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農業における環境会計適用の意義と課題

林　岳＊

〔キーワード〕：農業，環境会計，環境会計ガイド

ライン，農業環境活動チェックソフト

1．はじめに

　農業は大気浄化機能や水質保全機能などの多面

的な機能を有し，自然環境に対して便益を供給でき

るという特徴を有する．一方で，農業の生産活動に

おいても他産業と同様に生産活動に伴って環境負

荷を発生させていることも事実である。農業は自然

の物質循環に依存し，他産業に比べてもとくに自然

環境と密接した生産活動を行う産業であるため，農

業における環境負荷の排出は当該地域における自

然環境の状態に大きな影響を及ぼす．しかし，依然

として化学肥料や農薬，家畜ふん尿による土壌汚染，

水質汚濁などが取り上げられ，一部地域では深刻な

環境問題となっていることから，農業においても他

産業と同様に自然環境への配慮が求められ，環境保

全型農業といった持続可能な発展へ向けての対策

が進められている．このような状況においては，農

業が環境負荷を発生させていることを農業経営者

や地域住民が正しく認識することが必要となる．農

林水産省も2003年に公表した「農林水産環境政策

の基本方針」（以下，環境基本方針）において，農

林水産業が自然環境に与える影響を懸念し，自然環

境との調和の必要性を示している．

　農業経営者や地域住民が当該地域の農業の生産

活動によりどのくらいの環境負荷および環境便益

を発生させているかを把握するためには，環境会計

の手法を適用することが有効である．環境会計は企

業の環境保全意識の高まりから一般の大企業を中

心に幅広く広がっている手法で，企業の生産活動に

よる環境負荷発生量と環境保全のために支出した

費用を示して環境保全活動への取組みを公開する

手段の一つである．環境会計を農業に適用すること

によって農業経営者の環境保全への取組みを定量

的に評価することができるなど，さまざまなメリッ

トがある．その反面，農業分野では現在でも環境会

計がほとんど普及していないのは，農業への環境会

計の適用に課題が残されていることを示すもので

ある．

　本稿では，農業に環境会計を適用することの意義

を論じたうえで，他産業で用いられる環境会計との

違いを示し，農業への環境会計適用の課題を論じる．

なお，環境会計には大きく国や地域を対象とするマ

クロ・メゾ環境会計と一経営体を対象とするミクロ

環境会計があるが，本稿で論じるのはミクロ環境会

計のみである．したがって，本稿における環境会計

とは，特段の断りがない限りミクロ環境会計と同義

とする．

2．環境対策おける農業の特殊性

　農業はこれまで環境問題への対策において他産

業と同列に扱われてこなかった．この理由の一っに

は多面的機能の存在がある，多面的機能は自然環境

に対してプラスの影響を与え，自然環境を改善する

効果，すなわち環境便益をもたらす．このような環

境便益の供給は他産業ではほとんど行われず農業

独特の効果として認識され，農業における環境政策

は多面的機能の増進政策がかなりの部分を占めて

いた．もう一っの理由としては，農業の生産活動が

自然環境と複雑かつ密接に結びついているゆえ，多

少の環境負荷は即座に自然環境中に取り込まれ，人

間の感覚的に感じることができなかったり，自然環

境への影響を科学的に計測することがなかったり

することがあげられる．過去において化学肥料や農

薬をそれほど投入せず，粗放的な農業が行われてい

た時代には，環境負荷が発生しても自然環境の自浄

作用により賄うことができ，農業における環境問題

はそれほど深刻ではなかったことから，とくに農業

が環境負荷を発生させていることを意識する必要

もあまりなかったと言える．しかしながら，近年は

農業においても経済性を追求し，農薬や化学肥料を

多投して生産効率を追求した集約的農業が行われ

ており，自然環境への圧力も急速に高まっている．

＊農林水産省農林水産政策研究所（Takashi　Hayashi） 0369－5247／07ノ￥500／1論文／JCLS
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このため，自然環境の自浄作用を上回る環境負荷が

