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○西郷環境バイオマス政策課長  それでは、ただいまから、第３回食料・農業・農村政策審議会企画

部会地球環境小委員会を開催いたします。 

 本日は、佐々木晨二委員、寺島委員、永松委員が所用によりご欠席となっております。吉水委員は後

ほど遅れてまいられるということでございます。 

 それでは、開催に当たりまして、事務次官から一言ごあいさつをいただきたいと存じます。 

○白須事務次官  事務次官の白須でございます。本日は、第３回目の地球環境小委員会でございます。

委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。

厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 この本日の会議の中でもご報告をさせていただきますが、先週まで、ご案内のとおりですが、インド

ネシアのバリにおきまして、気候変動枠組条約の締約国会議（ＣＯＰ13）が開催をされていたわけでご

ざいます。そこで今後２年間の作業スケジュールが決定されたわけでございますが、2008年には次期枠

組みにおけます森林・農地等を含めました各分野の取り扱いルールに関する検討が行われるということ、

そして、次の2009年には第２約束期間におけます排出削減目標についての結論を出すことになったわけ

でございます。 

 したがいまして、農地の二酸化炭素の吸収につきましても、来年から開始をされます集中的な議論を

見越しまして、国内におきまして早急に議論を行っていかなければならないとなっているわけでござい

ます。さらには、科学的な知見が集約をされますれば、農地の二酸化炭素の吸収機能を増進する方策は

いかにあるべきかといったような検討も行う必要があるわけでございます。 

 委員の皆様方におかれましては、以上のような課題につきまして忌憚のないご意見を賜りますようお

願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

○西郷環境バイオマス政策課長  ありがとうございました。 

 それでは、以降の議事進行につきましては、林座長にお願い申し上げます。 

○林座長  それでは、早速、審議に入りたいと思います。 

 まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○西郷環境バイオマス政策課長  それでは、資料の確認でございますが、資料一覧にございますよう

に、本日は資料１～資料５までございます。不足がございましたら、お申し出くださいませ。 

 それでは、資料１「主要国における農業環境政策の概要」でございます。この資料は、ＥＵ、米国、

そして韓国の農業環境政策について整理したものでございます。 

 １ページ、ＥＵの環境直接支払制度の概要でございます。 

 もともと過剰な農産物の生産や集約的な農業が進んだヨーロッパにおきましては、飲み水の４分の３
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を地下水に依存しているということで、我が国と全く反対の数字でございますが、そのために地下水汚

染の顕在化が非常に問題になりました。それに対処するため、条件不利地域政策の改正などの過程で、1

985年から環境支払いという制度が導入されております。また、2000年からは農村開発政策の一環として

取り入れられているところでございます。 

 支払いの対象となる活動でございますが、肥料・農薬の投入削減、有機農法の導入、環境保全に資す

る農業生産活動、休耕地の環境保全や市民の休養の場としての利用など農業生産を行わない土地の管理、

さらに、クロスコンプライアンスと申しまして、環境支払いを受給するにあたって守らなければいけな

い基準でございますが、これを超えてもっと環境をよくする、負荷を削減するといったような活動とな

ってございます。 

 契約にあたりましては、「適正農業規範」を超える水準の農業活動や営農行為を５年間約束する必要

がございます。 

 そこで、今までやってきた農法から支払い対象になる農法への転換に伴いまして、所得が減ったり、

追加的な費用が生じたりした場合に助成をするということになってございます。 

 そして、農業者の受取額の上限は、土地の利用形態によって異なっているということでございます。 

 右側に直接支払制度の概念を矢印で示しておりますが、ＥＵの直接支払制度では、まず、ＥＵから農

業者に対して助成金が払われるということでございますけれど、残りの助成金を加盟国が負担をするこ

とになります。そして、各加盟国がそれぞれ独自に農業環境政策プログラムを策定・実施することが可

能でありますが、ＥＵから助成を受ける場合についてはＥＵの承認を得る必要があるとなっております。 

 上から３つ目の枠ですが、州もお金を出すということがドイツで行われておりますけれど、ほかの国

ではないようでございます。 

 ２ページは、ＥＵの土壌保全に関する取り組みでございます。 

 ＥＵでは共通農業政策を何回か改革してございますが、2003年の改革におきまして、直接支払いを受

けようとする者には、農地を適切な状態に管理するための最低条件として、各国保有の事情に基づいて

定める土壌管理等に関する国内基準（ＧＡＥＣ）を遵守することを求めております。 

 また、ＥＵの土壌保全施策は、環境や農業、地域振興に関する施策の一部としての位置づけにすぎず、

土壌に着目した体系的な施策がとられてこなかったという認識から、土壌保全に関する分野別の戦略が2

006年９月に策定されております。 

 この戦略では、右下に書いてございますように、土壌が有する機能として、炭素の貯留機能について

も着目がされているところです。 

 ３ページ、米国の環境直接支払制度の概要①でございます。 
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 米国では、もともと土壌流出や地下水の汚染などの環境問題への対策として、やはり85年から土壌保

