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はじめに 

平成 20 年７月に開催された北海道洞爺湖サミットでは、2050 年までに温室効果ガス 50

％削減という長期目標が示された。我が国においては、2050 年までの長期目標として現状

から 60～80％の削減を行うという目標を掲げ、世界に誇れるような低炭素社会の実現に向

け具体的施策を明らかにした「低炭素社会づくり行動計画」が平成 20 年７月 29 日に閣議

決定された。この「低炭素社会づくり行動計画」の中では、国全体を低炭素化へ動かす仕

組みとして「排出量取引」や「カーボン・オフセット」が掲げられた。 

 「排出量取引」については、「本年秋に、できるだけ多くの業種・企業に参加してもら

い、排出量取引の国内統合市場の試行的実施を開始する」こととされた。これを受け、平

成 20 年 10 月 21 日、地球温暖化対策推進本部（本部長：内閣総理大臣）において、「排出

量取引の国内統合市場の試行的実施について」（以下「試行的実施」という。）が決定さ

れ、開始された。 

 さらに、カーボン・オフセットについては、平成 20 年 11 月より、環境省においてオフ

セット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ：ジェイバー）制度（以下「Ｊ－ＶＥＲ制度」という。）

が始まった。 

 

 農林水産省では、「農林水産省地球温暖化対策総合戦略」に基づき、①地球温暖化防止

策、②地球温暖化適応策、③我が国の技術を活用した国際協力を柱に地球環境保全に積極

的に貢献する農林水産業の実現に取り組んでいる。このような中、現場で地球温暖化防止

策に取り組む農林水産業関係者が、試行的実施やＪ－ＶＥＲ制度等に参加することにより、

企業はもとより国民、自治体等と一体となった京都議定書目標達成計画の達成と低炭素社

会の構築に資するとともに、農山漁村地域に賦存する様々な資源やエネルギーのさらなる

利用拡大や農山漁村の活性化にもつながる可能性がある。 

 

 こうした状況を踏まえ、平成 21 年４月から延べ８回にわたり「農林水産業における排出

量取引の国内統合市場の試行的実施等推進検討会」、技術分科会及び推進分科会を開催し、 

① 農林水産業から発生する温室効果ガス（ＣＨ４、Ｎ２Ｏ等）の削減、農地土壌の吸収

源機能を促進する取組等を取引対象にする妥当性及び課題 

② クレジットの売り手と買い手とのマッチングの推進 

について検討し、以下のとおり、検討結果をとりまとめた。 

 

農林水産省においては、本報告において示す農林水産業における排出量取引等への参画

促進に向けた取組のあるべき方向の実現に向けて施策を展開することを期待する。
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Ⅰ 農林水産業における様々な温室効果ガス排出削減・吸収の取組の取引対象化の検討 

 

１．農業からのＣＨ４及びＮ２Ｏ排出削減の取組の取引対象化の検討 

＜現状と課題＞ 

（１）農林水産業からの温室効果ガス排出量は 4,028 万 t-CO2で、内訳を見るとＣＨ４が

も多く 38％（1,527 万 t-CO2）、次いでＣＯ2で 34％（1,373 万 t-CO2）、Ｎ２Ｏ28％（1,127

万 t-CO2）となっており、非エネルギー起源温室効果ガスが大半を占める。また、我が

国のＣＨ４総排出量の７割、Ｎ２Ｏ総排出量の５割が農業からの排出となっている。 

   一方で、例えば、水田の水管理によるＣＨ４について、中干しを２週間行う慣行管

理から３週間に延長することにより、水稲収量を低下させることなく約２t-CO2/ha/年

（Ｎ２Ｏ排出量も含む）の削減に資するという研究事例がある。 

   このように、農業からのＣＨ４及びＮ２Ｏの排出削減対策を進めていくことは、我が

国の地球温暖化防止策において重要である。 

 