発生し，一部において深刻な問題を引き起きしてい

るのも事実である．このような状況を抜け出すため

には，まず農業が環境負荷を発生させていることを

農業経営者や地域住民が正しく認識することが必

要となる．農林水産省の環境基本方針において，多

面的機能の増進とともに農林水産業が自然環境に

与える影響の懸念といった負の影響にも注目して

いるのは，そのような背景もあるだろう注1）．

　ただ，農業の環境便益と環境負荷の発生状況を包

括的に把握する方法はいまだ十分に確立されてい

ない．環境便益や環境負荷といった外部効果はGDP

などのマクロ経済統計の中では評価手法が確立さ

れておらず，これまで計算の対象外とされてきた．

他産業で用いられている環境会計においても，環境

負荷の排出など外部不経済は評価されているもの

の，環境便益などの外部経済については評価の対象

から除外されている．農業は外部経済と外部不経済

の双方をもたらす性格上，持続可能な農業の実現の

ためには，農業の環境負荷と環境便益の両側面を包

括的に評価し，持続不可能な要因を是正するための

情報を抽出する必要がある．

3．農業環境会計の意義
（1）農業経営体のアカウンタビリティ

　農業における環境会計適用について論じる前に，

まずは経営体レベルの農業環境会計が求められる

根拠を明確にする必要がある．これについては，農

業環境会計においても，他産業の環境会計と同様に

経営体内での利用といった内部機能と説明責任（ア

カウンタビリティ）の確保といった外部機能があげ

られるだろう．一般企業向けの環境会計の機能と役

割について，環境省の「環境会計ガイドライン」（以

下，ガイドライン）では環境会計の機能を内部機能

と外部機能に分けている注2〉．内部機能とは，環境

会計を企業内部での効率的な環境保全活動のため

など，企業内部に対する環境会計の役割であり，一

方の外部機能とは，企業が環境保全活動に対する説

明責任を果たすために外部に向けて情報を発信す

るという役割である。しかしながら1農業特有の事

情を勘案すると，これらの機能はさらに深化させて

議論する必要がある．

　農業経営体における環境会計とアカウンタビリ

ティについての先駆的研究としては家串（2001）の

貢献が大きい．家串（2001）では，「信頼関係に基

づく伝統的農村共同体においては，欧米社会に存在

する社会的「契約」関係よりむしろ社会的「信頼」

関係に基づき社会が構成されてきた．　（中略）そし

て，時代の変化に伴い伝統的農村共同体においても，

社会的「契約」の概念が重視されるに至り，社会的

r契約」を前提とするr信頼」社会への以降が必要

とされる」と述べている注3）．また，家串はr農業

経営は個別的存在と社会的存在の両側面を有して

おりジそれは主に前者により私的領域である収益性

が，後者により社会的生産陛が追求され，かっ資源

保全や農産物の安全性等をも考慮すべき」と論じて

いる注4〉．

　以上のことから，農業環境会計の必要性について

は，以下の二点に論点をまとめることができる．第

一の論点は，自らの経営体の経営・財務内容を明確

な指標として公表する必要が生じてきたという点

である．古くから続いてきた農村共同体の崩壊もし

くは機能の低下に伴い，r信頼」からr契約」が重視

されるようになった結果，農業においても会計シス

テムさらにはそれによるアカウンタビリティがよ

り重要視されるに至り，明確な指標により経営・財

務内容を公表する手段として財務会計の必要性が

高まっている．これは，従来厳密な会計システムを

必要としなかった農業の特殊性が徐々に薄れ，農業

のr産業化」すなわち農業経営体が一般の企業によ

り近い形に変容していることを示している．このよ

うな現象は農業経営者による農業法人設立の動き

からも見てとれる．したがって，この側面から見る

と，今後も農業経営体の会計システムの必要性は増

すと思われる。

　これまでも農業においては農業会計を通じて厳

密な会計システムの導入が進められており，当然な

がら農業環境会計を導入する際もそれに則るもの

とするべきであろう．ただし，現在でも農業会計は

他産業の財務会計に比べてそれほど普及が進んで

いる状況にはない』関根（2006）は，農業経営体で

は財務会計が確立されていないことから，当面の問

は慣行農法のかかり増しコストを基準とする農業

注1）農林水産省（2003）3ページ参照，
注2）環境省（2005）3ぺ一ジ参照．
注3）家串（2001）19ぺ一ジ参照。
注4）家串（2001）20ぺ一ジ参照．
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環境会計を構築し，財務会計の整備とともに徐々に