全留保計画（ＣＲＰ）、湿地保全計画（ＷＲＰ）を導入してきております。以後、96年に環境改善奨励

計画（ＥＱＩＰ）、2002年には保全セキュリティ計画（ＣＳＰ）といった形で環境直接支払制度が拡充

されてきております。 

 まず、ＣＲＰでございます。これは土壌侵食のおそれが高い農地や環境的に脆弱な土地の保全を目的

として、10～15年の契約期間を設けまして、カバークロップ（被覆作物）を作付し、商業的利用をしな

いこと、地元の土壌・水保全区に保全計画を提出することなどが求められます。 

 そして、対象農地の地代相当額の支払い、土壌保全措置の実施に要した費用の助成が主な助成内容と

なってございます。 

 ＣＰＲの契約は、米国農務省によって募集期間が定められている通常の契約のほかに、常時募集して

いる契約というものがございます。これらの契約で採用される保全の方法と申しますのは、通常の契約

と比べて環境保全効果が高いとされておりまして、地代相当額の支払いも高くなるということでござい

ます。 

 次に、ＥＱＩＰでございます。これは生産者が農務長官、日本でいうと農林水産大臣になりますが、

と個別に契約を結ぶという形で実施しております。そして、農業生産活動と環境改善を両立させるため

の措置を導入するということでございます。 

 最短１年、最長10年の契約期間中は、土壌侵食脆弱地や湿地保全に関する連邦規則を遵守することと

なってございます。 

 また、環境保全措置の実施に要した費用の助成、あるいは土地管理措置実施の奨励金を支払うとなっ

てございます。 

 保全措置としては、家畜排せつ物の管理、緑地帯や緩衝帯の設置などの構造物の設置。それから、耕

起、肥料、作物残渣の管理などに関する措置がございまして、そういうことによって土壌や水質の劣化

防止の効果が高い土地の管理としようということでございます。さらに、家畜の包括的栄養管理計画と

いうことで、飼料を与え過ぎて、水を汚染したりしないようにといったことで、養分管理措置をする。

こういう３つの措置がございます。 

 ４ページ、最近できました保全セキュリティ計画（ＣＳＰ）でございます。これも農務長官との契約

となってございますが、土壌、水質、大気、野性生物生息地などの環境資源に対して、その向上を図る

活動に対して支援するということでございます。 

 右下の表でございますが、保全措置の状況とやり方によって、一種契約、二種契約、三種契約の３種

類の契約を結ぶことが可能となっておりまして、地代の支払いや支払い額の上限が異なっております。 
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 ＣＳＰの対象となる保全措置の例といたしましては、上の表にも書いてございますが、例えば適切な

輪作や施肥管理ですとか、省エネの管理、野性動植物の管理といったことが位置づけられております。

なお、これにつきましては、次期農業法においては、農地土壌の炭素蓄積といった機能にも着目して支

払いを行っていく意向があるということでございます。 

 次に、５ページ、韓国の環境直接支払制度の概要でございます。 

 韓国でも、やはり土壌や水質での汚染を農業化してしまったということとか、食品の安全に関するこ

とも含まれているようでございます。あるいは、ＷＴＯ協定を履行するために作目別の支払いなどをや

めるといったことで、環境支払制度が代わりに導入されてきたという経緯がございます。 

 大きく分けて２つの制度がございまして、１つは、親環境農業直接支払制度といいまして、韓国も日

本と同様に農業は環境保全に資するのだというような意見をもってございまして、また、農業からの環

境汚染を防ぐ、あるいは親環境農業者といいまして、日本でいうとエコファーマーのような形ですが、

それに対する助成を目的として99年から導入されております。 

 支払い対象品目でございますが、稲、野菜、果樹等でございます。 

 また、畜産につきましては、別途、親環境畜産直接支払制度というものができているということでご

ざいます。 

 対象農家は、基本的に、有機、転換期有機、無農薬農産物認証というものを受けているということで

ございまして、経営規模が10アール以上で、年間販売額が 100万ウォン――１ウォンが0.12円ぐらいで

ございますから、12万円以上の農家が対象になります。 

 この制度の契約者は、こういった関連の教育を受けたり、栽培圃場別の肥料の使用量の遵守などの義

務が課せられているところでございます。 

 次に、水田農業直接支払制度というものがございます。これは農家所得を安定させるために、あるい

は水田のもつ広域的機能、例えば洪水防止機能ですとか、あるいは文化的な機能もあるようでございま

すが、そういったことを保全するということで、2001年から導入されております。 

 支払い対象は、稲、豆類、飼料作物等の生産を行っている水田、要するに転作田ということでござい

ますが、対象者は農業者あるいは農業法人で、経営規模は10アール以上となってございます。 

 この制度の契約者は、水田の形状を保ったり、広域的機能を維持させるといった義務が課せられてい

るとのことでございます。 

 支払い対象地域は、農業振興地域かそうでないかによって異なるということでございます。 

 資料１の説明は以上でございます。 

○林座長  ありがとうございました。 
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 続きまして、本日は、ＯＥＣＤ日本政府代表部の倉重参事官が一時帰国されておられますので、資料

２の「ＯＥＣＤにおける農業環境政策を巡る論議について」をご紹介いただきたいと思います。倉重参

事官は、ＯＥＣＤにおかれまして各国の論客と日々論争されているとお聞きしております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○倉重ＯＥＣＤ日本政府代表部参事官  ただいまご紹介いただきましたＯＥＣＤ日本政府代表部で参

