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6. 農林水産分野における WFP 普及・啓発方法検討の概要 

6.1. 検討の目的 

 農林水産分野における WFP の認知度を、国内事業者に対して向上させるため、農林水産

分野における WFP 認知度および環境問題への意識等に関する現状分析を行い、これまでに

検討した評価手法の普及方法（認知度の向上および活用してもらうための方策）を検討す

る。 

 

6.2. 本資料で想定する事業者の範囲 

 農林水産分野におけるサプライチェーンの概要を図表 6-1 に示す。ここで生産者は、農

業従事者や林業従事者を示す。また、事業者は、食品加工メーカーや飲料メーカーを示す

ものとする。 

本調査においては、生産者および事業者（加工業者、卸売・小売業者）に対する WFP の

普及・啓発方法の認知度を向上させるための論点を整理する。そして、WFP の使いどころ

（どのような場面、どのようなタイミングで活用することが事業者にとって有効か）を整

理し、その普及・啓発方法を検討する。 

 

 
図表 6-1 農林水産分野におけるサプライチェーンの流れ（概要）93 

 

  

                                                   
93 「生産者➝事業者（卸売・小売）➝消費者」や「生産者➝消費者」のパターンも想定されるが、本資料

の範囲では、上記の流れを想定して整理することとする。 

生産者
事業者
（加工）

事業者
（卸売・小売）

消費者
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6.3. 農林水産分野における WFP の認知度の現状分析 

 農林水産分野における WFP の認知度について整理する。本調査においては、「国内事業

者に対する WFP 普及・啓発方法の検討」が目的であるが、消費者の認知度や志向は事業者

にとって重要なマーケット情報となりうることから、以下に事業者および消費者の視点か

ら、WFP 等の認知度についてまとめた。 

 

 事業者における認知度 6.3.1.

 事業者における WFP の認知度としては、ISO14046 の発効や、CDP water 等の投資

家による環境格付け等が大手企業を中心に実施されるなど、グローバル企業を中心に

認知度が広まりつつあると考えられる。 

 一方で、自主取組として一部企業が WFP 算定の取組をしている事例が主流である

ように見受けられる。 

 既存知見に基づくと、自社商品等やサービスについて、ライフサイクルで環境負荷デ

ータを把握している事業者の割合は、最も高いのが建設業で 29 社中 15 社（約 52%）

である。 

 製造業94では 142 社中 122 社（約 42%）が、また、卸売・小売業では、161 社中

43 社（約 21%）が環境負荷データを把握していると回答している（図表 6-2）。 

 なお、ケーススタディにおいて製品工場に係るインベントリデータ提供に協力い

ただいた飲料メーカーは、工場における水やエネルギーのデータを整理している

が、中小企業の多くはデータ整理をしていない事業者の方が多いのではないかと

の指摘もある。 

 また、工場全体でインベントリデータを把握している場合でも、製品の WFP 等算

定の際には、個別製品ごとに按分する必要があり、既存取得データの活用（加工）

方法については、課題が残る。 

 また、環境負荷データを把握していると回答した製造業者が、最も環境目標を設定し

ている項目は「⑥温室効果ガス排出量（総量）」で約 88%である（図表 6-3）。 

 次いで「①総エネルギー投入量またはエネルギー効率」が約 67%。 

 水に関連する項目としては「③水資源投入量」が 40%、「⑧総排水量」は約 37%、

「⑨水質汚濁負荷量または総排出濃度」は約 35%の事業者が環境目標を設定。 

 卸売・小売業に着目すると、最も環境目標を設定している項目は「⑩廃棄物等総排出

量」で約 75%、次いで「①総エネルギー投入量またはエネルギー効率」が約 63%であ

る（図表 6-3）。 

 水に関連する項目として、「③水資源投入量」は約 13%「⑨水質汚濁負荷量または

総排出濃度」は約 7%。 

                                                   
94 なお、農産物を取り扱う食品・飲料メーカーは製造業に含まれると考えられるが、ここで製造業者に含

まれる食品製造業等の割合は、当該調査では示されていない。 
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 「⑧総排水量」について環境目標を設定している企業はなかった。 

 以上から、環境課題に対する意識として、製造業においては事業活動に伴う水への影

響はある程度認識されているものの、具体的に環境目標として位置付けている企業は

まだ少ないことが示されている。 

 

 

図表 6-2 ライフサイクルで環境負荷データを把握している事業者（上場企業）95 

 
※赤枠はみずほ情報総研が追記。農産物を取り扱う食品・飲料メーカーは製造業に含まれると考えられる

が、ここで製造業者に含まれる食品製造業等の割合は、当該調査では示されていない。 

                                                   
95 環境省（2014）環境にやさしい企業行動調査結果（平成 2５年度における取組に関する調査結果) 
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図表 6-3 環境負荷データを把握している事業者が環境目標を設定している項目（上場企業） 
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 消費者における認知度 6.3.2.