（２）試行的実施における取引形態の一つである「試行排出量取引スキーム」では、対象

ガスをエネルギー起源ＣＯ2 のみとしている。ただし、「エネルギー起源ＣＯ2 以外の

温室効果ガスについて、対象にする必要性、妥当性」については「試行の状況を見な

がら決定していくべき事項」として引き続き議論が必要な事項に掲げられている。 

   また、同じく試行的実施における取引形態の一つである「国内クレジット制度」に

おいても、「温室効果ガス、主として二酸化炭素の排出抑制のための取組による排出

削減量を認証」すると規定しており、ボイラーの更新やヒートポンプの導入等エネル

ギー起源ＣＯ2排出削減の取組のみが対象となっている。 

   このように試行的実施において現状では、ＣＨ４及びＮ２Ｏは実質的に取引対象とな

っていない。 

 

（３）Ｊ－ＶＥＲ制度においては、森林経営活動によるＣＯ2吸収量の増大等吸収源対策に

ついても対象とするなど、試行的実施とは取引対象が異なるが、現在までのところ、

ＣＨ４やＮ２Ｏといった非エネルギー起源温室効果ガスの排出削減対策についての方

法論等は規定されていない。 

   環境省では、Ｊ－ＶＥＲ制度に係る温室効果ガス排出削減プロジェクトとして、非

エネルギー起源温室効果ガスについても、その方法論等の提案を受け付けており、そ

の提案の中には、 

① 硝化抑制剤入り肥料の投入による茶園土壌からのＮ２Ｏ排出抑制 

② 低タンパク配合飼料利用による豚の糞尿処理からのＮ２Ｏ排出抑制 

といった農林水産分野における非エネルギー起源温室効果ガス排出削減プロジェクト



 3

が含まれている。 

 

（４）農業におけるＣＨ４の排出は、家畜の消化管内発酵や排せつ物の管理、稲作等、ま

たＮ２Ｏの排出は、施肥、土壌の耕起、家畜排せつ物の管理等によるものである。この

農業からのＣＨ４及びＮ２Ｏの排出は、その土壌の性質や天候等の自然条件により左右

され、不確実性が大きいとされている。 

 

（５）さらに、温室効果ガスの排出削減・吸収の取組を実際にクレジット化するにあたっ

ては、排出削減・吸収量の算定に必要な値を計測し、記録すること（以下「モニタリ

ング」という。）が必須となる。モニタリングは、排出削減・吸収量そのものや、そ

の数値に基づき認証される国内クレジットやオフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）

発行量に影響を与えることから、統一的なルールに基づいたモニタリングが重要とな

る上、一般に、計量法に基づく計測器を設置することなどが必要となる。したがって、

モニタリング対象が多くなるとコストが増すこととなる。 

 

＜取組のあるべき方向＞ 

（１）技術分科会は、Ｊ－ＶＥＲ制度に係る前述の２提案を踏まえ、 

① 硝化抑制剤入り肥料の投入による茶園土壌からのＮ２Ｏ排出抑制 

② 低タンパク配合飼料利用による豚の糞尿処理からのＮ２Ｏ排出抑制 

について、ポジティブリスト1と方法論を提案する（別添１及び２）。農林水産省にお

いては、環境省とともに、Ｊ－ＶＥＲ制度での実用化に向けて具体的検討を進めるべ

きである。 

   特に、①については、茶園は我が国の農耕地面積の約１％であるが、合成肥料の施

肥に伴う我が国のＮ２Ｏの排出量のうち茶園土壌からの排出量は約 22％に及び、茶園

土壌におけるＮ２Ｏ排出削減対策は、大変重要である。②については、家畜排せつ物の

管理以前の飼料という上流からの排出削減対策であり意義深い。また、いずれも生産

性を低下させることなく、そして他の環境への影響もなく、排出削減に資する対策で

もある。 

 

（２）さらに、現在、生態系における排出削減を対象とした方法論やモニタリングガイド

ラインは、Ｊ－ＶＥＲ制度はもちろんのこと、試行的実施も含め存在せず、そのよう

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1
 Ｊ－ＶＥＲ制度におけるポジティブリストとは、温室効果ガス排出削減・吸収活動を実施しようとする者が、