事官を務めております倉重と申します。どうぞよろしくお願いいたします。座ってご説明させていただ

きます。 

 本日は、今、ご紹介がありましたとおり、「ＯＥＣＤにおける農業環境政策を巡る議論について」と

いうことで私からご説明させていただきますが、このようなテーマでご説明をさせていただく趣旨と申

しますのは、農業環境政策を検討するに当たって自然科学的な論点を議論することは大前提となるもの

と理解しておりますけれど、実際に政策を導入する際には、それに加えて、国際的な議論との整合性や

既存の農政改革との整合性、さらには政策の経済合理性というものが大きな論点となると考えられてお

りまして、ＯＥＣＤは今申し上げましたような論点についての議論をまさに行っている国際機関という

ことで、ＯＥＣＤの議論をご紹介することが当小委員会における政策検討の少しでもご参考になるので

はないかという趣旨であると理解しております。 

 それでは、早速、ご説明に入らせていただきます。 

 まず、２ページでございますが、ＯＥＣＤといってもそんなに有名ではないといいますか、ご存じな

い方もいらっしゃるかと思いますので、一応ここにどういうものかということを書いておきました。細

かい説明は省略させていただきますが、要は、先進国の集まりであるということが第１点、第２点は経

済分析を基本とした政策提言を行っているということでございます。政策提言以外にも、各国政府の政

策の調和・調整、そして情報交換というものが大きな役割になっている、そういう機関でございます。

現在、加盟国は30カ国、本部はフランスのパリにございます。 

 ３ページでございます。ＯＥＣＤにおいて、今まで農業環境政策の議論がどういう経緯で行われてき

たかということでございますが、先ほど西郷課長からのご説明にもありましたけれど、そもそもは、欧

米諸国において、地下水の汚染であるとか土壌侵食等の農業と環境をめぐる問題が深刻化したことを受

けて、まずは環境政策の立場からどのように農業政策を改善するかという視点で、1985年からＯＥＣＤ

の中の環境委員会というところで議論が開始されました。 

 その後、各国が農政改革をずっと進めてまいりまして、その一環として、農業環境政策というものが

非常に重要になってきたということを踏まえて、1993年から、環境委員会だけではなく、農業委員会と

環境委員会の合同の作業部会をＯＥＣＤに置いて農業環境政策を議論することになったと。そして、現
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在までの主な論点としては、農業環境指標の開発でありますとか、各国の農業環境政策の情報収集と共

有ということを中心に議論をしてきたということでございます。 

 ４ページでございます。それでは、最近はどのような議論の方向になっているかということでござい

ますが、２点上げさせていただいております。 

 １点目は、各国の関心の重点が、「地域環境」から「地球環境」へシフトしているということは顕著

にみえると思います。具体的には、特に気候変動問題を契機に、従来はもっぱら地域の問題であろうと

考えられてきた農業と環境の関係が、実は地球環境問題に深くかかわっているという意識をみんな新た

にしてきたということで、特にバイオエネルギーや水資源の問題ということに各国は大きな関心をもっ

ております。 

 「地域」と「地球」というのは簡単なようでなかなか難しい問題ですが、いいかえれば、農業と環境

の関係を考える際に、地球規模の要因というものを考えざるを得なくなってきているということととも

に、地球規模のインパクトということも考えるということが求められるようになってきているというこ

とであります。 

 これらの問題は、純粋に環境の問題というだけにとどまらずに、世界市場における農産物の需給に大

きな影響を与えておりまして、このことが各国の農政の担当者の意識を相当変えてきているということ

が１ついえると思います。 

 ２点目は、若干方法論的なところですが、先ほどちょっと申し上げましたけれど、このＯＥＣＤにお

いては、まずは定量化であろうということで、農業環境指標というものの開発を行ってまいりました。

この指標には、窒素の収支であるとか農薬の使用量であるとかいろいろございますが、この開発自体は

一段落いたしまして、今後は、まさにこのような指標を使って各国の農業環境政策の環境への影響や効

率性についてを計測して比較する計量モデルというものをつくっていこうという動きが本格化しており

ます。計量モデルについては、言うは易しで、なかなか難しいところはあるのですが、ほかに有効な手

段もないこともあり、この方向というのは今後も続いていくのではないかと思っております。 

 ５ページでございます。30カ国の加盟国があると申しましたが、各国がどういうところに関心をもっ

ているかということを簡単にご説明いたします。 

 初めに気候変動問題でございますが、ここ１～２年、農業、環境をめぐる議論のみならず、農業委員

会における議論でもこの気候変動問題というのが非常にクローズアップされておりまして、主な論点と

しましては、１つ目は気候変動が農産物生産に与える影響。２つ目は、気候変動に関連する政策が農産

物需給、環境に与える影響。例えば、バイオエネルギー関係の補助金がどのように農産物需給に影響を

与えているかなどが問題になっているということでございます。３つ目は、農業自身が気候変動緩和に
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資するという点に着目をして、それをどのように政策的に支援できるのかということにつきましても、

各国の関心が高まってきております。 

 ６ページでございます。引き続きまして、各国の主要関心事項でございます。 

 これも気候変動に関連することではありますけれど、農業における持続的な水資源の利用ということ

についても、最近、各国が非常に関心をもっておりまして、水に関する議論自身はＯＥＣＤでずっと議

論はされてきたのですが、従来までは、市場原理を導入して水の効率的な利用を達成するにはどうした

らいいのかとか、かんがい等の関連補助金というものをいかに削減するかということがもっぱらのテー

マだったわけですが、最近の世界各地で干ばつなり洪水が起こっていることを受けて、各国の関心事項

は、水資源の確保を行うにはどのように政府が役割を果たすべきかということについての議論が活発化

している状況にございます。 

 また、クロスコンプライアンスということで、これも聞きなれない言葉だと思いますが、先ほど西郷

課長からのご説明にもございましたけれど、これはなかなか日本語に訳しがたい言葉でございまして、

概念自体はそんなに難しくはなくて、要は、補助金等の受給に環境への配慮を要件化するということを

クロスコンプライアンスといっております。 

 これについてはアメリカやＥＵで広く導入されておりまして、日本でも、農業関係の補助金に限らず、

各種補助金を交付する場合には、その交付の要件としていろいろ条件があります。それもある意味では

このコンプライアンスの一種なのですが、その特徴につきましては、単なる交付要件ということではな

く、環境対策という積極的な意味を環境対策に直接的にはそれを目的としないものについて要件化する

ということで、だから「クロス」という言葉を使っていると思いますが、そういう手法が非常にとられ

ていると。 

 ただ、これにつきましては、そのように目的が必ずしも直接環境ではないものについて、環境関係の

そういう要件をつけるということと、例えば農業なら農業に絞った政策を打ち、環境は環境に絞った政

策を複数やるということの、どちらが効果的かといったことが議論になっておりまして、位置づけにつ

いてはまだ各国は対立をしているという状況でございます。 

 それから、先ほども申し上げましたが、農業環境政策の環境に対する影響・効果の分析のための計量

分析手法の開発ということが、難しいながらも一貫して行われているということでございます。 

 ７ページでございます。以上、ＯＥＣＤにおける農業環境の議論の大きな流れをご説明させていただ

きましたが、これからは各論といたしまして具体的にはどういう議論がなされるか、どういうことが論

点になるかということをご説明させていただきます。 

 まずは、農業環境政策といったときに、一体どのような政策をみんなが想定して議論しているかとい
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うことでございます。 