 消費者における環境問題への意識や、環境に関係する用語等の認知度を調査した結果

では、環境問題についての関心度は、「エネルギー」が最も高い（図表 6-4）。 

 「エネルギー」に次いで関心が高いのは、「大気汚染・水質汚濁・土壌汚染」、「地

球温暖化」、「自然環境」、「水資源」である。 

 「水資源」は第 5 位の認知度であるものの、他の環境問題と「関心がある」と回

答した人の割合の際はそこまで大きくはない。 

 「環境に関わる用語の認知度」では、「家電・住宅エコポイント」が最も認知度が高く

9 割以上との回答となっている96。 

 「家電・住宅エコポイント」に次いで、認知度が高いのは「エコマーク」であり、

約 9 割以上の認知度である。 

 一方で、「ウォーターフットプリント」は約 13%の認知度にとどまり、最も認知度

が低い。 

 先行して業界による取組が進んでいた「カーボンフットプリント」でも認知度は

約 24%と、一般消費者におけるカーボン及びウォーターのフットプリントの認知

度は非常に低いと考えられる（図表 6-5）。 

 

 
図表 6-4 消費者における環境分野の興味関心程度97 

                                                   
96 「内容を人に説明することができる」および「内容をおおよそ知っている」「内容はわからないが聞い

たことはある」の合計を示す。 
97 環境省（2012）グリーン・マーケット＋（プラス）研究会 とりまとめ資料 資料 3：消費者アンケー

ト調査結果（参考資料） 
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図表 6-5 環境に関わる用語の認知度 97 
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 （参考）消費者の食品購入に係る意識調査結果 

 日本政策金融公庫（2015）の調査によれば、消費者における食の志向は、全体として

は「健康志向」、「経済性志向」の順に高い。 

 最新の調査結果では、「経済性志向」が前回調査から 6.0 ポイント上昇している他、

「手作り志向」が 4.9％増加している等、「節約型」の志向が高まりつつあること

が示されている。 

 しかし、食品を購入する時に「国産品かどうかを気にかける」と回答した割合は

80%以上（過去の調査でも 70%以上を推移）であり、国産品については「安全で

ある」と回答した割合が約 73%、「おいしい」と回答した割合が約 66%である。 

 したがって、全体としては経済性志向ではあるものの、国産品については「安全」

と「品質」の両方を志向していることが示されている98。 

 また、農林水産省（2007）による調査では、食品が安全・安心であることを判断する

観点として、「国産であること」が最も高く約 70%、次いで「信頼できる店で売ってい

ること」が約 62%、「生産者・生産履歴がわかること」が約 46%となっている。 

 

 

 

図表 6-6 消費者が食品（生鮮食品）を購入する際に「安全・安心」を判断する観点99 

 

 

 

 

  

                                                   
98日本政策金融公庫（2015）消費者動向等調査 平成 27 年 7 月調査 
99農林水産省（2007）平成 19 年度食と農への理解を基礎とする新たなライフスタイルのあり方の確立に関

する調査委託事業報告書。図中の赤枠はみずほ情報総研が追記。 
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7. WFP 普及に向けた検討 

7.1. WFP に関して事業者が懸念する事項の整理 

 事業者（飲料メーカー）へのヒアリングに基づき、WFP 評価に対する意見を図表 7-1 に

示す。 

 

図表 7-1 ヒアリングに基づく飲料メーカーの WFP 評価に係る意見 

飲料メーカーのご意見① 

 茶栽培には他の農作物に比べて窒素施肥量が多いことから、そもそも環境

負荷が高い作物である。 

 

飲料メーカーのご意見② 

 「1,000mL の商品を製造するのに、それ以上の水を使う」という点が、WFP

の概念が浸透していないステークホルダーに誤解されることを懸念。 

 

 WFP の算定結果を“絶対表示”として、製品に提示することに対する懸念については、

本調査における基本的考え方として、絶対表示ではなく“こだわりの取組”による水

への影響負荷削減効果を示す指標として位置付けている。 

 また、異なる農産物や他社製品との違いを示すのではなく、あくまで自社内にお

いて取組をした場合の効果を示すものとしている。 

 したがって、“こだわりの取組”による水への影響負荷削減効果の示し方等につい

て、事業者に情報提供することが重要と考えられる。 

 また、製造過程において製品容量以上の水を使うことの理解浸透に関する懸念につい

ては、消費者向けに理解浸透の機会が必要であり、事業者への普及の検討と合わせて

実施していくべき事項と考えられる。 

 水への影響（WFP）に限らず、製品製造に係る環境負荷について、基本的なイメ

ージが普及される必要がある。 

 

 本事業においては、WFP 算定の実施者になりうる事業者を対象に、普及に向けた検討を

進めている。以上をふまえ、事業者における WFP の普及に向けた流れを図表 7-2 に示す。 

 

 
図表 7-2  WFP の普及に向けたステップ 

WFPに興味を
持ってもらう

WFPの算定に取り
組んでもらう

 WFPを自社の農産物や製品のアピールに
どう使えるかのイメージがわく

 WFPに興味がわいた事業者が、簡易的に算定可
能なツールがある

 また、既に整理しているデータを活用し、最低限の
入力で計算可能である
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7.2. 「WFP の活用に興味を持ってもらう」ための方策の検討 

 WFP算定に対して事業者が消極的となる理由の一つに、「結果の活用方法がわからない」

点があげられる。 

 そこで、“こだわりの取組”の実施による WFP の観点からの効果の見せ方を以下に整理

した（図表 7-3）。 

 

図表 7-3 WFP 削減効果の見せ方にかかる観点 

表示単位 ・削減量 

・削減割合 

影響領域 ・水量 

・水質 

取水源 ・降水 

・地下水 

・河川水 

 

