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本書は、⾃らの⽣産物に由来する温室効果ガスの排出量を簡易に算出するため、農

産物の温室効果ガス簡易算定シート（以下、簡易算定シートと呼びます）をどのよう
に利⽤するかを簡易に説明したものです。脱炭素の⾒える化に関する全般的な情報を
知りたい場合には、「農産物の温室効果ガス簡易算定シートを利⽤した脱炭素の⾒え
る化ガイド」をご参照ください。 
 
＜⽬次＞ 
１． 利⽤に必要な準備 
２． 簡易算定シートへのデータ⼊⼒ 
３． 簡易算定シートの算定結果の⾒⽅ 
４． 利⽤に当たっての留意点 
５． FAQ 
 
１． 利⽤に必要な準備 

簡易算定シートは、マイクロソフト社の表計算ソフトであるエクセルにより温室効
果ガス排出量を算定します。表計算ソフトが利⽤できるパソコンでご利⽤ください1。
ファイルを開いた際に、保護ビューのままにしておくよう警告が出た場合には、「編
集を有効にする」をクリックし、データが⼊⼒できるようにしてください。 

 
 

２． 簡易算定シートへのデータ⼊⼒ 
簡易算定シートのデータ⼊⼒には、「データ⼊⼒」シートを利⽤します。 

 
（１）基本情報等の⼊⼒ 

基本情報、農産物残渣の取扱い、⽔⽥の湛⽔⽅式（⽶のみ）、⼟壌への炭素貯留の取
組の⼊⼒は必須です。以下の⻩⾊のセルについて、選択項⽬の場合は選択肢から選択
し、数値⼊⼒項⽬の場合は数値を直接⼊⼒します。 

 
1 スマートフォンやタブレット上での動作確認はしていません。 

ここを選びます 
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選択項⽬を⼊⼒する場合には、該当のセルを選択するとセルの右側にドロップダウン
のボタンが現れます。 
 

 
これをクリックしてドロップダウンリストを表⽰し、適切な内容を選択してください。 

 
数値を⼊⼒する項⽬（栽培⾯積、収穫量等）はセルに数値を直接⼊⼒してください。 
 

  

ドロップダウンリストが現れま

す。目的の内容を選択します。 

ドロップダウンリストのボタン 
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各データの説明は以下をご覧ください。 
基本情報  

農作物 対象作物を、⽶／きゅうり(露地⼜は施設)／トマト(露地⼜は施設)から選択します。 

栽培都道府県 栽培した都道府県を選択します。 

作付延べ⾯積（年間） 
対象作物の１年間の作付延べ⾯積を⼊⼒します。複数回作付した場合は延べ⾯積を

反映してください。（単位：アール(a)) 

収穫量（年間） 
対象作物の１年間の収穫量を⼊⼒します（単位：kg）。収穫量はその品⽬として出荷

する対象部位の重量を指します。 

 

 

農作物残渣の取扱い 

作物残渣の取扱い⽅法 
対象作物の残渣の取り扱いについて、すき込み／焼却／その他有効利⽤（飼料化

等）から選択します。 

 

⽔⽥の湛⽔⽅式（農作物が⽶の場合のみ） 

湛⽔⽅式 
間断灌漑／常時湛⽔から選択します。中⼲しした場合は間断灌漑、中⼲ししなかっ

た場合は常時湛⽔を選択してください。 

中⼲し延⻑ 
間断灌漑の場合、中⼲し期間の延⻑の有無（あり／なし）を選択します。 

※慣⾏の⽇数に対し⼀週間程度延⻑した場合に「中⼲し延⻑」とみなします。 

 

⼟壌への炭素貯留の取り組み 

バイオ炭の施⽤ 

⼟壌へのバイオ炭の施⽤の有無（あり／なし）を選択します。※選択項

⽬にはない種類のバイオ炭（籾殻くん炭や草本・⽊の実、家畜ふん尿由来

の炭など）は現時点で対応していません。 

バイオ炭の種類 バイオ炭の種類を⽩炭／⿊炭／⽵炭／粉炭／オガ炭から選択します。 

バイオ炭施⽤量（5 年間での合計） バイオ炭の５年間の施⽤量を⼊⼒します。（単位：kg/10a） 
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（２）資材等の投⼊量の⼊⼒ 
農薬使⽤量、肥料使⽤量、プラスチック資材、燃料・電⼒使⽤量の⼊⼒項⽬は、⾃