 １番目は、経済的手法ということでございます。これには農家への直接支払い、これには環境支払い

的なものもございますし、環境税もありますし、利用権の取引――排出権取引などのたぐいのものです

が、市場の機能を使って政策を打つということが、経済的手法というものの中に含まれます。 

 ８ページでございます。２番目に、規制的な手法といたしまして、これは法的な規制を、例えば農薬

の使用などを行うということや、先ほどご説明いたしましたある補助金を交付するときに環境関係の要

件を課すという意味で、法律ではありませんが、規制的な手法というものを定めるということでござい

ます。 

 ３番目は、普及や研究ですが、これは読んで字のごとくでございますけれど、そういう点も非常に重

要だということでございます。 

 ４番目は、ラベリング、認証とありますが、エコラベルという言葉をお聞きになったことがあると思

いますけれど、ある環境に役に立つ行為について、それを表示することによって付加価値を高めるとい

うことを政策的に行うということでございます。 

 ５番目は、地域社会としての取り組みということで、若干趣が違うと思われるかもしれませんが、特

にヨーロッパにおいて、農業環境の問題であっても、非農家の参加を得ていろいろ活動を盛り上げてい

くという取り組みがなされております。これも手法の一種として考えていいものかと思います。 

 今、５つほど主なものをご説明いたしましたが、要は、これらをどのように組み合わせることが一番

効果が高いかということを考えていく必要があるということでございます。 

 ９ページでございます。実際に農業環境政策を例えば導入しようとするときに、ＯＥＣＤにおいては

どのような点が議論になるかということを４つほど選んでご説明させていただきます。 

 １番目は、農政改革の方向性との整合ということで、環境の保護を目的とする政策であっても、従来

から進めてきた農政改革の基本的な方向性との整合性というのは、事務局からも問われますし、各国か

らも非常に厳しく問われるということです。この基本的方向性というのはどういうことかということで、

ここに２つほど上げております。 

 １つ目は、生産や貿易を歪曲せずに、市場のシグナルの農家への伝達を妨げない政策への転換。これ

はいいかえれば、例えば農家の方が何を生産しようかと考えるときに、それは実際の消費者や実需者の

需要に基づいて行うべきであって、需要は価格にあらわれるので、価格に影響を与えるような政策はど

んどん削減していくべきだというのが考え方でございます。 

 ただ、政府の政策介入を全く否定しているわけでは当然ございませんで、市場に任せてもなかなかう

まくいかないというものが特にこの分野はございますので、その分野の是正というものについては介入
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を是認されると。ただ、その場合でも、できるだけ市場機能を活用することが必要ということでござい

ます。若干ラフな言い方ですが、こういうことが基本的な方向性といえると思います。 

 この基本的方向性を政策にどう落としていくかを考えたときに、１つの主な概念といたしまして、そ

の下に「デカップル」という言葉がございます。「デカップル」は切り離すということでございますが、

いろいろな補助金や農業関係の支持を生産と切り離すという意味でのデカップリングです。このデカッ

プリングという考え方に基づいて、特にＯＥＣＤにおけるいろいろな分析・議論が行われてきて、ここ2

0年ぐらいの農政改革の議論はこの概念が一番重要な概念の１つであったわけですが、農業環境の議論に

おきましても、以前は、今申し上げましたとおり、補助を生産から切り離せば環境にもそれはよくなる

という、若干乱暴な議論がなされていたのですが、さすがにその議論の蓄積によって、そうとまではな

かなかいえないこともあるだろうということで、現在は、ここに「ターゲット」という言葉があります

が、ある特定の環境目的にいかに絞ることができるかということが１つの論点となっております。 

 10ページでございます。論点（２）といたしまして、先ほども申し上げましたが、環境影響の定量化

ということがございます。ＯＥＣＤは環境指標というものをずっと開発してきたわけでありまして、そ

の開発自体は一段落したのですが、米国、ＥＵ、カナダ等の主要国は自前でその農業環境指標のセット

を開発しておりまして、例えば、ＯＥＣＤの議論をするときにはそれらを使った議論をしてくるという

状況にございます。 

 また、その農業環境の指標化というのは難しいものがございまして、例えば、農村景観をどのように

指標化するかなどは、ＯＥＣＤも難しくて十分なものはできていないのですが、各国はこの努力をして

いる途中であるということで、指標化するということはかなり難しいテーマではあると思いますが、少

なくとも国際的な枠組みで議論するときには、定量化されていないとなかなか議論にならないというこ

とと、定量化されていても、その定量化の手法が国際的に余り認められていないような方法で行うと、

余り議論に参加できないという現状にございますので、難しいながらも、また、世界の議論をみながら

いろいろなことを定量化していくという努力は引き続き必要なのではないかと思っております。 

 11ページでございます。論点（３）としまして、「レファレンス・レベル」とありますが、これもな

かなか訳しがたい言葉ですけれど、「レファレンス・レベル」とは、「農家の任意負担により達成され

るべき環境の質のレベル」で、このレファレンス・レベルを超える環境の質の向上を農家に求める場合

には、政府による政策の介入が正当化されるという概念です。 

 左に簡単な絵をつけておきましたが、上の方向が環境の質で、上に行くほどよくなるということで、

一番下に「Ｐ．Ｐ．Ｐ． 」とございますが、これは「汚染者負担原則」というものを、ごろがいいので

Ｐ．Ｐ．Ｐ． とみんな呼んでいまして、この汚染者負担原則のレベルというのは、主に法令等によって
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制限がされているところですが、ここにつきましては、農家が当然自分で費用負担して環境の質を高め