 見せ方としては、「削減量」で示す場合と「削減割合」で示す場合が想定される。 

 また、特にアピールしたい環境影響や取水源にフォーカスを絞り、効果を示すことも

考えられる（例；「製品の水質に係る WFP について○％削減」等） 

 

 “こだわりの取組”による WFP 削減効果の見せ方の事例 

資料 2 で示した”こだわりの取組”による WFP 削減効果の検証結果をもとに、茶栽培に

おいて慣行栽培と、施肥量を減らした栽培方法による WFP の違いの効果の見せ方を以下に

整理した。 

 

例①）表示単位による WFP削減効果の表現 

 茶園における窒素施用量の違いによる WFP の比較結果を図表 7-4 に示す。 

 

  
図表 7-4 茶園における窒素施肥量の違いによる WFP の比較100 

                                                   
100 施肥量を 60kgN/10a から 45kgN/10a に減らした場合の WFP の削減効果（詳細は、5.4.2 参照）。 
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図表 7-5 表示単位の違いによる WFP 削減効果の見せ方 

WFP 削減効果の 

表示単位 
表現例 

削減量 生葉生産量あたり 45L/kgの水を削減 

削減割合 生葉生産量あたり 31％の水を削減 

 

例②）取水源ごと WFP削減効果を評価する場合 

 茶園において、窒素施用量の違いによる取水源ごとの WFP 削減効果を図表 7-6 に示す。 

 

 
図表 7-6 茶園における施肥量の違いによる水量 WFP の比較101 

 

図表 7-7 取水源の違いによる WFP 削減効果の見せ方 

WFP 削減効果を

みる取水源 
表現例 

河川水 生葉生産量あたり 21％の水を削減 

地下水 生葉生産量あたり 22％の水を削減 

降水 生葉生産量あたり 21％の水を削減 

 

 ただし、例えば、B2C でのコミュニケーションで活用する場合は、「地域の節水してい

る」というメッセージよりも、「地域の水をきれいにしている」「豊かにしている」等

の表現の方が、消費者にはポジティブな印象を与える可能性がある。 

 WFP を指標として、「水への影響を把握し、地域への影響がないように努めてい

る」というメッセージは、地域への貢献の観点から評価される可能性がある。 

 

  

                                                   
101 慣行区と気温差制御区による防霜ファンの節電効果（詳細は、試料 2 の 5.2.6 参照） 
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7.3. 「WFP の算定に取り組んでもらう」ための方策の検討 

 WFP 算定の取組初期に必要な方策 7.3.1.

 WFPの算定および活用方法に対して興味を持った事業者が、「試しに計算してみたい」

と考えた際に、データ収集や整理をせずに“とっかかり”として算定可能な簡易ツー

ルがあると良いと考えられる。 

 このような簡易ツールに求められる要件としては、以下の観点が考えられる（図表 7-8）。

参考情報としてカーボンフットプリントの簡易算定ツールの事例を図表 7-9、図表 

7-10 に示した。 

 

図表 7-8 簡易ツールに求められる要件 

【簡易ツールの使用を通じた教育的情報提供】 

 自分自身の環境負荷が、平均的な事業者や最も環境にこだわっている事業者と比べて、

どの程度の位置づけになるかがわかること 

 どのような取組を実施すれば、どの程度環境負荷が低減されるかがわかる 

 ツールの入力、回答を進めるうちに、事業者自身が何をすればよいかが学べること 

 自身が算出したい製品・品目において、どの影響領域が重要かわかること 

 

【操作性に係る要件】 

 説明書等を熟読しなければ計算できないような大掛かりなものではなく、Excel もしく

は Web 上による簡易的な算定ツールであることが望ましい。 

 最低限の入力で算定可能であること。 

 デフォルト値が入力済みであり、新規データの取得やデータ整理をせずとも算定可

能であること。 

 水への影響（WFP）だけでなく、温暖化や生物多様性等、複数の影響領域から選択可能

で、かつ同時に評価可能であること。 

 ツールが無償で入手できること。 
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 （参考）農林水産省によるカーボンフットプリントの簡易算定ルール 

 
図表 7-9 簡易算定ツール（農産物の CO2 簡易算定）102 

 

図表 7-10 農林水産省による簡易算定ツールの選択・入力項目 

評価対象の選択 ・農産物の生産工程 

・農産物の加工工程 

・農産物の生産および加工工程 

・地域全体 

基本情報 ・地域（都道府県単位） 

・評価対象品目（ドロップダウンリストから選択） 

・栽培面積 

・出荷量 

営農情報 燃料・電力使用量 

※使用量もしくは使用金額のいずれかを選んで入

力可能 

栽培にかかる情報 ・農薬使用量（回/年） 

・肥料使用料（化学肥料、有機肥料） 

・プラ資材使用量 

・残さ 

 

                                                   
102 農林水産分野の CO2「見える化」ポータルサイト（http://agri-co2mieruka.jp/about.html#method） 
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 本格的に WFP 算定に取り組む段階で必要な方策 7.3.2.