分でデータを持っている場合はそれを⼊⼒します。データを持っていない項⽬につい
ては、栽培地域に応じた標準値を使⽤して算出できます。 

 
 
「データ」欄のセルをクリックすると、ドロップダウンリストから「標準値を使う」
か「データを⼊⼒する」を選択することができます。 

 
 
「データを⼊⼒する」を選択すると、「データ⼊⼒」欄が⼊⼒可能になります。データ
の単位に留意してご⾃分のデータを⼊⼒してください。 

 
 
データ⼊⼒時にはデータ単位列を選択することで、ドロップダウンリストから⾦額単
位（円）⼜は項⽬に応じた使⽤量単位（重量(kg)、体積(L, m3)、電⼒量(kWh)）を選
択できます。 

このセルへデータ

入力が可能 
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データ欄で「標準値を使う」を選択した場合、事前に簡易算定シートに保存されてい
る標準値が⾃動的に⼊⼒されます。 

 
 
資材等の投⼊量の各データの説明は以下をご覧ください。 
農薬使⽤量 

 殺⾍剤 

1 年間に対象作物に使⽤した殺⾍剤、殺菌剤、その他農薬（殺⾍殺菌

剤等）、除草剤について、10a 当たりの使⽤量(kg)⼜は使⽤⾦額(円)

を⼊⼒します。 

 殺菌剤 

 その他農薬（殺⾍殺菌剤等） 

 除草剤 

肥料使⽤量 

 窒素肥料（N 成分量） 
1 年間に対象作物に使⽤した窒素肥料(Ｎ成分量)、リン肥料（P2O5 成

分量）、カリ肥料（K2O 成分量）、堆肥（その他有機質肥料含む）につ

いて、10a 当たりの使⽤量(kg)⼜は使⽤⾦額(円)を⼊⼒します。 

※たい肥は含⽔率 50%程度のたい肥を想定しています。 

 リン肥料（P2O5 成分量） 

 カリ肥料（K2O 成分量） 

 堆肥（その他有機質肥料含む） 

プラスチック資材 

 農業⽤塩化ビニルフィルム  1 年間に対象作物に使⽤した「農業⽤塩化ビニルフィルム」、「その他

プラスチック類」について、10a 当たりの使⽤量(kg)⼜は使⽤⾦額

(円)を⼊⼒します。 

プラスチック資材が数年にわたって使⽤される場合、耐⽤年数を考

慮して、１年当たりの使⽤量（=廃棄量）を推計する必要があります。 
 その他プラスチック類  

燃料・電⼒使⽤量  

 ガソリン  1 年間に対象作物に使⽤したガソリン、軽油、灯油、Ａ重油、LPG、

都市ガス、系統電⼒について、10a 当たりの使⽤量(Ｌ,ｍ3,KWh)⼜は 軽油 

「標準値を使う」を選択すると標

準値が自動入力される 

データ単位を「金額」と

「使用量」で選択可能 
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 灯油  使⽤⾦額(円)を⼊⼒します。 

 A 重油  

 LPG（液化⽯油ガス） 

 都市ガス 

 系統電⼒ 

 

３． 簡易算定シートの算定結果の⾒⽅ 
 「データ⼊⼒シート」への⼊⼒を完了すると、「算定結果表⽰シート」に、⼊⼒され
たデータに基づいた温室効果ガス排出量（CO2 換算値）が⾃動で算定されます。上段
には⼊⼒した基本情報等の概要が⽰され、下段には、農地⾯積 10 a あたり（シート
左下）と収穫物重量 10 kg あたり（シート右下）温室効果ガス排出量（CO2 換算値）
が⽰されます。 

（１）算定結果表⽰シート全体 

  
 

