のプロジェクトで

す。主に国際的な需要、土地の劣化、農家の低収入によって発生した農耕拡大によ

る広範囲の伐採に対処します。小規模農家が、以前の荒廃地でアグロフォレストリー

と再植林を行って土地生産性を向上させ、収入源を多様化します。 Verified 

Carbon Standard (VCS) の認証を受け、森林伐採は  Forestry Stewardship 

Council Certification の認証を受けています。  

• Kenya Community Reforestation プロジェクト、別名  International Small 

Group and Tree Planting Program (TIST) in Kenya (Natural Capital 

Partners): 小規模農家や自給自足農家が所有する土地で数百の小規模なコミュニ

ティベースの植林活動を組織します。農民は、伝統的な習慣として、利用可能な農

地を増やしたり、薪を得たりするために、山林を伐採しています。これらの森林プロジェ

クトでは、炭素隔離と持続可能な開発を両立させて、教育とトレーニングによってコミュ
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ニティの生活を改善し、新たな収入源を作り出しています。このプログラムは、土壌流

出を減らし、土壌の安定化と改良を行い、日陰を作ることで、森林伐採、干ばつ、飢

饉というこの地域のサイクルを断ち切ります。樹木が成長すれば、食用となる果物や

ナッツ、薬品、防風、薪、木材といった利益ももたらします。 

• Acorn (Agroforestry Carbon removal units for the Organic Restoration of 

Nature) (Coöperatieve Rabobank U.A.): 小規模農家が地域のパートナーの助けを

借りてアグロフォレストリーに移行することを支援することで、途上国に伝統農法を使っ

た長期的な食糧安全保障をもたらします。農家にとってのアグロフォレストリーの利点は、

多様性の拡大と収穫量の増加、土壌の健全性の改善、気候変動と気象現象に対

するレジリエンスの向上などがあります。このプロジェクトでは、スケーラブルで透明性があ

り安価なリモート センシング技術を使って、バイオマスの年間増加量を測定します。

Acorn では、炭素貯留量を毎年測定し、事後炭素クレジットを販売して、90% を農

家に支払うことで、最も必要とする人が自主的な炭素市場にアクセスできるようにして

います。 

• Washington Rainforest プロジェクト (The Nature Conservancy): ワシントン州沿

岸部の低地に拠点を置いています。この地域は、原生林のほとんどを消失させた 1 世

紀以上にわたる産業森林管理の影響を強く受けています。Conservancy が所有する

森林を管理して原生林の生息地と機能を回復させることで、大量の炭素を隔離する

と同時に、野生の鮭などの野生生物の生息地を取り戻すことができます。慈善資金

と炭素販売の売り上げを組み合わせることで、山頂から海岸までの森林をつなぐことを

目的としており、Olympic Rainforest と Willapa Bay での再生の取り組みを支援し

ています。 

• Clinch Valley Conservation (The Nature Conservancy): バージニア州南西部の

プロジェクトです。クリンチ川はテネシー川水系で最後の自由に流れる支流の 1 つであ

り、ここには世界的に希少で危機に瀕している魚類やカラスガイが国内で最も多く生

息しています。The Nature Conservancy は、1990 年からこの土地と水を守っていま

す。2002 年には Conservation Forestry Program を立ち上げ、現在では 2 万 

2,000 エーカーを管理して持続可能な森林管理のモデルとなっています。現場の運営

は、森林所有者に経済的機会を提供し、土壌や水の品質、高価値木材、傷つきや

すい野生動物の生息地、炭素貯留などの森林資源を強化するように計画されていま

す。 

• Delta Blue Carbon プロジェクト (Indus Blue Carbon): パキスタン南東部の 35 万

ヘクタールで実施するマングローブ林の再生プロジェクトです。この地域のマングローブ林

は、数十年にわたって、薪、飼料、家畜の放牧地に利用されるなどして、大規模な森

林破壊と崩壊を経験してきました。気候、コミュニティ、生物多様性に関する目的とし

ては、マングローブ林の大規模な再生、教育へのアクセス、持続可能な漁業、安全な

飲料水と医療へのアクセス、ジェンダー開発と女性のための収入創出活動の推進があ
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ります。プロジェクト全体 (マイクロソフトが購入するクレジットを含むがそれに限定されな