財務会計を基準としたものへと発展させるべきと

論じている．農業環境会計の普艮に際しては，まず

そのベースとなる農業会計の普及とともに進めら

れるべきであろう．

　第二の論点として，環境という側面から論じた場

合，農業経営体は社会的存在として自然環境に密接

に関連した生産活動を行ってきた点である．すなわ

ち，農業生産活動は他産業では見られない自然環境

との一体性を有するため，単なる利潤追求手段であ

るのみならず，社会的存在が認められるのである．

その際，地域社会の共有物としての自然環境を利用

する生産活動を行うことから，自然環境の他の利用

者である一般市民に対しても情報を開示し説明す

る責任が生じる．社会的存在としての農業経営体を

考慮することにより，社会的生産性追求の結果を市

民社会などしかるべき者に対して説明する必要が

あり，通常の利益性の追求を目的とする会計が対象

とするアカウンタビリティの範囲が，市民社会など

へ拡張される．その意味において農業環境会計が必

要とされるのである注5）．環境会計によりこれらの

アカウンタビリティを確保し，共有物としての自然

環境を利用することに対する責任を果たすことが

できる．

　ところで，農業生産活動が共有物としての自然環

境を利用する一方で，農業生産活動を行うことに

よって保全される自然環境も存在する．これがいわ

ゆる農業・農村の多面的機能であり，水田や里山と

いった二次的自然は人間が農業生産活動を行うこ

とによって形成されたものである．このような側面

も農業と自然環境の関係として情報を開示する必

要があるだろう．すなわち，社会的存在としての農

業経営体は生態系や自然環境に正負両面で密接に

関連しており，農業環境会計においても自然環境の

正負商面に関するアカウンタビリティを果たさな

ければならない．

（2）生産活動における意義
　残念ながら，現段階において農業経営者の問で，

環境会計の認知度はそれほど高くなく，農業経営者

にとって，農業環境会計の役割はそれほど大きくな

注5）社会的生産性の追求に関して，近年は農業のみ

ならず一般企業においても社会的責任（SociaI
Responsib呈lity）の観点から市民社会へのアカウンタビ

リティが発生すると言われている．

い．これは冒頭で述べたとおり，環境会計は製造業

やサービス業の大企業を中心として導入が進んで

おり，農業分野ではいまだなじみの薄いものである

ためと思われる．

　しかしながら，現在，国の農業政策においても農

業経営者は環境保全を重視した農業活動への転換

が求められている．ここで問題となるのは，農業経

営者の環境保全活動を客観的に評価する指標が存

在しないため，農業経営者の取組みがどの程度環境

保全に効果があるのかなどを明示することができ

ない点である．地方自治体や農協が農業経営者に環

境保全活動を普及・指導するためには，それを行う

ことによってどのような側面で環境保全に貢献し，

どのくらいの効果があるのかを明示して農業経営

者へ論理的に説明する必要がある．また，農業改良

普及員や農協の営農指導員が農業経営者に環境保

全型農業技術を普及・指導する際，農業環境会計に

より環境保全活動を診断し，改善点を指摘すること

なども利用できる．すなわち，自治体や農協の立場

からは，農業環境会計は担当者が農業環境政策や環

境保全技術を農業経営者に勧めるうえで，そのメ

リットや効果を明示的に説明して説得するための

ツールとして利用することができるのである．その

意味でぽ，環境会計は自治体や農協が農業経営者に

対してアカウンタビリティを確保するためにも利

用できると言える．

　また，そもそも農業環境保全対策を主体的に実施

する立場にある農業経営者は，農業生産活動と自然

環境の関係の実態をどこまで把握しているのだろ

うか．農業は自然環境と密接に関わる生産活動を行

うことから，他産業の企業と異なり農業経営で把握

しなければならない環境情報は多岐にわたる．この

ような複雑な農業生産活動と自然環境の関係を把

握するためには，記憶やメモだけでは不十分で，体

系的な情報の整理が必要となろう．農業環境会計は

農業と自然環境の複雑な関係に関する情報を整理

するうえでも有益である．

　この他，とくに自然環境に配慮した農業生産活動

を積極的に行っている農業経営者からは，慣行農法

による生産との差別化を図る意味から，環境保全の

取組みを正しく評価できる手法を用いて自らの活

動を評価したいという声も聞かれる．これまで農業

経営体の環境保全活動は，その取組みの有無のみを
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図！農業環境チェックソフトの入力画面と結果表示画面