その実施するプロジェクトの種類ごとに、プロジェクトの申請に際して満たすべき要求事項が示されているも

のである。 
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な中で提案するものである。農業からのＣＨ４及びＮ２Ｏの排出には、大きな不確実性

が伴い、また、その排出削減量を精緻に定量化するためのモニタリングコストは多大

なものとなるが、調査・研究の状況を踏まえ、排出削減量の算定誤差の縮小に努めた

モニタリング手法の検討等により、排出削減の加速化に資する取組の取引対象化を進

めていくことが重要である。 

   排出量取引等を試行的に進める趣旨も踏まえ、この提案を礎に、水田における中干

し期間の延長等の水管理や、家畜消化管内発酵の制御等農業におけるＣＨ４及びＮ２Ｏ

に係る様々な排出削減の取組について、排出係数のさらなる精緻化や排出削減対策手

法の開発等研究開発を進めることが必要である。また、排出量取引等によるインセン

ティブの経済的評価や、生産資材の生産・調達や廃棄等を含む農林水産業の生産活動

に係る温室効果ガス排出量及びその他環境影響等の検証を含む可能な限り簡便なモニ

タリング手法の開発を営農現場等でモデル的に実証するなど取引対象化に向けて検討

することが必要である。さらに、モニタリングの簡便化を検討する一方で、農林水産

業関係者においては、営農管理状況等のモニタリングに必要な情報を記録・保管する

ことが必要である。 

 なお、農業におけるＣＨ４及びＮ２Ｏに係る様々な排出削減の取組を、我が国のイン

ベントリへ適切に反映することについても検討が必要である。 

 

２．農地土壌における炭素貯留の取組の取引対象化の検討 

＜現状と課題＞ 

（１）我が国の農地土壌においては、表層 30cm に、水田で 1.9 億 t-C、畑で 1.6 億 t-C、

樹園地で 0.3 億 t-C、合計約 3.8 億 t-C の炭素を貯留していると試算されている 。こ

うした農地土壌が貯留している大量の炭素は、有機物の施用や耕起の方法等営農活動

によって増減する。例えば、営農上望ましい量のたい肥を施用した場合、水田（灰色

低地土）では約 1.7 t-CO2/ha/年、畑土壌（黒ボク土）では約 1.3t-CO2/ha/年の炭素が

貯留されるという研究事例がある。このように、適切な土壌管理を通じて、土壌への

炭素貯留を促進することは、地球温暖化防止の観点から重要である。 

 

（２）さらに、適切な農地土壌の管理を通じて、地球温暖化防止だけでなく、作物生産は

もとより、家畜排せつ物等有機物の分解等を通じた資源の循環利用、水・大気の浄化、

生物多様性の保全等地域環境の保全に重要な役割を果たすこととなる。 

 

（３）農地が地球温暖化防止に果たす機能については国際的な議論でも幅広く認知されて

いるところである。 

   米国・シカゴ気候取引所（Chicago Climate Exchange）（以下「ＣＣＸ」という。）
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においては、農地土壌におけるＣＯ2吸収プロジェクトが取引対象となっている。2003

年の取引開始からの全プロジェクトの累計登録量 6,351 万 t-CO2 のうち、農地土壌に

おけるＣＯ2吸収プロジェクトによる登録量は も多く 1,893 万 t-CO2となっている2。 

 また、世界銀行は、森林や農業生態系での炭素吸収を対象としたプロジェクトの有

為性を試験的に証明し、これらのプロジェクトから創出された排出権を購入すること

を目的としたバイオ炭素基金（BioCarbon Fund）（以下「ＢＣＦ」という。）を 2004

年に設立した。このＢＣＦにおいては、現在、ケニアにおいて農地土壌によるＣＯ2

吸収プロジェクトが計画されている。 

 

（４）なお、農地土壌における炭素貯留についても、前項の農業からのＣＨ４及びＮ２Ｏの

排出と同様に、土壌の性質や天候等の自然条件により左右され、不確実性が大きいと

されている。 

 