入力した基本情報

等の概要 

農地面積

あたりの

排出量 

収穫農産物

重量あたり

の排出量 
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（２）基本情報の概要 

 

 

セルを選択し、情報を入力してください。

データ入力シートに入力した内容に基づ

いて自動で転記されます。 

データ入力シートに入力した内容に基づ

いて自動で転記されます。 
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（３）農地⾯積あたりの排出量 

 

 

 

 

標準値と比較した温室効果ガス排出削減量（－

マイナス表記が削減量、＋プラス表記は増加量

を示す） 

標準値による当該入力項目由来の排出量を 100%

とした場合の、温室効果ガス排出削減割合（－

マイナス表記が削減割合、＋プラス表記は増加

割合を示す） 

入力データから算定された排出量 

標準値データから算定された排出量 

入力データから算定した温室

効果ガス排出絶対量 

入力データから算定した

温室効果ガス排出絶対量

の排出項目別割合 

標準値データから算定した温

室効果ガス排出絶対量 

標準値データから算定し

た温室効果ガス排出絶対

量の排出項目別割合 

GHG 排出 GHG 貯留 

横軸の０（ゼロ）より右側の

グラフが排出量を、０より左

側のグラフが貯留量（吸収

量）を示す 



- 10 - 

（４）収穫農産物重量あたりの排出量 

 

各項⽬の説明は前ページの（３）農地⾯積あたりの排出量と同じです。 

 

 

  

GHG 排出 GHG 貯留 
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（５）結果の解釈等について 

ア 簡易算定シートでわかること 

〇 簡易算定シートの結果から、化学肥料の削減や省エネなどの農業者等の脱炭素の
努⼒・⼯夫を⾒える化できます。 
○ 温室効果ガスの排出量が多い⼯程や、⼟壌への炭素貯留の効果などを定量的に把
握できます。 
〇 単位⾯積(10 a)当たり及び単位出荷量(10 kg)当たりの排出量が把握できます。 
〇 前作と今作の排出量を⽐較することで経時的な増減状況を把握できます。 
〇 地域の慣⾏農法を基に設定されている標準値(都道府県別⼜は地域別)と⽐較して、
削減量や削減率を算出できます。地域の慣⾏農法に基づく標準値と⾃らの実績値を⽐
較することで、⾃分の相対的な位置を把握できます。 
 
イ 簡易算定シートの利⽤にかかる留意点 

〇 算定値は⼀定の仮定のもとに算出されたものであり、算定値には不確実性を伴い
ます。 
○ 農産物の⽣産段階の排出量であり、⽣産段階の後の段階（製造・加⼯、流通、使
⽤、廃棄等）からの排出量を含まないことに留意してください。 
○ ⼀般的に、温室効果ガスの排出削減・吸収量をＪ−クレジット等のクレジットと
して他者に販売した場合、クレジット販売分を⾃らの削減量として主張することはで
きません。そのため、簡易算定シートを利⽤する場合は、クレジット販売分に関係す
る削減の取組は⼊⼒データに反映せずに算定してください。 
○ 本簡易算定シートは、様々な環境負荷のうち、⼆酸化炭素等の温室効果ガスの排
出量のみを対象としています。⽣物多様性等の他の環境負荷を考慮していないことに
留意して利⽤してください。 
○ 簡易算定シートにより算定した温室効果ガス排出量を取引先や消費者等の関係
者と共有する際には、農林⽔産省が公表している簡易算定シートを利⽤したこと及び
簡易算定シートの版を明⽰してください。 
○ 簡易算定シートは、今後の実証や利⽤者からのご意⾒等を反映して随時更新して
いく予定です。簡易算定シートの利⽤にあたっては、農林⽔産省のウェブサイトを確
認いただき、常に最新版をご利⽤ください。また、シートの更新時は簡易シート利⽤
登録者に電⼦メールでお知らせする予定です。 
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５ FAQ 
【質問⼀覧】 