評価し，活動の質を評価することはあまり行われて

いなかった．これは積極的に環境保全活動を行い，

可能な限り環境負荷を削減しようと努めている農

業経営体と，環境保全活動を行いながらも必要最低

限の基準を守る程度に留まっている消極的な経営

体を同水準に評価してしまう．農業環境会計は，環

境保全活動の有無ではなく，その質を定量的に評価

することができることから，農業経営者に取組みの

効果を従来よりもさらに客観的に伝達する手段と

なりうる．

　楠本（1998）が指摘するように，財務会計の分野

では，財務状況の公開度の高い企業ほど社会的信頼

は高くなる注6）．環境保全活動に関しても同様のこ

とが言えないだろうか．環境保全活動に関する社会

的信頼を高めるためには，その活動内容を明確に公

注6）楠本（1998）28ぺ一ジ参照．
注7）農林水産省（2003）37ぺ一ジ参照．

表することが必要で，農業環境会計はその有効な手

段の一っとなりうる．

　以上のことから，農業環境会計は現段階ではいま

だ農業ではなじみの薄いものであるものの，今後さ

まざまな面でその重要性および必要性は増してく

ると思われる．農林水産省でも『農林水産省環境政

策の基本方針』において，今後検討すべき事項とし

て環境会計を掲げており注7），農林水産省の研究所

においても，農業環境会計の開発作業が進められて

いる．

　農林水産省の農林水産政策研究所では，農林水産

業における環境会計の開発作業の一貫として，「農

業環境活動チェックソフト」（以下，チェックソフ

ト）を開発している（高橋ら2006）。これは，農

業経営者がパソコンで自らの環境保全活動への取

組状況や，農薬・化学肥料の投入回数などを入力す

ると，自動的に点数化されるというものである．当
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初，農業環境会計をめざしていたが，環境会計の普

及のためにはより多くの農業経営者に幅広く利用

してもらえるような内容や形態にするべきとの判

断から，定量的な評価に基づいた環境会計ではなく，

定性的な評価も取り入れ，パソコンソフトの形態と

している．

　現在，稲作経営体を対象としたチェックソフトを

開発中で，種子予措から稲わらの処理までの一連の

稲作栽培作業の中で行われる環境保全活動の取組

状況，エネルギー投入量と多面的機能増進のため活

動の取組状況などを入力すると，レーダーグラフの

形で結果が表示されるものである（図1）．

　とくに近年は農業経営者の間でもパソコンが普

及し，農業会計の作成も専用のソフトが用意されて

いる．パノコンの普及は，農業経営者に農業会計の

導入の際の障壁を低くし，単式簿記から複式簿記へ

の移行も容易にした．このような流れにのって農業

会計から農業環境会計への発展もパソコンを用い

て環境会計を簡単に作成することができれば，導入

に対する障壁は低くなると思われる．チェックソフ

トはいまだ開発段階にあるが，このような環境評価

ツールが農業経営者に環境保全活動の評価手法と

して幅広く活用されることを期待したい．

4．一般企業向け環境会計との相違

　第2節で検証したとおり，農業には他産業にはな

いいくつかの特殊性を有する．このような農業の特

殊性を考慮すると，環境会計も必然的に他産業のも

のをそのまま適用することはできないだろう．本節

では，他産業と農業における環境会計の相違を内部

機能と外部機能に分けて考察し，農業にあてはめる

場合に新たにどのような点を考慮すべきかをまと

めて検討する．

　まず，内部機能では環境保全活動の効率性分析，

費用対効果分析などに適用可能である．農業に環境

会計を当てはめた際も，環境保全活動の費用対効果

の分析に有効であることは間違いない．ただし，前

注8）滋賀県では2003年にr環境こだわり農業推進条例」
を制定し，琵琶湖の水質保全，農業の健全な発展を目的
とした「環境こだわり農業」を推進している．また，2005
年には環境直接支払いを中心とした環境農業推進のた
めの政策について，新たな制度の研究・検討を行うこと
を目的として，都道府県を会員とするr環境直接支払い
を中心とした環境農業推進制度研究会」が設立された．