（５）さらに、温室効果ガスの排出削減・吸収の取組を実際にクレジット化するにあたっ

ては、モニタリングが必須となるが、統一的なルールに基づいたモニタリングが重要

となっている上、一般に、計量法に基づく計測器を設置することなどが必要となり、

モニタリング対象が多くなるとコストが増すこととなる。（再掲） 

 

＜取組のあるべき方向＞ 

（１）以上の点を踏まえ、農地土壌における炭素貯留の取組について、農地土壌中の炭素

量変化のさらに精度を高めた把握手法の開発等を進めるとともに、農地土壌の実態を

長期にわたって継続的にモニタリングする体制を構築することが必要である。また、

排出量取引等によるインセンティブの経済的評価や、生産資材の生産・調達や廃棄等

を含む農林水産業の生産活動に係る温室効果ガス排出量及びその他環境影響等の検証

を含む可能な限り簡便なモニタリング手法の開発を営農現場等でモデル的に実証する

など取引対象化に向けて検討することが必要である。また、モニタリングの簡便化を

検討する一方で、農林水産業関係者においては、営農管理状況等のモニタリングに必

要な情報を記録・保管することが必要である。 

 

（２）なお、炭素価格等によっては、農地土壌への炭素貯留量増加をもたらす営農管理手

法に係るコストをクレジット収入のみでまかなうことは困難である。しかしながら、

農地土壌への炭素貯留量増加をもたらす営農管理手法は、同時に、物質循環機能の向

上や、生物多様性の保全機能の向上等、土壌が有する様々な公益的機能の向上をもた

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2 http://www.chicagoclimatex.com/docs/offsets/Reports/CCX_Offsets_Report_V1No2_Feb09.pdf 
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らす。このため、こうした営農管理手法の拡大に当たっては、排出量取引等に加え、

種々の施策を総合的に講じることが必要である。 

 

    

３．農林水産業からのエネルギー起源ＣＯ２排出削減の取組の取引対象化の検討 

＜現状と課題＞ 

（１）農林水産業からのエネルギー起源ＣＯ2排出削減の取組については、「農林水産省地

球温暖化対策総合戦略」に基づき、 

① 間伐材や稲わら等バイオマスの利活用 

② 施設園芸における省エネルギー効果の高い設備等の導入の促進 

③ 省エネルギー型農業機械の普及促進等農業機械の温室効果ガス排出削減対策 

④ 漁船における省エネルギー技術の実用化の促進等漁船の省エネルギー対策 

等を進めている。 

 

（２）現在、国内クレジット制度においては、二酸化炭素の排出抑制のための取組を主体

に進めており、ボイラーの更新等計 17 件の方法論が承認されており、農林水産業分野

からは、 

① 製材所や施設園芸等において、Ａ重油焚きボイラーから木質バイオマス焚きボ

イラーに転換する「ボイラーの更新」 

② 施設園芸において、Ａ重油焚きボイラーからヒートポンプに更新する「空調設 

備の更新」 

③ 施設園芸において、電照用機材を白熱電球からＬＥＤ電球に更新する「照明設 

備の更新」 

等の取組が申請されている。 

 

（３）また、Ｊ－ＶＥＲ制度においては、現在、エネルギー起源ＣＯ2排出削減に関しては

「化石燃料から未利用林地残材へのボイラー燃料代替」のみが対象となっている。 

 

（４）このように、エネルギー起源ＣＯ2排出削減の中でも、特に農業機械や漁船等の省エ

ネルギー対策の取組を中心に、農林水産業からのエネルギー起源ＣＯ2排出削減の取組

に係る方法論等が十分に整備されている状況ではない。 

 

（５）さらに、温室効果ガスの排出削減・吸収の取組を実際にクレジット化するにあたっ

ては、モニタリングが必須となるが、統一的なルールに基づいたモニタリングが重要

となっている上、一般に、計量法に基づく計測器を設置することなどが必要となり、
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モニタリング対象が多くなるとコストが増すこととなる。（再掲） 

 