（１）算定シートの操作 

Q1 標準値と⽐較して排出量が⾮常に⼤きく／⼩さく算定される。 

Q2 取組の前後で、作付⾯積あたりの温室効果ガス排出量は低減したが、⽣産物重量
あたりの排出量が増加した。なぜか。 

Q3 標準値と⽐較して、農地 10a あたりの温室効果ガス排出量は⼩さいが、農作物
10kg あたりの排出量は標準値より⼤きい。なぜか。 

Q4 ⼊⼒データは、⾦額と使⽤量のどちらを使う⽅がよいのか。 

Q5 ⾃分が導⼊した温室効果ガス排出量低減にあった選択肢がない。 

（２）データの取得 

Q6 年に複数回作付けした場合はどうすればいいか。 

Q7 地域として共通の環境負荷低減に取り組んでいるが、地域レベルで算出しても
よいか。 

Q8 プラスチック資材はどのようなデータを指すのか。 

Q9 購⼊種苗に含まれる肥料や使⽤された農薬は⼊⼒すべきか。 

Q10 バイオディーゼルやバイオガス、バイオエタノールなどバイオ燃料を使った場
合、どのように⼊⼒すればよいか。 

Q11 ⾵⼒発電や太陽光発電等の再⽣可能エネルギーを利⽤した場合、どのように⼊
⼒すればよいか。 

（３）その他 

Q12 簡易算定シートが考慮する対象範囲はどこからどこまでか。 

Q13 簡易算定シートで算定した排出量等を取引先に報告してもよいか。 

Q14 簡易算定シートで誤ったデータを⼊⼒して得られた算定結果を基に排出量等
を表⽰した場合に罰則等はあるか。 

Q15 簡易算定シートを海外で⽣産する農産物に適⽤することはできるか。 

Q16 Ｊ−クレジット等のクレジット取引した削減分も算定してよいか。 

Q17 対象品⽬を増やす予定はあるか。 
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【回答】 

（１）算定シートの操作 

Q1 標準値と⽐較して排出量が⾮常に⼤きく／⼩さく算定される。 

A1 ⼊⼒値の単位が整合していない可能性があります。⼊⼒単位を再確認してくださ
い。また、バイオ炭による⼟壌貯留量など標準値が⼩さい場合は、割合が⾮常に⼤き
く計算される場合がありますが誤りではありません。 

 
Q2 取組の前後で、作付⾯積あたりの温室効果ガス排出量は低減したが、⽣産物重量
あたりの排出量が増加した。なぜか。 

A2 削減の取組により取組前より収穫量が低下した場合、製品重量あたりの排出量が
⽐較対象より増加する場合があり得ます。 

 
Q3 標準値と⽐較して、農地 10a あたりの温室効果ガス排出量は⼩さいが、農作物
10kg あたりの排出量は標準値より⼤きい。なぜか。 

A3 地域の平均収量と⽐べてご⾃⾝の⼊⼒データの収量が低い場合、製品重量あたり
の排出量が⼤きくなり、標準値より⼤きくなる場合があります。 

 
Q4 ⼊⼒データは、⾦額と使⽤量のどちらを使う⽅がよいのか。 

A4 ⾦額だと資材等の単価の変動による影響を受けやすいので、可能であれば使⽤量
を優先して⼊⼒してください。 

 
Q5 ⾃分が導⼊した温室効果ガス排出量低減にあった選択肢がない。 

A5 低減対策の効果を精査できていないものについては、低減策として選択肢に反映
できていないものがあります。今後、知⾒の蓄積に応じて、算定シートに反映できる
脱炭素技術の選択肢を増やしていきます。 

 
（２）データの取得 

Q6 年に複数回作付けした場合はどうすればいいか。 

A6 1 年間の総投⼊量を⽤いて温室効果ガスの排出量を算定することを仮定してい
るので、複数回作付けした場合も、１年間の投⼊量等の合計値を⼊⼒してください。  
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Q7 地域として共通の環境負荷低減に取り組んでいるが、地域レベルで算出しても
よいか。 