る努力をしなければいけないと。 

 次に、このＰ．Ｐ．Ｐ． のレベルを超えれば政府がそれを奨励するような措置をとることが是認され

るかというと、そうではなくて、ある一定のレベルに達するまでは任意で農家が自己負担で頑張ってい

ただくべきではないかと。その上限をレファレンス・レベルと呼んでいるということでございます。 

 次に、例えば、政府が全体として環境の質をこのように高めたいというターゲットを決めたといたし

ますと、そのターゲットとこのレファレンス・レベルの間の部分につきまして、政府が介入をすること

が正当化されると、こういう考え方でございます。 

 このレファレンス・レベルをどの水準に置くかということでいろいろ話が変わってくるわけですが、

これを絶対的に決める方法というのはなかなか存在いたしませんで、これをどう決めるかということ自

体が非常な論点になりますし、このレベルを実際の環境の影響という結果でみるのか、農家の特定の行

為でみるのか、ということも論点となっております。いずれにしても、特に直接支払い等を考えるとき

は、このレファレンス・レベルという議論がすぐに来るということでございます。 

 12ページでございます。論点（４）として、政策の費用対効果でございます。これはＯＥＣＤ的とい

えばＯＥＣＤ的なのですが、常に「ある政策に要する総費用」に対する「当該政策による環境向上への

効果」の比率が最大となる政策が適当ということで、少ない費用で最大の効果が上がるような政策がい

いということでございます。 

 ２つ目にターゲティング云々と書いていますが、一般的にいわれているのは、環境向上の効果は、政

策をより絞ると一般的には向上すると。ただ、政策を絞ると、その分、政策の数が必要になる事態が想

定されまして、そうすると、行政コストがかかるということで、いかに絞るかという点と、行政コスト

をいかに最小にするかということのバランスが必要になってくるということでございます。 

 それから、費用なり効果の範囲をどこまで考えるかということも大きな論点となっておりまして、ラ

イフ・サイクル・アセスメント（ＬＣＡ）が重要になっているということでございます。 

 13ページでございます。結論にかえまして、今後、ＯＥＣＤにおいて農業環境政策はどのような議論

の方向になっていくかということを、バイオエネルギーの実際の議論から若干考察をしてみたいと思い

ます。 

 現在、ＯＥＣＤでは、横断的なプロジェクトとして――横断的というのは、農業委員会、環境委員会、

そしてＩＥＡというエネルギーをやっている機関がございますが、そのプロジェクトとしてバイオエネ

ルギーについて議論をしておりまして、主要な論点は、世界の農産物市場への影響、気候変動緩和への

貢献度、土壌、水利用と環境面への影響、エネルギー政策上の評価、バイオエネルギー関連の補助金等
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の評価、これらが主な論点となっております。 

 このプロジェクトに対しましては各国とも非常に強い支持を与えておりまして、その際、こういう点

もきちんと考えてくれよという点を幾つか要望で出しております。その中の主要なものがここに上げて

いるものでございます。 

 １点目は、バイオエネルギーの政策の目的が多様であると。農業関係もあるし、環境関係もあるし、

エネルギーもあるし、農村もある、そういうことをきちんと踏まえる必要があるということでございま

す。 

 ２点目は、食料安全保障との関係をきちんと踏まえる必要がある。農産物の価格が非常に高くなって

おりますので、ある意味でそういうネガティブな効果に対するバイオエネルギーをめぐる政策の関与を

考える必要がある。 

 また、農村経済への寄与、ＬＣＡの範囲の適切な考慮。 

 また、いろいろな政策を各国がやろうとしておりますが、一体どれが経済効率的なのだということに

ついては、ＯＥＣＤに考えてくれということを各国が期待しているということでございます。 

 14ページでございます。以上の議論も踏まえまして、今後どのように議論がなされていくかというこ

とを３点上げさせていただいております。 

 １点目は、冒頭にも申し上げましたが、地域環境問題と地球環境問題というのが一体化してくるとい

うことで、バイオエネルギーの議論の例でいいますと、二酸化炭素の削減という地球レベルの問題と、

バイオエネルギーの作物を例えば土壌保全のための休耕地にそういうものを導入することによって、土

壌や水にどのような影響を与えるかという地域レベルの問題が存在すると。この双方とも同時によくな

るような方向で政策を考えなければいけないし、政策の協調をする必要があると。これはなかなか難し

い問題であるけれども、避けては通れないということでございます。 

 ２番目は、農業環境政策という基本的にはローカルなものであったものが、世界標準化されていくと

いうことが１ついえるのではないかと思います。世界標準化されていくということは、標準化がされて

いく議論に積極的に参画をしていく必要があるということがいえると思いますが、積極的に参加するた

めには、当然、会議で活発に発言するということもございますが、積極的に参画できる国というのは自

分の国でもそのような政策を導入なり真剣に検討している国だということがいえるのではないかと思い

ます。 

 その理由は、特にこういう農業環境政策のような地域性のあるものにつきましては、実際に検討なり

導入してみないと、どういう問題があるかもよくわからないと。抽象的な議論にならないように経験に

も基づいて議論できるには、積極的に実施の方向に進まなければいけないということで、リスクもあり
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ますけれど、こういう形で国際的な枠組みで議論が進んでいくことを考えると、例えばこの小委員会で