＜取組のあるべき方向＞ 

（１）推進分科会は、 

① 施設園芸におけるヒートポンプの導入によるＣＯ2排出削減の取組について、モ

ニタリングの簡便化 

② 漁船における照明設備（集魚灯）のＬＥＤへの更新に係る方法論 

を提案する（別添３及び４）。農林水産省においては、経済産業省及び環境省ととも

に、この提案を国内クレジット制度での実用化に向けて具体的検討を進めるべきであ

る。 

 特に①については、国内クレジット制度において農業関係申請案件の多くを占めて

おり、今後も申請が見込まれる取組である。②については、現在、漁船漁業関連はも

とより、車両や船舶等運輸部門の排出削減を対象とした方法論が存在せず、そのよう

な中で提案するものである。また、いずれも、農業及び水産業における重要なＣＯ2

排出削減対策として推進している取組である。 

 

（２）また、農業機械や漁船等の省エネルギー対策や自然エネルギーの農業利用等農林水

産業における様々なエネルギー起源ＣＯ2排出削減の取組について、排出削減手法の開

発等研究開発を進めることが必要である。あわせて、排出量取引等によるインセンテ

ィブの経済的評価や、生産資材の生産・調達や廃棄等を含む農林水産業の生産活動に

係る温室効果ガス排出量及びその他環境影響等の検討を含む可能な限り簡便なモニタ

リング手法の開発を営農現場等でモデル的に実証するなど取引対象化に向けて検討す

ることが必要である。さらに、モニタリングの簡便化を検討する一方で、農林水産業

関係者においては、営農管理状況等のモニタリングに必要な情報を記録・保管するこ

とが必要である。 

 

Ⅱ 農林水産分野独自のアグリゲーターとマッチングを行う仕組みの構築 

 

１．農林水産分野独自のアグリゲーター（クレジットとりまとめ事業者）の創設 

＜現状と課題＞ 

（１）国内クレジット制度について、現在までに農業関係の申請案件は８件あるが、大半

は農家が複数戸集まった任意の組合が「排出削減事業者」（いわゆる国内クレジット

の売り手）となって申請している。この組合に参画する各農家の平均削減量をみると、

十数～数百 t-CO2/年である。また、この農業関係の申請案件の主体は、施設園芸にお

けるヒートポンプの導入によるＣＯ2排出削減の取組である。施設のＡ重油焚きボイラ
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ーをヒートポンプに転換する場合、ヒートポンプ１台当たりのＣＯ2排出削減量はおよ

そ 10t-CO2/年程度である。 

   前項Ⅰの１．で提案した「低タンパク配合飼料利用による豚の糞尿処理からのＮ２

Ｏ排出抑制」についても、粗タンパク質含有率を１％低減させた場合、1,300 頭程度

の養豚農家一戸当たりのＮ２Ｏ排出削減量はおよそ 15t-CO2/年程度である。 

   このように、個々の農林水産業関係者の排出削減・吸収量は小規模である。 

   なお、国際的な排出量取引におけるクレジットの価格動向は、日経・ＪＢＩＣ排出

量参考気配によれば、2008 年７月に 3,821.5 円/t-CO2 をつけたが 2009 年２月には

1,015.9 円/t-CO2まで下落し、その後回復し、2009 年８月 10 日現在、1,771.9 円/t-CO2

となっている3 4。 

 

（２）一方、国内クレジット制度においては、排出削減事業計画書について、審査機関等

の審査を受けること、また、排出削減実施後は、排出削減量について、審査機関等に

よる実績確認を受けることが必要である。その際、いずれも審査料、実績確認料が必

要となる。 

   また、Ｊ－ＶＥＲ制度においては、プロジェクトの申請、登録等に係る事務局への

手数料（約 25 万円）5のほか、排出削減・吸収量について検証機関による検証を受け

る際の検証料が必要となる。 

 

（３）このように、個々の農林水産業関係者の排出削減・吸収の取組から創出されるクレ

ジットに係る収入と審査料等の諸経費等の収支はもとより、申請等に係る効率から、

一申請案件当たりの排出削減・吸収量を一定程度大きくして取引に供することが重要

となる。 

 