 簡易ツール等による WFP 算定実施の後に、さらに詳細に自社製品等の WFP 算定をし

ようとした場合に、事業者がとると想定されるアクションを図表 7-11 に示す。 

 ステップとしては、大きく「データの記録（ステップ 1）」、「データの集約・整理（ス

テップ 2）」、そして「WFP 計算（ステップ 3）」に整理される。また、各ステップにお

いて「情報開示」というアクションもあると考えられる（図表 7-11）。 

 

 
図表 7-11  WFP 算定・活用に係るステップ 

 

 データの記録（ステップ 1）は、原料調達段階（農地）におけるデータ記録は生産者が、

工場での加工時に係るデータについては食品や飲料メーカー等の加工業者の作業範囲

と想定される（図表 7-12）。 

 データの集約・整理（ステップ 2）については、商流に応じて作業者が決まるものと考

えられるが、基本的には生産者や事業者（加工業者、卸売・小売業者）が主体となる

と想定される。 

 WFP 計算（ステップ 3）は、事業者（加工業者、卸売・小売業者）が主な作業者と想

定される。 

 情報開示に関して、ステップ 1 や 2 の段階で、農地や工場のインベントリデータを開

示する目的としては、主に B to B（生産者から事業者、事業者から事業者）で、生産

者情報や生産履歴を開示する「生産履歴記帳運動」や取引先からの要求に対する対応

等が挙げられる。 

 B to C（事業者から消費者）における情報開示としては、インベントリデータや生産履

歴を開示することによるトレーサビリティの確保のアピールにつながると考えられ、

ステップ 3 の段階で WFP 算定結果を示すことは、購入製品の環境影響や企業努力によ

る環境影響の削減を示すことにつながると考えられる。 

 

図表 7-12 各主体の役割 

主体 
Step1 Step2 Step3 

情報開示 
データの記録 データの集約・整理 WFP計算 

生産者 〇（農地） 〇 △ 
（加工業者もしくは卸売・小売業者に対し

て、農地のデータを開示） 

事

業

者 

加工業者 〇（工場） 〇 〇 
（卸売・小売業者に対して、農地及び工場

のデータや製品の WFP 算定結果を開示） 

卸売・小売業者 〇（輸送・廃棄物） 〇 〇 （消費者に対して、WFP 算定結果を開示） 

* 黄色で網掛け下部分は、既存の制度や取組の範囲で実施していると考えられるもの。 

インベントリ整理にか
かるデータを記録する

インベントリデータを
集約・整理する

インベントリにもとづき
WFPを計算する

情報を開示する
※B2B,B2C等、開示する相手・開示する目的に応じて手段が変わる。

STEP1 STEP2 STEP3
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7.4. WFP 算定に必要がデータ取得に係る既存制度や取組との親和性の検討 

 WFP 算定に必要なデータ取得にかかる既存制度 7.4.1.

 図表 7-12 で黄色の網掛けをしている項目は、既存制度や取組の範囲で実施しているも

のと想定される。以下に、既存制度や取組で実施していると考えられる項目を図表 

7-13 にまとめた。 

 「WFP」を算出・商品へ表示する義務および取決めは現時点ではないが、インベント

リデータの記録や収集に関しては既存の取組で親和性が高いものがある。 

 通常の生産活動において取り組んでいる範囲で、WFP 算定に係る労力のどの程度

をカバーできているかを示しつつ、WFP 算定のために新たにデータ記録や収集を

行う労力を最小化することが、普及につながるものと考えられる。 

 ただし、データ取得を実施している単位が「工場単位」である場合、製品の WFP

を算定するにあたって、製品単位にデータを成形することが難しい場合もある。 

 Global G.A.P において農作物の管理点および適合基準のうち、「データの記録」にかか

る項目を抽出し、WFP 算定に必要な情報かどうかを図表 7-14 に整理した。 

 

図表 7-13 インベントリデータ整理に関連すると想定される既存制度や取組 

 生産者によるデータの記録、情報開示 

 生産履歴記帳運動や GAP 認証制度にもとづく作業工程、施肥・農薬散

布量（農地におけるインベントリデータ）の記録等 

 加工業者によるデータの記録、集約・整理 

 工場における物質収支、エネルギー収支の管理 

 卸売・小売業者にデータの記録、集約・整理 

 輸送に係るエネルギー収支、廃棄物管理等  等 

 

図表 7-14 Global G.A.P の適合基準と WFP 算定に必要な項目の関連 

評価対象 
水利用の

形態 
項目 

Global G.A.P の適合基準を

WFP 算定に活用できるか 
備考 

水量に係

る項目 

直接消費 

降水の使用量 △ 
圃場の場所・日付から推定可

能 

灌漑水量 ○ － 

施肥・防除に係る水量 △ 
施肥、防除に使用する商品名

や施肥方法から推定可能 

間接消費 

施肥量 ○ － 

農薬使用量 ○ － 

施肥・農薬散布に係るエ

ネルギー量 
△ 

施肥・防除の方法、使用する

農業機器から推定可能 

水質に係

る項目 
排水 茶園からの流出物質量 × 文献値等から推計の必要あり 
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 Global G.A.P による収集データの WFP 算定への活用可能性の検討 