い) では、推定 1 億 4,200 万 mtCO2 を 60 年にわたって隔離します。  

中耐久性ソリューション 

今年度は以下の中耐久性プロジェクトを選定しました (契約量順、かっこ内はサプライヤー名、た

だし該当する場合)。  

• Freres Biochar プロジェクト (ACT Commodities Inc.): オレゴン州ライオンズにある 

Freres Lumber が運営します。木材製品製造・発電用蒸気を生成するバイオマス焚

き回転床ボイラーからバイオ炭を生成します。このバイオ炭は蒸気生成の副産物です。

ボイラーの燃料は、木材製品の現地製造で発生する樹皮や廃棄物など、地域で調

達したバイオマス原材料を使用します。バイオ炭は、埋め立て地に送られてカーボン シ

ンクとなるか、材料として使用されます。Puro.earth 市場を通じて CO2 削減証明書 

(CORC) を発行しており、当社の購入による収益は、Freres のシステムでのバイオ炭生

産の強化に使用されます。  

• Pacific Biochar (Carbonfuture GmbH): カリフォルニア州に拠点を置き、バイオマス

発電所からバイオ炭を採取します。このバイオ炭は、主に干ばつに見舞われた農地の

水消費を減らしたり、堆肥添加剤で土壌を改良したりするなど、土壌処理に使用さ

れます。Pacific Biochar は、Carbonfuture を通じて、こうした用途ごとのカーボン シン

クについて、European Biochar Certificate (EBC) から別個に認証と監査を受け、バ

イオ炭が最終的に土壌に到達し、炭素が隔離されるようにしています。マイクロソフトの

炭素除去クレジットに関係している吸収源のポートフォリオは、主に山火事のリスクの

高い地域の原料に関連付けられています。クレジットの売り上げにより、Pacific 

Biochar がカリフォルニア州での操業を拡大し、追加で既存の 2 基のバイオマス プラン

トを転換できるようになります。 

• Climate Robotics: テキサス州ヒューストン周辺にある 5,000 エーカーの農地と牧場で、

バイオマスからバイオ炭に変換するプロジェクトを進めています。農地を移動しながら農

業廃棄物のバイオマスを回収して農地内でバイオ炭に変換する、種まき機や刈り取り

機に似た、特許出願中の牽引式農機具を開発しました。このシステムは、バイオ炭を

表土の上部 10 cm に埋め込みます (保全耕起と認められます)。繰り返し季節ごとに

バイオ炭を加えて、土地が持つ長期的な炭素貯留の能力を最大化するよう設計され

ています。1 エーカーあたり年間 2.2 mtCO2 のクレジットを生み出します。  

• ECHO2: オーストラリアを拠点とし、バイオマス残渣をエネルギーやバイオ炭に変えるため

のモジュール型システムの開発と提供に力を入れています。食品、農産物、木材の加

工により生じ、毎年のように焼却や埋め立てされている植物性廃棄物の問題に取り

組み、これらの廃棄物を高炭素のバイオ炭とクリーンな合成ガスへと変換しています。

CORC からの追加収入により、次の ECHO2 モジュールの委託や新たなバイオ炭商品
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の開発が可能になり、バイオ炭によって除去、貯留される二酸化炭素量が増加します。

Puro Standard を通じて CORC を発行しました。 

• Carbofex: 持続可能な方法で管理されたフィンランドの森林で出るトウヒの間伐材を

使用し、安定性の高いバイオ炭を製造しています。これらの間伐材は利用されなけれ

ば腐敗していくものです。使用例としては、スウェーデンのストックホルムにおける都市緑

化、フィンランドのタンペレにおける埋め立て地の浸出水のろ過などがあります。

Carbofex は、CORC からの追加収入により、生産を増やし、バイオ炭に基づく炭素

除去プロジェクトを進めることが可能になります。Puro Standard を通じて CORC を発

行しました。 

• Carbon Cycle: ドイツ南東部に拠点を置く持続可能な農業企業です。地域の PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification: 森林認証プログラム) 