（４）例えば、前出の米国・ＣＣＸでは、取引の効率化を図るため、排出削減・吸収事業

を実施しクレジットを創出する Offset Providers（オフセット・プロバイダー）の提

供するクレジットが年間１万 t-CO2 以下である場合、Offset Aggregators（オフセッ

ト・アグリゲーター） を通して参加しなければならない。現在、約 90 のオフセット

・アグリゲーターが登録されている6。このオフセット・アグリゲーターの存在により、

取引市場に個々の農家等が参入することによる非効率を避けることが可能となってい

る。さらに、オフセット・アグリゲーターは、取引価格の一定割合をコミッションフ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3 『排出権市場動向レポート 2009』2009 年 6 月 22 日、国際協力銀行環境ビジネス支援室 
4 http://www.joi.or.jp/carbon/h_index.html 
5 http://www.4cj.org/document/jver/jver_fee.pdf 
6 http://www.chicagoclimatex.com/content.jsf?id=64 
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ィーとして小規模なオフセット・プロバイダーから徴収している。これにより、オフ

セット・アグリゲーターは、自らの収益を求めて、良質なクレジットを発掘するとい

うインセンティブが働くこととなる。 

 

＜取組のあるべき方向＞ 

以上の点を踏まえ、個々の農林水産業関係者の排出削減・吸収量を効率的にとりまとめ

て取引に供する仕組みを構築することが必要である。特に、農林水産業の各種業態や各地

域の実情、不確実性の大きい農林水産業からの温室効果ガスの排出・吸収等農林水産業特

有の課題に対応するべく、農林水産業からのクレジットに特化したとりまとめを行う主体

として、例えば農協や飼料メーカー等による「農林水産分野独自のアグリゲーター（クレ

ジットとりまとめ事業者）」の設置を支援する必要がある。 

 さらに、このとりまとめた排出削減・吸収量を実際の取引に供するために、後項２．の

クレジットの売り手と買い手とのマッチングを行う仕組みや、後項Ⅳの１．の申請支援と

連携した枠組みを構築することも必要である。 

 

 

２．クレジットの売り手と買い手とのマッチングを行う仕組みの構築 

＜現状と課題＞ 

（１）国内クレジット制度では、排出削減に取り組む個々の農林水産業関係者の「排出削

減事業者」と、いわゆるクレジットの買い手の「排出削減事業共同実施者」とともに

申請することが必要である。 

 

（２）国内クレジット制度については、クレジットの買い手のニーズは、現在、次の２点

を有すると思われる。一つは、これまで自主行動計画達成のためこれまで海外から買

っていた京都クレジットに代替して国内クレジットを購入する場合である。この場合、

大きなまとまりでの排出削減量を求められる。 

   もう一つは、試行的実施から開始間もない初期段階ということで、まさに"試し買い

"で国内クレジットを購入している場合であり、比較的小規模な量のニーズとなるが、

"試し買い"を終え、次のステップに進んでいくことも考えられる。また、Ｊ－ＶＥＲ

制度においては、クレジットの買い手との共同申請は要件とされていないが、買い手

が行う予定であるカーボン・オフセットの形態により、クレジットの量やニーズも様

々となると考えられる。 

   このようなクレジットの買い手のニーズに機動的に対応し、クレジットを提供して

いくことが求められるが、個々の農林水産業関係者が、買い手のニーズを適確に把握

し、クレジットを提供することは困難である。 
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＜取組のあるべき方向＞ 

以上の点を踏まえ、個々の農林水産業関係者の代わりに、クレジットの買い手のニーズ

に対応したクレジットを機動的に提供し、さらに新たな申請に結びつけていく仕組み（マ

ッチング）を構築することが必要である。 

 あわせて、前項１．で述べた個々の農林水産業関係者の排出削減・吸収量のとりまとめ

を行う仕組みや、後項Ⅳの１．の申請支援と連携した枠組みを検討することも必要である。 

 