議論されているように、先進的な取り組みについての議論を世界と同時並行でやるということは非常に

重要なことではないかと個人的にも思います。 

 最後に、若干抽象的ですけれど、先ほども述べましたが、政策が多目的化していると。もちろん、従

来から政策は１つの目的であったわけではないのですけれど、今後、ここにありますような農村経済、

環境、エネルギーというように分野が異なるものについて、しかも、優先順位をなかなかつけがたい目

的に対して１つなり複数の政策を検討しなければいけないということで、それはなかなか難しいことで

あると。 

 農業と環境という観点からいいますと、１つの考えなければいけないポイントとしましては、ここに

「農業生産活動との結合性」と書いておりますが、要は、農業生産活動を通じて、そこに何らかの影響

を与えることによって目的を達成するということが、ＯＥＣＤ的にいえば費用対効果が高いという説明

ができるかどうかということが１つの論点になると思います。 

 長くなってしまいましたが、これで私の説明を終わらせていただきます。 

○林座長  ありがとうございました。 

 続きまして、これは前々回に委員の方からご要望いただきました、資料３にございます「農地土壌管

理を吸収源として選択している国の状況」を西郷課長よりご説明いただきます。 

○西郷環境バイオマス政策課長  今、座長からお話がございましたように、京都議定書の約束を履行

する中で、農地土壌管理を選択している国が４つあると。それはどんなことをやっているのかを調べな

さいというご指示がございました。 

 この資料３はまだ途中でございますけれど、先だってバリ島で行われました気候変動枠組条約の締約

国会議の中で、当方の出張者が先方の国とコンタクトをとって集めたものでございます。 

 とりあえず今日は、カナダとポルトガルの件についてご報告申し上げます。 

 まず、カナダでございますが、カナダ政府は京都議定書に基づく約束の履行はもうできないと表明し

ているわけでございますけれど、一応、この約束期間中におきまして、農地土壌により１年間で1,000万

トンの二酸化炭素を吸収すると見込んでいます。 

  農地土壌の炭素貯留量を増加させる営農活動といたしましては、真ん中の段にございますように、多

年生植物の追加栽培、または不耕起あるいは耕起を少なくするということで、すなわち炭素を含む土壌

を耕し過ぎて放出させないように、そっとしておくという考え方でございます。 

 また、関連する施策といたしまして、温室効果ガスの排出削減、あるいは吸収増加に資する農法とし

て、その取り組みが開始される初年度に支援するといった支援策が講じられているところでございます。 
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 一方、ポルトガルでございますが、炭素吸収量についてはまだ不明ということでございますが、とに

かく定性的に炭素量を増加させるような営農活動として、直播と、カナダと同様に余り耕さないという

農法が位置づけられているようであります。 

 そして、これらの農法について５年間継続するということを条件に、直接支払制度が講じられている

ということでございました。 

 その他の国につきましては調査中でございますので、いずれまたご報告申し上げます。 

○林座長  ありがとうございました。 

 次に、先ほど事務次官からのごあいさつにもありましたけれど、先日、バリで開催されましたＣＯＰ1

3の報告を、これに出席された農林水産政策研究所の渡部次長からお願いしたいと思います。 

○渡部農林水産政策研究所次長  政策研究所の渡部でございます。一昨日、バリのＣＯＰ13から帰っ

てまいりまして、お手元の資料４に日本政府代表団としてまとめました概要と評価がございますので、

これをもとに簡単にご報告申し上げたいと思います。 

 １ページの冒頭にございますように、今回のＣＯＰ13は、12月３日から15日まで――実は当初の予定

は14日までだったのですが、大変こじれて１日延長されまして、15日まで、インドネシアのバリ島で開

催をされました。日本政府からは、鴨下環境大臣ほか、独立行政法人の皆さんも含めますと 100人近く

行きまして、対応いたしました。それ以外にも、会議のマージンで、貿易大臣非公式対話、財務大臣の

ハイレベル会議などもございましたし、大変たくさんのサイドイベントも催されたわけでございます。 

 ２番目に大体の結論を書いてございます。2013年以降の枠組みについては、枠組条約のもとに、新た

にアドホック・ワーキング・グループ（ＡＷＧ）を設置することが決まりました。これは既に京都議定

書のもとでＡＷＧはございますので、いわばＡＷＧが２つできる形になります。２トラックと呼んでお

りますが、そういう形になることが決まりました。 

 それから、先ほど次官のお話にもございましたが、2009年までの２年間の間で合意を得るということ

も決まったわけでございます。 

 そういうことが概要でございます。 

 それから、２ページでございますが、ボックスの中に、先ほどの結果の概要も含めて、少し詳しくど

ういう成果があったかをご紹介してございます。 

 （１）は、バリ・ロードマップとして新聞でも報道されていますが、これは先ほどの新しい検討の場

が立ち上がったということです。これのポイントは、日本政府も大変主張して取り入れられたというこ

とでございますが、一部の先進国であるとか一部の大排出国が集まるといったことではなく、すべての

国々が集まって議論をするということがポイントでございます。 
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 （２）は、さらなる約束に関して第４回ＡＷＧで決まったわけでございます。これが今までやってき