 灌漑水量、施肥量、農薬散布量のデータが活用可能 

 Global G.A.P には、灌漑水量、施肥量や防除で使用した農薬の散布量等を「記録」し

ておく適合基準がある。したがって、間接的な水消費に係る肥料および農薬施用量は

WFP 算定にデータを活用できる可能性が高い。 

 降水由来の水の消費量は、圃場の位置情報等から推定可能 

 直接的な水消費について、灌水量は記録対象となっているが、降水の利用等について

は Global G.A.P の記録対象となっていないため、推定する必要がある。 

 ただし、圃場の場所および農作業管理にかかる日付から、位置情報および評価対象期

間を設定し、統計情報等から降水由来の水の消費量を推定できると考えられる。 

 施肥・農薬に係るエネルギー量は、使用する農業機械から推定可能 

 施肥・農薬に係るエネルギー量は、Global G.A.P の記録対象となっていないため、推

定する必要がある。 

 ただし、施肥・防除の方法、使用する農業機器を記載する項目があるため、使用機器

の仕様等から、施肥・農薬に係る燃料や稼働時間等を推定できる可能性がある。 

 水質に係るデータは、別途文献値等から推定する必要 

 窒素溶脱量等の排水にかかる事項については記録の義務がない。したがって、文献値

等を参考に別途情報収集して推定する必要がある。 

 

図表 7-15  GLOBAL GAP「農作物基本」管理点及び適合基準における「記録」に係る事項の整理 

* 「記録」に係る事項のうち、WFP の算定にも活用可能と考えられる項目をオレンジで網掛けした。 

項目 管理点 適合基準 レベル WFP 評価で活用可能な項目 

トレーサビリ

ティ 

登録農産物は、生産され

たGLOBAL GAP農場や

生産物取扱い施設までト

レース（遡って追跡）で

きるか 

収穫時の情報が栽培記録上の生産

物ロット、もしくは特定の生産者の

農場名とリンクしなければならな

い。 

Major must     

品質と植物の

健康 

種子の品質について保障

した文書があるか。 

種子の品質記録/証明を保管・閲覧で

きる。（品種の純度、品種名、バッ

チ番号および種子販売業者） 

Recommend     

  

購入した種苗（種子、台

木、苗木、苗、挿し木等）

の品質保証書または、種

苗の生産に関する認証を

保証する文書があるか。 

種苗（種子、台木、苗木、苗、挿し

木等）が、合法的であること（国の

法律による定めが無い場合は、業界

組織によるガイドラインに適合し

ていることを）を示す記録 

Minor must     

  

農場内の施設での育苗の

際には、植物の健康のた

めの品質管理システムを

運用しているか 

目に見える病害虫発生の徴候を監

視するシステムも含めた品質管理

システムを整備し、最新の記録が閲

覧可能 

Minor must     

薬品処理と粉

衣 

購入したすべての種苗

（種子、台木、苗木、苗、

挿し木等）において行わ

れた化学的処理は記録さ

れているか 

種子または一年生作物の根茎に生

産者が処理を行う場合、使用した製

品名、対象となる害虫及び病気につ

いての記録を保持しなければなら

ない 

Minor must ○ 

種苗に係る化学的処理の情

報（ただし、処理量に関する

物理量は義務でない） 
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項目 管理点 適合基準 レベル WFP 評価で活用可能な項目 

  

農場内で育苗する場合、

繁殖種苗への作物保護製

品の処理について記録し

ているか 

農場内での育苗では購入した繁殖

種苗に使用したすべての農薬の記

録が閲覧でき、記録には場所、日付、

商品名、有効成分、作業者、承認者、

使用理由、使用量、使用機器が含ま

れている 

Minor must ○ 
認証農場内で育苗する場合

の農薬等の種類・使用量 

遺伝子組み換

え作物 

GMO 作物の植え付け、

試験栽培は生産国のすべ

ての関連法規に適合して

いるか 

生産国で適用される法律の写しを

保持し、それに従い順守しているこ

と。特定の変更事項または固有の識

別情報、もしくはこれら両方につい

て記録しなければならない 

Major must     

  