2005年10月の時点で23都道府県がこの研究会の会員と
なっている．

述のとおり，農業会計の普及率はいまだそれほど高

くないことから，農業経営者は必ずしも会計をもと

にした厳密な経営管理を行っているわけではなく，

長年の経験で培った「勘」や近隣農家の行動などが

経営判断に大きく影響を与えている．したがって，

農業では他産業に比較して金銭的な側面が経営判

断に影響を与える部分は相対的に小さいと言える．

それでも農業のr産業化」は着実に進行しており，

今後は会計・財務情報のウェイトがより大きくなる

ことは十分想定できる．

　また，近年はとくに自然環境に配慮した農業生産

活動が求められており，その重要性も急速に高まっ

ている．国の政策としては，2005年に「環境と調和

の取れた農業生産活動に関する規範」が策定され，

農業経営者が農業と自然環境の調和のために取り

組むぺき基本的事項がまとめられた．また，2004

年から「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促

進に関する法律」が完全施行されており，野積みや

素堀りを解消し家畜ふん尿の適正管理を行うとと

もに，たい肥化など家畜ふん尿の利用促進が求めら

れるようになった。さらに，今年度から「農地・水・

環境保全向上対策」が実施され，化学肥料や農薬を

大幅に削減する取組みに対しての支援が行われて

いる．一方，都道府県においても地域の実情に応じ

た独自の農業環境政策を実施している自治体があ

る注8）．’農業経営者は農産物価格が低迷する中で，

さまざまな農業環境政策に対応してゆかなければ

ならない．今後も費用面・労働力面の双方において，

農業生産における環境保全活動のウェイトは年々

大きくなり，農業経営者がいかに効率的な環境保全

活動を行うかが重要な課題となるだろう．農業環境

会計は，経営体における環境情報と財務情報を同一

のフレームワーク上で把握することができ，さまざ

まな環境保全活動の費用と効果を包括的かつ体系

的に整理し，環境保全活動の効率性や費用対効果を

示すことができる．農業経営者が自らの環境保全活

動に関するあらゆる情報を整理するためには，環境

会計が適した手法となるだろう．

　対して，外部機能に関してはどうだろうか．ガイ

ドラインでは消費者，取引先，投資家，地域住民，

購馨蓼篠鷺諏鑑漂瀞
示は他産業と同じであるが，農業にとってもう一っ
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の重要な主体である農協を含めることが必要であ