A7 地域としてまとまった取組をしているのであれば、同⼀条件で栽培を⾏っている
とみなし、地域の平均的／代表的な投⼊量を⼊⼒値として算定を⾏うことが考えられ
ます。このような概算を⾏う場合は、地域の関係者間の合意をとるようにしてくださ
い。また、使⽤するデータが地域の取組を代表することをよく検討してください。 

 
Q8 プラスチック資材はどのようなデータを指すのか。 

A8 ハウス⽤ビニルシートやマルチシート、育苗ポット容器、等の使⽤量を指します。
「農業⽤塩化ビニルフィルム」には農ビを、「その他プラスチック類」には農ポリ等農
ビ以外のビニール製品の使⽤量を⼊⼒してください。ハウス⽤ビニルシートなど複数
年使⽤されるものは、耐⽤年数を考慮して１年あたりの使⽤量を推計してください。 

 
Q9 購⼊種苗に含まれる肥料や使⽤された農薬は⼊⼒すべきか。 

A9 購⼊種苗に含まれる肥料や使⽤された農薬の使⽤量が把握できる場合は使⽤量
として⼊⼒してください。特に、本圃での肥効を意図して育苗倍⼟に化学肥料が施⽤
されている場合は、使⽤量を把握するよう努めてください。 

 
Q10 バイオディーゼルやバイオガス、バイオエタノールなどバイオ燃料を使った場
合、どのように⼊⼒すればよいか。 

A10 バイオ燃料の使⽤に伴う温室効果ガス排出量は近似的にゼロとみなしており、
軽油やガス等の使⽤量からバイオ燃料分は控除して⼊⼒してください。 

 
Q11 ⾵⼒発電や太陽光発電等の再⽣可能エネルギーを利⽤した場合、どのように⼊
⼒すればよいか。 

A11 再⽣可能エネルギーからの温室効果ガス排出量は近似的にゼロとみなし、再⽣
可能エネルギー由来のエネルギー分は控除して⼊⼒してください。 

 
（３）その他 

Q12 簡易算定シートが考慮する対象範囲はどこからどこまでか。 

A12 簡易算定シートの算定範囲は農産物の⽣産段階です。製品の原材料調達から廃
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棄に⾄る全ての段階（ライフサイクル）で評価する場合は、このほかに、⾷品製造、
流通、消費、廃棄・リサイクルの全⾏程から排出される温室効果ガス排出量を算定す
る必要があります。 

 
Q13 簡易算定シートで算定した排出量等を取引先に報告してもよいか。 

A13 排出量の算定に農林⽔産省の簡易算定シートを⽤いたことを明⽰的に⽰しつつ
取引先に報告することは可能です。A12 のとおり、本算定シートの対象範囲は⽣産段
階であるので、取引先が⽣産段階以外の⼯程を含めた排出量を求める場合は別途デー
タを⼊⼿する必要があります。 

 
Q14 簡易算定シートで誤ったデータを⼊⼒して得られた算定結果を基に排出量等
を表⽰した場合に罰則等はあるか。 

A14 本算定シートの利⽤は利⽤者の⾃主的な取組として位置づけており、現時点で
その結果の利⽤に制限はかけていません。ただし、実際のものよりも⼜は事実に相違
して競争業者に係るものよりも著しく優良であると⼀般消費者に⽰すことは景品表
⽰法に定める「不当な表⽰」にあたる可能性があります。 

 
Q15 簡易算定シートを海外で⽣産する農産物に適⽤することはできるか。 

A15 本算定シートは⽇本国内を対象としており、使⽤している係数等が異なること
から、海外で⽣産する農産物に適⽤することはできません。 

 
Q16 Ｊ−クレジット等のクレジット販売した削減分も算定してよいか。 

A16 ⼀般的に、温室効果ガスの排出削減・吸収量をＪ−クレジット等のクレジット
として他者に販売した場合、クレジット販売分を⾃らの削減量として主張することは
できません。クレジット販売した削減分は算定から除いてください（削減していない
ものとして算定してください）。 
 
Q17 対象品⽬を増やす予定はあるか。 

A17 2022 年度に農産物の対象品⽬を増やす検討を⾏います。 