GMO 作物を栽培してい

る場合、関連文書類が閲

覧可能か。 

生産に関する記録文書を維持しな

ければならない 
Minor must     

圃場履歴と圃

場管理 

播種/定植率、播種/定植日

を記録しているか 

播種/定植率、日付についての記録を

付けており、閲覧可能である 
Minor must ○ 

WFP 評価対象となる年度の

特定が可能（降水量データを

使用する際の年度が特定可

能） 

養分要求量 

全ての施肥は作物に特有

な栄養要求性や土壌の状

態を考慮して行っている

か 

生産者は作物の養分要求量及び土

壌の肥沃度を考慮していることを

示すことができなければならない。

その証拠となる分析記録等を示す

必要がある。 

Minor must     

施肥記録 
どこの圃場、果樹園また

は温室か 

全ての施肥について、地理的な地

域、認証登録作物の作られている圃

場、果樹園および温室の名称と関連

付けられている情報を記録しなけ

ればならない。水耕栽培や溶液栽培

についても同様に記録保持の必要

がある。 

Minor must ○ 

WFP 評価対象となる圃場の

特定が可能（特性化係数を設

定する地域、気象データを使

用する地域の特定） 

  施肥日 
全ての施肥記録上に、正確な施肥日

を記録しておく必要がある 
Minor must     

  施肥の種類 

全ての施肥記録上に、商標名、肥料

の種類（例；N,P,K）および濃度（例；

17,17,17）を記録していること 

Minor must ○ 施肥の種類を推定可能 

  施肥量 

全ての施肥記録上に、使用する製品

モニタリングの量を重量または体

積で記録しておくこと。実際の施肥

量が常に推奨される施肥量と同じ

と限らないため、必ず記録するこ

と。 

Minor must ○ 施肥量を推定可能 

  施肥の方法 

全ての施肥記録上に、使った散布機

械の種類や施肥方法（例えば灌漑施

肥、機械散布）を記録。可能であれ

ば、使用した機械を詳しく記録しな

ければならない 

Minor must ○ 
施肥に係る農業機械のエネ

ルギー量推定の参考 

  作業者の詳細 

全ての施肥記録上に、施肥を行った

作業者の氏名を記録しておかなけ

ればならない。 

Minor must     

肥料の保管 

無機肥料の最新の在庫記

録、または閲覧可能な使

用記録があるか。 

在庫記録（肥料の種類と量）が閲覧

可能で、最低 3 か月に 1 度は行使さ

れていること 

Minor must     
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項目 管理点 適合基準 レベル WFP 評価で活用可能な項目 

灌漑の必要性

の予測 

作物が水をどれだけ必要

としているか、系統的に

予測する方法を利用して

いるか 

データ記録によって裏付けされた

灌漑の必要量計算ができるか。

（例；雨量計、培地用の排水トレー、

蒸発計、土壌水分張力計） 

Recommend ○ 
灌漑水量（河川水の使用量）

推定の参考になる 

灌漑/灌漑施肥

の方法 

水資源保護の観点から、

採用している灌漑方法の

正当な根拠を示すことが

できるか 

水の無駄遣い防止。灌漑システムの

利用が効果的であり、生産者は技術

的に有効で、手ごろな価格設定であ

る最も効果的な灌漑システムを使

用し、水利用における地域のあらゆ

る制約に関する法律に従っている

ことが要求される 

Major must ○ 

灌漑実施に当たって必要な

機器のエネルギー量推定の

参考 

  

水の使用量を適正にし、

無駄を減らすための水管

理プランがあるか。 

農場における効率的な水の利用を

目的とする行動計画が文書化され

ていること。 

Recommend ○ 
水に関連する”こだわりの取

組”の特定 

  
灌漑/灌漑施肥に使用し

た水量を記録しているか 

水量計ごと、または灌漑区域ごとの

日付と水量を示した記録がある。 
Recommend ○ 灌漑水量の特定 

灌漑用水の品

質 

未処理の汚染を灌漑/灌

漑施肥に使用することを

禁止しているか 

灌漑/灌漑施肥に未処理の汚水を使

用してはいけない。 
Major must     

防除記録 作物名および品種名 

全ての防除記録上に、処理した作物

の名前および品種名、またはそのい

ずれかを記録していなければなら

ない 

Major must     

  散布場所 

全ての防除記録上に、地理的な区

域、作物がある農地、果樹園または

温室の名称または関連づけられる

情報を記録しておくこと 

Major must ○ 

WFP 評価対象となる圃場の

特定が可能（特性化係数を設

定する地域、気象データを使

用する地域の特定） 

  散布日 

全てのほう助記録上に、正確な散布

日（実際の散布日）を記録している

こと。 

Major must ○ 

WFP 評価対象となる年度の

特定が可能（降水量データを

使用する際の年度が特定可

能） 

  商品名および有効成分名 

全ての防除記録上に、完全な商品名

（剤形をふくむ）及び有効成分もし

くは学名での有益な生物の名称を

記録しておくこと。有効成分は記録

され、商品名から有効成分がわかる

こと。 

Major must ○ 農薬の成分名が特定可能 

  作業者 
防除記録上で、農薬散布を行った作

業者を特定していること 
Minor must     

  散布の妥当性 

全ての防除記録上に、処理した病害

虫または雑草の名称を記録してい

ること。 

Minor must     

  散布の技術責任者 

作物保護製品の使用及び適用量を

決定する技術責任者名を記録して

いること 

Minor must     

  散布した製品の量 

全ての防除記録上に、重量又は体

積、または水の全量及びリットルあ

たりの薬のグラム数、または国際的

に認められた単位で散布すること

になっている作物保護製品の量を

記録していること 

Minor must ○ 農薬散布量を推定可能 
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項目 管理点 適合基準 レベル WFP 評価で活用可能な項目 

  使用した防除機器名称 

散布した農薬すべてにつき、防除機

械の種類、散布方法（背負い式噴霧

器、大容量散布等）について、すべ

ての防除記録上に詳細に記録して

いること 

Minor must     

  
使用後の出荷制限期間

（収穫前期間） 

全ての作物保護製品の散布につい

て、製品ラベルや他の情報源で閲覧

できる収穫前期間を記録している

こと 

Major must     

あまった混合

済散布液の処

分 

余った混合済散布液やタ

ンクのゆすぎ液は、国や

自治体の規制や、食品安

全や環境基準に従ってい

るか 

混合液やタンクのゆすぎ液の残り

は、食品安全や環境基準に従って廃

棄され、記録保持が要求される 

Minor must     

残留農薬分析 

当該諸国の最大残留基準

に適合するかどうかを確

定するためのリスク評価

を完了しているか 

リスク評価結果について、残留分析

結果、第三者による作物保護製品残

留モニタリングシステムに関する

最新の文書証拠や記録が提示可能

であること 

Major must     

  

作物保護製品の最新の保

管一覧表もしくは使用記

録が閲覧可能か 

保管内容（種類および量）を記した

他に閲覧可能であり、3 か月に一度

更新されていること 

Minor must     

肥料および作

物保護製品に

分類されない

適用物質 

肥料および作物保護製品

に分類されない、作物ま

たは土壌に施される物質

がある場合は、記録して

いるか 

自家製作物保護製品、植物強化剤、

土壌改良剤、その他の物質を認証作

物に使用する場合、物質名（どの植

物の由来か）、商品名、圃場、日付、

両を含める必要がある 

Minor must     
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 WFP 算定に係るデータ記録・整理を行うメリット 7.4.2.