ろう．これは農産物の出荷先としてと同時に，農業

経営体が融資を受ける投資家としても農協が経営

体に対して重要な役割を果たしているためである．

また，農産物の大半が農協を通じて出荷される現状

を鑑みると，経営体は農産物の環境配慮を出荷先の

農協に対して積極的にアピールすることが必要で

ある．さらに，農業は自然環境と密接な生産活動を

行う産業であることから，自然環境へ与える影響は

直接的に地域の自然環境へ大きな影響を与える．し

たがって，地域住民，行政へのアカウンタビリティ

を確保することも必要となる．そのためにも，環境

会計の外部機能は農業の場合においても他産業と

同様に求められるだろう。

5．農業環境会計の課題
（1）理論上の課題
　以上，農業環境会計の意義，一般企業向け環境会

計との違いを論じてきたが，ここではこれまでの議

論で得られた農業環境会計の課題について整理す
る．

　まず，第一にあげられる課題点は，農業と自然環

境の密接，複雑な結びつきである．くり返しになる

が，農業は本来，自然の循環機能に順応した生産形

態をとり，自然環境とのつながりが深い産業である．

たとえば，農業生産を行っている農地は農業用水や

地下水と直接的に結びついており，土壌にいたって

は生産要素そのものといっても過言ではない．一方

で，農業は製造業のように工場など閉鎖された空間

で生産を行うわけではなく，外部の人間や野生動物

農業会計

環境会計

　財務
パフォーマンス

環境保全コスト

環境保全に伴う

　経済効果

環境保全効果

に広く開かれた空間で生産が行われる．したがって，

農業において発生した環境負荷はさまざまなルー

トを介して放出され拡散する．これは環境負荷がパ

イプや煙突など決められたルートで排出される一

般的な産業と大きな違いである．決められたルート

を介して排出される環境負荷を把握することはあ

る程度容易であるが，農業の生産活動から発生する

環境負荷が，どのようなルートでどのくらい排出さ

れているのかを正確に把握することは困難である．

このような理由から，農業において環境会計を導入

した場合も環境保全効果が正確に評価できないと

いう問題点が生じる．また，農業生産は自然循環機

能と密接に結びついていることから，環境負荷発生

量のうち一部は自然環境の自浄作用により浄化さ

れる場合もあり，環境負荷の実質的な排出量の正確

な把握がさらに困難になるだろう．このような面か

ら農業において環境会計を導入する場合にはあら

ゆるルートで排出される環境負荷を網羅的に把握

できるように既存の環境会計フレームワークを修

正する必要がある．

　第二に，農業の多面的機能の存在である．環境省

がガイドラインで提示する環境会計は多面的機能

を発揮しない一般企業を対象としているため，多面

的機能など外部経済を評価する仕組みにはなって

おらず，単に環境負荷をどれだけのコストをかけて

どれだけ削減したかを示すものである．しかしなが

ら，農業においては多面的機能という外部経済が存

在し，その効果も非常に大きい．農業は生産活動で

ある以上，環境負荷も発生させるが，その一方で自

然環境へよい影響も与えており，自然環境の正負双

　　　　　　　方の影響を取り入れることでは

　　　　　　　じめて農業の正確な評価となる．LCA

　　　　　　　したがって，農業における環境

　　　　　　　会計は，環境負荷の把握と同時

　　　　　　　に多面的機能を正しく評価でき

多面的機能

　環境
パフォーマンス

図2　多面的機能を取り入れた環境会計の構造

環境省（2005）2ぺ一ジの図をもとに著者が作成．

るものにしなければならない．

従来の環境会計をそのまま適用

するのであれば，図2のような

多面的機能を取り入れたフレー

ムワークヘの修正が必要になる

だろう．だだし，その際，個々

の経営体を対象とした農業環境

会計では多面的機能の評価の導
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入は難しい．これは多面的機能が一つの経営体の農