ていたＡＷＧのさらに延長でございまして、具体的な作業計画がこの中で決まっております。これは後

でご紹介します。というのは、農地の土壌吸収の問題もこの中に含まれています。 

 それ以外には、２．に途上国の問題ということで、（１）適応、（２）技術移転、（３）森林などが

ございます。 

 （１）は、適応のための基金をつくろうということで、ＣＤＭ（クリーン開発メカニズム）ですが、

排出権の取引をするときに、２％積み立てた適応基金をつくって、それをどう運用するか。 

 （２）は、技術移転のためにどのようなプログラムをつくっていくかということについての義論があ

りました。 

 （３）の森林ですが、これは我が省にとって一番大きな問題だったわけでございまして、現在、枠組

みでは対応していない途上国の森林減少（デフォレステーション）、あるいは劣化（デグラデーション）、

これに由来する排出の削減を次期枠組みの中に取り組んでいくということが最終的な合意の中で図られ

ておりまして、それをどのようにしていくかが今後重要な課題でございます。 

 ３ページですが、（２）で作業計画のことをもう少し詳しく書いてございますので、ご紹介しておき

たいと思います。作業部会では、2008年に事務局への情報提供を各国に求めております。さらに関連す

るワークショップ、テクニカルペーパーの作成という、いわば技術的な問題点をこの2008年に相当程度

進めると。そして、それらの結果を踏まえて、2009年に全体としての排出量の目標の設定を進めていく。

これは別途、次期枠組みの、２トラックですからＡＷＧが動いているわけですが、それと連動して最終

的な合意を得るということになるわけでございます。 

 このプログラムの中には、森林の問題、農地・土壌の問題も含めた、いわゆる土地利用、あるいは土

地利用の変更といった分野が明示されております。率直に申し上げますと、非常に速いスピードでその

検討が来年には行われ、再来年にはその成果が使われるということですので、非常にスピード感をもっ

た対応をしなければいけないということを感じたわけでございます。 

 全体として、先ほど申し上げましたが、森林のデフォレステーションなどが大きな問題になったため

に、これまた率直に申し上げますと、農地・土壌の問題は今回のＣＯＰ13の分科会のようなものの中で

は、それだけを対象にした議論というのは全くございませんでした。つまり、もう森林に完全にのっと

られたような感じになりまして、各国担当者も森林関係の方が主で、頭もいっぱいになっているという

ことで、農地・土壌の問題を議論する場はございませんでした。ただし、いろいろな会議のマージンで、

先ほど西郷さんからもご紹介がありましたけれど、各国の施策概要などについてはかなり詳細な情報を

入手することができましたので、これにつきましては環境政策課の方にお渡ししてございます。 
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 いずれにしましても、あと２年ということで、そういう中で我が方としても農地・土壌も含めて適切

に、しかも迅速に対応していかなければいけないということを感じて帰ってまいりました。 

 以上でございます。 

○林座長  ありがとうございました。 

 次に、これで最後になりますが、前回の小委員会における委員提案とそれに対する対応状況について、

同じく西郷課長からお願いいたします。 

○西郷環境バイオマス政策課長  それでは、簡単に、資料５の１枚紙でございます。各国の農地土壌

に関する施策につきましては、現在のところ、先ほどの資料３で説明させていただいたことにさせてい

ただきたいと思います。 

 もう１つ、こういった議論が行われていることを現場に知らせることが大事であって、体制づくりが

必要だというご意見を佐々木陽悦委員からいただいております。 

 今、農水省の資源環境対策の紹介ということで、全国各ブロックで、キャラバンと呼んでおりますけ

れど、そういった施策の紹介とか意見交換をする場ですとか、全国中央ブロックとか都道府県段階にお

いて、環境保全型農業推進のための会議などがなされておりまして、こういった情報は逐次そういうと

ころにはどんどん出すことにしてございます。 

 今後も、こういったところや研修の場などにつきまして、当然のことながら情報の伝達をしてまいり

たいと思いますし、もちろん省内につきましてもそういうことを図ってまいりたいということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○林座長  ありがとうございました。 

 それでは、これまで５つの項目についてご説明いただいたわけでありますが、どこからでも結構です

ので、ご意見あるいはご質問をいただきたいと思います。 

○渡邉委員  断片的知識しかないところについて、ＥＵとＯＥＣＤを中心にフレームをご説明いただ

いたので、大分わかってきたのですが、私の理解を最初に申し上げますと、今日のご説明では主に、Ｅ

ＵやＯＥＣＤでは、農業・環境政策は、規制的方法と経済的方法が中心で、規制的方法はクロスコンプ

ライアンスで、また経済的方法は環境支払いが中心ということですね。そして、そこの境目のところを

どのようにやるかというのは、ＯＥＣＤでも議論になっていたということで、そこでは今日ご説明にな

った指標やリファレンスレベルというのが具体的には問題になってくるのだろう、というのが大枠の理

解です。間違っていたら、ご訂正いただきたいと思います。 

 その上で３つ質問があるのですが、１つは、今言ったように、規制的手法と経済的手法のバランスの
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具体的な議論を少しお話し頂きましたけれど、もう少し突っ込んで、どんなことが議論になっていて、