WFP 算定に係るデータ記録や整理により、副次的に得られるメリットとして考えられる

点を図表 7-16 に示す。 

 

図表 7-16 既存制度や取組の実施によって副次的に得られるメリット（例） 

 インベントリデータを記録、集約・整理することによる物質収

支・エネルギー収支の精査 

 インベントリデータの情報開示による取引先や消費者からの

信頼性の向上 

 データ記録の実績を活用した、Global G.A.P 認定に係る申請

のしやすさ向上 

 

 インベントリデータを記録、集約・整理していること自体が、取引先や消費者から

「然るべき管理を行っている生産者（または事業者）である」と評価されることを、

生産者や事業者自身が認識することも、普及・啓発の一つである。 

 この場合、消費者が「WFP 算定している製品・事業者は、イベントリデータを

整理しているから WFP 算定ができる」点についての理解が進むことが重要であ

る。 

 つまり、トレーサビリティを確保し、施肥や農薬散布量も含めた農産物生産に

かかる物質収支・エネルギー収支等を管理しているからこそ、WFP の算定が可

能となる点を、消費者に対してわかりやすい形で情報提供することも必要であ

る。 

 

  



第Ⅲ部 農林水産分野における WFP 普及・啓発方法の検討 

7 WFP 普及に向けた検討  

7.5 事業者における WFP 普及に向けた方策（案）の検討結果まとめ 

 

149 

 

7.5. 事業者における WFP 普及に向けた方策（案）の検討結果まとめ 

事業者に対する WFP の普及にむけた基本的考え方として、「WFP とは何かの周知（基本

的概念の浸透）」と合わせ、必要と考えられる観点・コンテンツを整理した。 

 

Ａ）ＷＦＰ算定にかかるプラットフォームの構築 

 ＷＦＰの位置づけや活用方法の明確化 

 WFP は、事業者（生産者、加工業者、卸売・小売業者等）の“こだわりの取組実

施”による WFP 削減効果の指標（努力の証明）と位置付け。 

 基本理念が農林水産省の HP に掲載されるか、WFP 算定に係るガイドラインが策

定される等、事業者が取組に当たって「根拠」にできるものがあると良い。 

 

 自身の環境影響の大小を「見える化」 

 事業者自身が、自らの製品・組織の WFP を把握し、平均的な同業者等と比べて

どの程度かを把握・理解。 

 自らの製品の環境影響の側面からの価値を客観的に把握するための手段として、

事例集や簡易ツール等が考えられる。 

 

 “こだわりの取組”による WFP削減事例の知見を蓄積・情報提供 

 情報提供の手段のひとつとして、事業者自らが、自社製品等の環境影響が、平

均的な環境影響と比較して、どの程度であるか位置づけを把握するために、手

段として事例集があげられる。 

 事例集では、どのような取組をすれば、どの程度環境影響を削減できるかとい

う技術的側面のほか、製品や地域ごとに、最低限データ把握すべき、特に重要

な影響領域・項目が示されている（最低限、注意すべき項目が何かを理解でき

る）ことが重要 

 この他、WFP の活用方法に係る事例も興味を持ってもらう参考事例となる。 

 

 WFP算定を体験・学習可能な簡易ツールの整備 

 WFP の算定・活用に興味を持った事業者が、最低限のデータ入力のみで算定可能

な簡易ツール（無料）が有用（図表 7-9）。 

 ツールの操作を進めるうちに、自社製品（自らの農園の農産物）が平均的な事業

者の環境影響に対して、どの程度の環境影響があるか、自身の位置づけが把握で

きる学習的な側面があると望ましい。 
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Ｂ）既存制度を活用したデータ収集・ＷＦＰ算定の好循環システムの構築 

 既存制度との融合の可能性の検討 

 ISO や Global G.A.P、記帳運動等、既存制度の範囲で WFP 算定に必要なデータ

取得を、一部兼ねることができる。 

 既に、何等かの認証制度の取得を通じて、インベントリデータ等を取得・整理し

ている事業者に対しては、WFP 算定のために追加取得すべきデータ（現在の取組

の範疇で活用可能なデータ）が何かを明示することが、WFP 算定の取組への近道

である。 

 また、既存制度の範疇で、事業活動にかかるデータ記録、整理に慣れている事業

者に対しては、+αの労力だけで WFP 算定が算定できることを示す必要がある。

（新規にデータ収集・整理作業が発生し、膨大な手間がかかるイメージがあるの

であれば払拭すべき。） 

 製品製造に係るデータ記録や整理が未実施の事業者に対しては、データの記録、

集計・整理、算定の手順の理解浸透を進める必要がある。また、データ記録の延

長で、Global G.A.P 認証制度や記帳運動等にも対応可能であること、生産コスト

管理として投入物資やエネルギーの精査にも活用可能であること等の副次的なメ

リットを示す必要がある。 

 ただし、いずれの場合においても、燃料・エネルギーに係る項目等は工場単位で

データ整理している可能性があり、生産量や稼働状況等から、これを製品単位に

するための技術的なサポートは必要。 

 