業経営によって機能するものではなく，集落や地域

といった一定のまとまりで発生するためである．

よって，農業における環境会計も多面的機能の評価

を取り入れ，地域または集落を対象とした農業環境

会計（メゾ農業環境会計）の開発が望まれる，

　第三に，農業経営体が支出した費用に対しての環

境保全効果が正確に把握できない点である．先に指

摘したように，農業においては環境負荷の排出ルー

トや排出量を網羅的に把握することは困難であり，

環境保全コストに対する環境保全効果が正確に把

握することができない、これはコストに対する効果

を過小評価することにつながってしまう．さらに，

農業では多面的機能の維持・増進といった効果も定

量的には正確に把握されていないため，なおさら効

果が過小評価される傾向にある．経営体が支出した

費用に対してその効果が正しく評価されないこと

は市場の失敗を意味し，経営体の正しい選択を阻害

して自然環境に対する配慮がおろそかになる危険

性を有しているのである．

（2）実際上の課題
　前項では主に環境会計のフレームワークを農業

へ適用することについての理論上の課題を検証し

てきたが，仮にそれらの問題がすべて解決され，実

際に農林水産業の経営体や地方自治体などに適用

する段階になっても，大きく三つの間題点が残る。

第一に，農業は家族経営が多い点である．これまで，

環境会計を作成しているのは大企業が中心であり，

最近になってようやく中企業にも作成の動きが広

まってきた段階である．大きな規模の企業であれば，

多くのコストを支出して環境保全活動を行ってお

り，これを社会にアピールするインセンティブは強

いだろう．しかし，製造業やサービス業においても

中小企業が環境会計を作成している事例はそれほ

ど多くない．まして，個人商店や町工場のような事

業所が環境会計を作成している事例はほとんど見

られない．このことを家族経営が中心である農業に

あてはめれば，経営体の規模の面から見ても環境会

計を導入する経営体がまず見られないのも他産業

と同じ傾向であるといえる．

　第二に，これは第一の要因とも関連するが，農業

経営体にとって農業環境会計の作成は大きな負担

になり，経営体に自主的な取組みで作成を促すのは

難しいという点である．環境保全活動に積極的な農

業経営者は自らの意思で環境会計を作成するかも

しれないが，とくにそのようなインセンティブのな

い一般的な農業経営者にとっては環境会計を自ら

進んで作成するには，負担が大きいという点である．

当然ながら，農業環境会計はそれぞれの農業経営体

が自ら作成しなければならない．しかし，現在でも

農業経営体では農薬の管理や適正農業規範（GAP）

などにより，農作業に関する記録や帳簿を数多く作

成しており，家族経営で労働力に余裕のない経営体

にとってはかなりの負担となっている場合もある．

そのような状況の中，経営体にさらなる負担をもた

らす環境会計の作成は，なかなか受け入れられない

ことが予想される．また，仮に環境会計のフレーム

ワークが確立したとしても，自主的に環境会計を作

成する農業経営体がどれほどあるのかは疑問が残・

る．さらには，環境会計の作成には簿記の実務や自

然科学などある程度の専門的知識が必要となり，こ

れらの知識を持ちあわせない経営体にとっては，た

とえ環境会計を作成する意欲があったとしても作

成には相当な困難を伴うだろう．これは，現在他産

業の大企業が環境会計の作成に自主的に取り組ん

でいる状況とは大きく異なるところである．

　関根（2006）は，企業において環境会計の導入が

進んだ背景には，環境保全コストを把握するための

財務会計と環境保全効果を把握するためのマテリ

アルバランスの導入が進んだことにあるとして，両

者の普及が進んでいない農業部門では独自の基準

を用いた環境会計の構築が早期普及の近道になる

と述べている．このような考え方は，企業における

環境会計と農業における環境会計との間で比較可

能性を失う結果となるが，農業における環境会計の

普及を第一義的な目的とする場合には，このような

方法により環境会計の普及を図ることも必要であ

ろう．関根も独自の基準によって農業に環境会計を

普及させ，後に財務会計およびマテリアルバランス

をベースとする環境会計へ移行することが望まし

いと結論づけている．

　第三に，農業経営者にとって，農業環境会計の作

成にどれほどのメリットがあるのかという点であ

る．農業環境会計の作成にどのような意義があるか

については第3節で検証してきたが，問題はその大

きさとどれほど経営者自身にフィードバックされ
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るかである．もちろん経営者がコスト管理に利用す

るという内部機能には一定の役割があるだろう．し

かし，外部機能に関しては，経営者がコストをかけ

て環境会計を作成したとしても，自らの収入の増加

やコストの削減といった形で経営者自らの直接的

な利益としては出てきにくい．端的にいうと農業環

境会計は，農産物価格のうちこれだけが環境保全の

ための費用であると示すものである．環境会計作成

の効果は経営者の収入増加といった直接的な形で

は現れず，環境配慮イメージヘの貢献といった間接

的な形で現れるものである．しかし，イメージの向

上という点では減農薬農産物や有機農産物として

農産物を販売した方がその効果ははるか大きく，さ

らに直接的な農産物の付加価値や売上の増加を伴

う．このように，農業における環境会計は内部機能

として一定の役割が認められるものの，外部機能に

よる経営者のメリットがあまり大きくなく，この側

面からは，経営者の農業環境会計作成のインセン

ティブはそれほど高まらないと思われる。

　一方，行政側，農協側の立場からしても，チェッ

クソフトが何らかの政策と結びついたものではな

いことから，これを農業経営者へ普及することにメ

リットがあるわけではない．現状では，環境会計は

利用する側，勧める側の双方にとって，メリットの

少ないものあると言える，

6．おわりに

　本稿では，農業に環境会計を適用することの意義

を論じたうえで，他産業で用いられる環境会計との

違いを示し，農業への環境会計の課題を論じてきた．

農業へ環境会計を適用することによる農業経営者

のメリットは，現時点ではそれほど大きくないかも

しれない．しかしながら，今後さらに自然環境へ配

慮した農業生産活動が求められ，消費者の関心も高

くなることが予想される．また，WTOの交渉やFTA

の締結により貿易自由化が進行する中で輸入農産

物との競争も今後ますます激化するだろう．そのよ

うな状況の中では，環境面では地域住民等のステイ

クホルダーへのアカウンタビリティが，経営面では

企業的な管理手法がますます求められることが予

想され，環境会計は農業経営にも大きな役割を果た

すと思われる．

　ただし，農業環境会計にはいまだ解決されていな

い課題もある．これらの課題の克服には地域や自治

体を対象としたメゾ環境会計や農業会計との関連

性を高め，農業会計を補完することが一っの方策と

なる．いずれにしろ，農業環境会計の開発研究はま

だ進んでおらず，学術的な蓄積もそれほど多くない．

今後，会計学，農業経済学，環境経済学などさまざ

まな分野から農業環境会計の研究が進むことを期

待したい．
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