 

Ⅲ 農林水産分野の排出量取引等の機会拡大 

 

＜現状と課題＞ 

Ⅰ及びⅡで示したように、農林水産業における温室効果ガス排出削減・吸収の取組につ

いては、我が国の地球温暖化防止策に大きく貢献するだけでなく、食料生産はもとより、

農山漁村に賦存する資源やエネルギーの循環利用への貢献や農山漁村における地域環境の

保全に重要な役割を果たすといった側面を有する。 

 一方で、 

① 温室効果ガス排出削減・吸収量の不確実性が大きい 

② 個々の農林水産業関係者の排出削減・吸収量が小さい 

③ 零細な事業規模の農林水産業関係者が多い 

といった課題も有する。 

 

＜取組のあるべき方向＞ 

（１）以上の点を踏まえ、排出量取引等の仕組みを活用して農林水産業における様々な温

室効果ガス排出削減・吸収の取組を推進する農林水産分野の排出量取引等の機会拡大

を期待する。具体的には、前述したような特有の課題に対処すべく、米国・ＣＣＸの

ように農地土壌の炭素貯留の取組を取引対象とするなど農林水産業における温室効果

ガス排出削減・吸収の取組を取引対象化し、なおかつ、農家の小規模なクレジットを

とりまとめるなどといった仕組みを有し、農林水産業から創出されたクレジットを流

通させる枠組みの構築を期待する。 

   特に、農地土壌における炭素貯留、農業からのＣＨ４及びＮ２Ｏの排出削減対策、農

業機械や漁船等の省エネルギー対策の取組等現在、排出量取引等の対象となっていな

い取組を試行的に取引対象化する場を提供するなど、農林水産業における様々な温室

効果ガス排出削減・吸収の取組を推進することが重要である。将来的には、企業によ

る自主行動計画等の目標達成の努力を補うために農林水産分野から創出されたクレジ

ットが活用されるなど我が国の地球温暖化防止対策を促進することが必要である。 
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   また、個々の農林水産業関係者が取引に参画しやすいよう、例えば、農林水産業の

実態をよく理解している「農林水産分野独自のアグリゲーター（クレジットとりまと

め事業者）」等取引に係る関係事業者の設置の支援や、農林水産業特有の温室効果ガ

ス排出・吸収に係る不確実性を考慮したモニタリング方法等利便性の確保が必要であ

る。    

さらに、木質バイオマスの活用や森林整備に係る排出量取引等の支援を行っている

山村再生支援センターの経験・情報を活用するなど、同センターの取組とも連携して

取組を進めていくことを期待する。 

 

（２）このような農林水産業における様々な温室効果ガス排出削減・吸収の取組の取引対

象化や、アグリゲーターの設置等我が国の農林水産分野の排出量取引等の機会拡大は、

新たなクリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）の方法論の構築等に繋がる可能性もあり、

我が国だけでなく、開発途上国における農林水産業を通じたクレジット収入の確保等

排出量取引等の手法を活用した国際的な地球温暖化対策の推進に貢献することも期待

される。 

 

 

Ⅳ 農林水産業関係者の国内クレジット制度等への申請支援と消費者や国民へのＰＲ 

 

１．農林水産業関係者の国内クレジット制度等への申請支援 

＜現状と課題＞ 

（１）試行的実施の運営事務局（内閣官房、経済産業省、環境省）が行った企業へのアン

ケートでは、「事務負担が大きい」、「特設窓口、コールセンター等を設定すべき」

等といったご意見が多く寄せられた7。 

   また、国内クレジット制度やＪ－ＶＥＲ制度の申請書類作成等には、排出削減・吸

収に伴う技術的知見を要することなどから、個々の農林水産業関係者がそれらを行う

ことは困難である。 

 