 “こだわりの取組”を通じた WFP 削減に対する表彰や補助金制度の制度的対応等 

 経済的インセンティブにつながる可能性（省エネ大賞のイメージ）。 

 この他、民間企業による GAP 制度のように、WFP の算定や“こだわりの取組”

実施が調達基準になること等、制度的整備も WFP 算定のインセンティブにつな

がらないか。 
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 検討会等でご指摘いただいた WFP 普及啓発に係る委員のご意見 

ご指摘の観点 内容 

WFP 普及に係る

政策について 

 今後の出口戦略の一つとして、冬季湛水の取組に対する補助金事業があるように、

“こだわりの取組”実施に係る補助金制度等があれば、各行政がそれを根拠に取組

しやすくなる。 

 この時、金額の大小はさほど問題ではなく、「“こだわりの取組”について補助金制

度がある」という事実が重要であり、これが取組に向けた“旗振り”となるのでな

いか。 

既存制度との融合

について 

  “こだわりの取組”や WFP の算定は JAS 規格とうまく融合できれば良いのでな

いか。 

 農産物の輸出を見据えた場合は、ISO9001 や CMP(適正製造規範：Good 

Manufacturing Practice)等の取得をしている工場が多い。 

 したがって、GAP 制度だけでなく、このような制度の範囲で取得しているデー

タ等との関連もわかれば、「ISO を取得している事業者は、その取組の中で WFP

算定に必要なデータのうち何と何をカバーできている」等がわかりやすいだろ

う。 

 水への影響が大きくない地域や製品であれば、データの記録をせずとも良いように、

認証制度等の基準を変えてもらう働きをするという観点もある。 

 データを詳細に記録するのは労力がかかるため、環境影響全体を見て、どの影

響領域が重要なのか、そのためにどのようなデータ項目が必要なのか、データ

取得すべき項目を最低限に絞りこむという考え方が、事業者向けに対しては重

要だろう。 

 影響領域も、水だけでなく、生物多様性や CO2 等の観点がある。また、認証制度も

様々ある中で、相互の影響領域、相互の認証制度の関係性をどう捉えるのか、総合

的な視点が必要である。 

WFP の見せ方、活

用方法について 

 WFP については、必ずしも定量データが表に出ずとも良いのでないか。 

 例えば、製品に係る環境負荷が、当該製品の平均的な環境負荷に比べて 3 割削

減なら「B 判定」、半減なら「A 判定」等のように表示される形の方がわかりや

すくて良いのでないか。 

 また、「環境版モンドセレクション」のような、定量データをベースにした認証され

ている事実があることが良いのでないか。 

 なお、“こだわりの取組”については、取り組んでいるだけで良しとしてもよい

かもしれない。 

 最終的には、森林税のような制度があれば良いかもしれないが、まずは“こだわり

の取組”についての考え方を示し、後は各事業者がその仕組みを上手に使えば利益

につながるという流れがあるのでないか。 
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ご指摘の観点 内容 

消費者への WFP

普及策について 

 消費者に対しては、情報の出し方が重要でないか。例えば、WFN 等の海外の WFP

算定結果を先に見せ、どれだけ我々の生活が水と深くかかわっているかを知っても

らうことが重要である。 

 その上で、地産地消によって環境負荷がどの程度下がるかといった点や、事業

者が WFP 算定可能な情報整理をしていることがすぐれているという点を示す

仕組みがあると良い。 

 まずは、現実を知るための教育ツールとして、正しく現実を知るための気づき

のツールとして WFP が活用できると良い。 

 「WFP 等の取組が勉強になる」というモチベーションで勉強会やシンポジウムに参

加するタイプの消費者に対しては、自主的に情報収集をするので、情報が Web に掲

載されているだけでも十分だろう。 

 この時、「知らないところで水が使われている」という事実がわかりやすい形で

示されていることが重要である。 

 「環境負荷の大小がわかればよい」というタイプの消費者に対しては、第三者

認証等によって「環境に良いか、悪いか」の情報があることが良い。（このタイ

プにとって、良い理由等はそこまで重要でないかもしれない。） 

 このような認証は、政府や学際機関による科学的サポートに基づくものであるべき

である。 

 例えば、ホットスポット分析では、環境影響の観点から、製品のどの部分が重

要になるかを科学的に評価して、ホットスポットとなりうる項目を選定する。

このように重要な項目については、エコマーク等既存制度の判断基準を手厚く

してもらえないか等の取組も行っている。（これが審査基準の解説書になるイメ

ージである。） 

 消費者にとっては、正直なところ「環境に良い製品」という点では響かないかもし

れない。むしろ、「おいしい」「健康に良い」といった自分自身に対してメリットが

ある方が購入のインセンティブとなる。むしろ、「環境配慮」の観点は、あたり前の

取組と認識されがちで、付加価値とはならないのでないか。 

 そのため、政策や法律的な位置づけがあると、事業者としては取組の理由になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 