からの認証を受けた森林から出た未処理木材チップから高品質のバイオ炭を生成しま

す。このバイオ炭は飼料と土壌添加物の両方に使用されています。この生成物は、数

世紀にわたって二酸化炭素を固定しながら、土壌から栄養分が失われたり、硝酸塩

が浸出したりするのを抑え、肥料の必要性を減らし、地下水を保全し、土壌を肥沃に

するのに役立ちます。Carbon Cycle は小規模経営なので、炭素除去による収入は

生産拡大を後押しします。Puro Standard を通じて CORC を発行しました。 

高耐久性ソリューション 

今年度は以下の高耐久性プロジェクトを選定しました (契約量順)。  

• Charm Industrial: 米国に拠点を置く企業です。バイオオイルなどの炭素含有液を処

理して地下に注入し貯留するという、新たなプロセスを生み出しました。このプロセスで

は、大気中の二酸化炭素をバイオマスに吸収させ、このバイオマスを炭素含有液に変

えて、地下深くに注入して貯留します。初年度の実証実験として 5,450 mtCO2 の隔

離を完了し、需要を満たすよう急速に規模を拡大させています。 

• Neustark: スイスのベルンにある企業です。解体コンクリートに炭素を隔離するネガティ

ブ エミッションのバリュー チェーンを確立しました。このバリュー チェーンでは、解体コンクリー

トを回収、粉砕し、ふるいに掛ける既存のコンクリート リサイクルのプロセスを使って、新

しいコンクリートを生み出します。バイオガス プラントから調達した生物由来の二酸化炭

素を液化して、近くのコンクリート リサイクル業者に輸送します。そこでは、二酸化炭素

鉱物化プラント (コンクリート骨材を一時的に貯蔵しながら二酸化炭素で処理するよう

に改造したサイロ) で二酸化炭素を解体コンクリートに恒久的に固定します。二酸化

炭素は、セメント相との化学反応により炭酸カルシウムを生成します。これは、恒久的

に炭素を貯留する、自然で安全性の高い方法です。  
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将来の展望  

グローバル炭素市場を健全に発展させるためには、ステークホルダーが基準を明

確にし、質の高い監督を行い、支援政策を用意し、企業の需要を継続させる

よう努力することが必要です。  

 

当社の炭素除去プログラムの 2 年目では、初期の除去市場で大規模なバイヤーとなることの難

しさ、特に共通の基準がなく、高品質なプロジェクトの供給が限られているということを引き続き

経験しました。自然を利用した除去の耐久性と反転リスクを評価することの難しさがわかり、現

在の市場にある自然を利用したプロジェクトの永続性と追加性に関する懸念をステークホルダー

と共有しています。  

こうした不完全さにもかかわらず、当社が自然を利用した除去を購入し続けるのは、量的なコ

ミットメントを行っているからだけではなく、重要な市場の改善に弾みをつけたいからでもあります。

また、高耐久性の除去の調達とそれに対する投資を続けることで、当社の購入を恒久的なもの

にし、負担可能な価格での供給を促進するという狙いもあります。  

グローバル炭素市場を健全に発展させるためには、ステークホルダーが基準を明確にし、質の高

い監督を行い、支援政策を用意し、企業の需要を継続させるよう努力することが必要です。具

体的には、以下のことが必要となります。   

• 除去の本当の意味に共通の定義とプロトコルを与え、除去の耐久性の区別をより一

貫したものにすること。  

• 気候成果、特に自然を利用したソリューションによる成果の測定、検証、監督を強化

すること。  

• 高耐久性技術の開発を支援する公共政策と官民の投資。  

• 企業からの需要、特に複数年契約を増やすこと。  

次年度以降に向け、マイクロソフトでは、2030 年に対するコミットメントを達成するために、確保

するトン数を増やすこと、高耐久性除去を保証する基準を提唱すること、バイヤーとしてのリスク

を軽減するよう契約を刷新すること、有望な中耐久性および高耐久性の技術を中心にコスト

削減を促進するための投資を行うことに注力することを計画しています。  
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炭素除去に対する当社の取り組みは、気候に関するコミットメントを達成するための土台であり、

当社だけができることではないと認識しています。当社が得た教訓を共有し、世界中の企業と

密接に協力することは、当社自身が前進するためだけでなく、ネットゼロへの移行に必要な規

模に到達することが可能な市場の構築に貢献するためにも大変重要です。 

詳細については、aka.ms/carbonremoval をご覧ください。  

 

 

 

 

http://aka.ms/carbonremoval
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