（２）一方、現在までに、国内クレジット制度に申請している個別の農家の平均削減量を

みると、十数～数百 t-CO2/年であるなど、個々の農林水産業関係者から創出される排

出削減量は、一般にわずかである。さらに、国内クレジット制度やＪ－ＶＥＲ制度へ

の申請や排出削減量の実績確認等にあたっては、審査機関等による審査や実績確認等

を受けることが必要であるがその際、審査料、実績確認料等が必要となる。（再掲） 
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（３）このように、クレジットに係る収入と審査料等の諸経費等の収支からも、個々の農

林水産業関係者にとって審査料等のコスト負担が大きい現状にある。（再掲） 

 

＜取組のあるべき方向＞ 

以上の点や、試行的な取組を進める意義を踏まえ、農林水産業関係者の参画を推進する

ため、国内クレジット制度やＪ－ＶＥＲ制度等への申請等に係る相談体制及び情報インフ

ラ等を整備し、制度への参画案件の掘り起こしを図るとともに、申請に至る案件について

は、申請書作成等申請手続や審査費用等への支援をすることが必要である。 

 

 

２．排出量取引等及び農林水産業における地球温暖化対策の国民へのＰＲ 

＜現状と課題＞ 

（１）試行的実施の運営事務局（内閣官房、経済産業省、環境省）が行った企業へのアン

ケートでは、「制度が複雑でわかりにくい」、「特設窓口、コールセンター等を設定

すべき」等という意見も寄せられる8など、制度に参加する農林水産業関係者や企業関

係者等はもとより、国民にとっても分かりにくい制度になっていると思われる。 

 

（２）排出量取引等は一般に、クレジットの売り手の農林水産業や中小企業等と、買い手

の大企業等との間のＢtoＢ（Business to Business）の取組である。しかし、試行的

実施から開始間もない初期段階ということで、今は"試し買い"で国内クレジットを購

入している場合、買い手である大企業等がその"試し買い"を終え、次のステップに展

開することが想定される。この場合、取引で取得したクレジットの流通性を念頭に、

例えば、大企業の生産する商品の付加価値としてクレジットを活用することなどが考

えられる。また、企業等がＪ－ＶＥＲクレジットを活用して行うカーボン・オフセッ

トについても、オフセットの対象は、イベントに伴う排出や製品使用に伴う排出等様

々な場合が考えられる。 

 

＜取組のあるべき方向＞ 

以上のようなことを踏まえ、農林水産省においては、運営事務局と連携し、特に企業と消

費者のＢtoＣ（Business to Consumer）という視点も念頭に、クレジットの売り手、買い

手、さらに国民に対し、排出量取引等についての理解を促進するため、制度のＰＲを行う

ことが重要である。 

                                                                                    
7 地球温暖化問題に関する懇談会 政策手法分科会（第４回）（平成 21 年 3 月 26 日）資料 
8
 地球温暖化問題に関する懇談会 政策手法分科会（第４回）（平成 21 年 3 月 26 日）資料 
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また、農林水産省をはじめ、農林水産業関係者、クレジットの買い手の大企業等におい

ては、農林水産業が地球温暖化防止に貢献していることや、さらに地域環境の保全に重要

な役割を果たしていること等について、国民に広くわかりやすく情報発信することが重要

である。その際、ホームページはもちろん、マスコミを活用したＰＲも積極的に進めてい

くべきである。 

さらに、農林水産物は、消費者が日常的に購入、利用する機会が多い、大変身近なもの

であることから、農林水産物への表示等を通して、農林水産業関係者の地球温暖化防止に

資する経営努力や排出削減努力等を消費者にＰＲすることができる。農林水産省では、平

成 21 年３月に策定された「農林水産分野における省ＣＯ2効果の表示の指針」に基づき、

カーボンフットプリント等の「省ＣＯ2表示」9の取組を進めている。この「省ＣＯ2表示」

を通して、まずは農林水産業における温室効果ガス排出削減・吸収の取組についての消費

者の理解を深めることも重要である。 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
9 「省ＣＯ2 表示」は、農林水産物や加工食品について、その生産資材や原材料生産・調達から廃棄等の段階

に係る温室効果ガスの排出の状況等を消費者に分かりやすく示すことであり、商品のみならず、店頭やホーム

ページ等で表示することである。 
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