どういう方向に動きそうかみたいなところを、ご説明いただきたいと思います。といいますのは、日本

で現実に動き出した、例えば、農地・水・環境保全向上対策事業などの意義や効果の理解にも、今の議

論は関わってくるのではないかと思うからです。 

 ２点目は、今のこととかかわりますが、これも私の理解は間違っているかもしれませんけれど、まず

資料１にあるＥＵの各国の負担は、たしか今年は55％になっていて、55と80という割合になっているの

ではないかと思うのですが。そういう動きがあって、その動きが先ほどご質問したようなことと連携し

ているのかどうかということです。私は中身がよくわかっていませんから、今のように一般的に両方法

のバランスの話と連動しているのかどうかということで伺う次第です。 

 最後は個別具体的になりますが、資料１ページの枠組みの中の発展途上地域に対しては75％という点

ですが、これは条件不利地域で、例えばどこかの国の中のどこかの地域ということではなくて、国単位

で割合を変えていくのかということです。 

 抽象的な質問から、最後の細かな点までになりましたけれど、以上です。 

○栗山委員  私は、資料１の主要国の農業環境政策に関する話でコメントと質問をさせていただきた

いと思います。 

 環境に対する、農家に対する直接支払いという考え方につきまして、私はこれは非常に重要な施策で

あると考えております。とりわけ、今後日本の農業がこういう環境保全型農業に転換していく上で、こ

ういう直接支払いというのは必要不可欠な制度であると思っています。ただ、気をつけなければいけな

いのは、農家に対してお金を直接支払いをするということは、いってみれば農家に対するお金のばらま

きになりかねないと。そういう視点もたくさんあると思います。 

 これまで日本では、農業というものは公益的機能をもっているという位置づけで、したがって、農業

を維持することが環境を守ることにつながるのだと、そういう形になっていたと思うのですが、単に現

在の農業を維持するだけでお金を支払う形になってしまうと、これはまさにばらまきになってしまうと

思うのです。ですから、それはまずいと思っております。 

 したがいまして、ヨーロッパなどで行われているように、きちんとクロスコンプライアンスという形

で、これだけきちんとした環境対策をしてくださいと。そして、それを守った方にはお金を支払います

と。そういう制度にしていくことがどうしても必要であると思っています。そういう点で、今回教えて

いただきましたこういったＥＵや欧米のやり方は、今後、日本でこういう直接支払いの制度を導入して

いく際には非常に重要になるだろうと思っております。 

 それから、実際にこういう農家に対する直接支払いというものがどれだけ実際に効果があったのかと
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いうことに関して質問したいと思っております。つまり、クロスコンプライアンスという形で、例えば

土壌汚染であるとか地下水汚染といったものに対してこういう対策をとっているということであれば、

それによってどれだけ本当に環境が改善されたのか、そういう検証が不可欠だと思います。 

 特にＯＥＣＤ側では、費用対効果という視点が指摘されていましたが、果たしてそういう形できちん

とこの政策が費用をかけるだけの効果があったのか、単なる金のばらまきではなくて、きちんと環境保

全につながったのかということに関して、ＥＵやアメリカの方では評価が行われているのか。その辺に

ついて教えていただきたいと思っております。 

○林（陽）委員  資料２の12ページですが、ＬＣＡが今後とも重要だというお話がありました。この

ＬＣＡのエンドポイントというのは企業だと思うのですが、こうした中で例えば温室効果ガスの排出量

というものは議論されているのかどうか。 

 もう１つは、資料２の６ページですが、「昨今の世界各地における干ばつ、洪水の頻発により、水資

源の確保に向けた政府の役割についての議論が活発化」とありますけれど、何か具体的なことがあった

ら教えていただきたいと思います。というのは、１つはこうしたＯＥＣＤの政策につながる大きな方向

が、ＩＰＣＣが考えているような排出シナリオにつなげるような、あるいはつながるような概念での議

論があるのか。あるいは、そういう窓口がこれからなければできるのか。その辺について伺いたいと思

います。 

○亀山委員  同じく資料２に関する質問ですが、最後の14ページの２行目に、「農業環境政策の世界

標準化の進行」という項目がございます。世界で政策を共通化させる、あるいは標準化させる目的はい

ろいろあるかと思いますが、１つの標準化の必要性というのは貿易問題に絡んでくると思うのです。平

坦な言葉でいえば、環境に配慮していない農業政策でつくられた作物の方がコストが安い場合は、それ

が輸入されてしまう。 

 そういう問題があって、ＷＴＯなどで非常に問題になっていると思いますが、このような議論という

のは、一方でＯＥＣＤでなされており、他方でＷＴＯでも多分なされていると思いますが、その２つの

非常に異なるフォーラムでの議論というのは、ある程度どこかで整合性をもつような機会があるのか、

あるいは２つともかなりばらばらに議論が続いているのか、その点について伺いたいと思います。 

○八木委員  先ほどの林委員のご質問と同じことを考えていまして、ＯＥＣＤの議論についてですけ

れど、これを拝見しますと、各国の主要関心事項の中に気候変動問題が１つ大きくリストされているの

ですが、その中に、気候変動が農作物生産に与える影響については議論されているということですけれ

ど、私たちがこの小委員会で議論しているような炭素の蓄積ですとか温室効果ガス排出の緩和策、そう

いったことがリストされていないものですから、もしかしたら現時点では余り関心に上がっていないの
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かなということを考えました。 

 もしそうであれば、我々がこの小委員会で議論していること、あるいは日本で考えていることが世界

の中でもしかしたらより進んでいるのかもしれない。そういう情報が得られれば、ここで議論したこと、

あるいは日本国内で議論した結果を、逆にＯＥＣＤの方にアウトプットとしてもっていける可能性があ

るのではないかと。そんな観点から教えていただきたいと思います。 

○佐々木（陽）委員  先ほどまでの議論にも関連しますが、農家への直接支払いの問題で、農地・水

保全向上対策の５年という、その延長線上に何があるのかというのは、私もこの会議などに出ていた関

係で農業者なり関係者から聞かれるのですけれど、直接支払いというのがその方向としてみえてくると

いう理解をしていいのかどうなのか。それから、農地・水環境保全向上対策は５年で終わった段階で、

形は変わると思いますけれど、何らかの形で残るだろうと。その１つとしてそういうものを展望視して

いるという理解をしていいのかどうなのか。 

 それから、きょうの新聞などで、大臣が土壌の炭素貯留というのを国としても、ということをコメン

トされていたのが載っているのをみますと、そうすると、基本的に日本としてはそれを選択してやると

いうことは明確に既にされたといっていいのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○林座長  ほかによろしいですか。 

 それでは、今までのお話に対してお答えいただいて、その後、恐らく時間が余ると思いますので、ま

たご質問やご意見をいただきたいと思います。 

○西郷環境バイオマス政策課長  最初のご質問で、資料１の１ページの負担割合でございますが、渡

邉委員のご指摘のとおり、現在は原則60％、発展途上地域では80％に引き上げられているということで

ございます。大変失礼いたしました。 

 それから、発展途上地域とは何かということでございますが、今、ＥＵも拡大をして、旧中東欧地域

でございますけれど、その辺についての配慮ということになってございます。これもたしか10年間を置

きまして段階的に前の加盟国に揃えていくという合意がされているやに聞いております。 

○倉重ＯＥＣＤ日本政府代表部参事官  いろいろご質問やご指摘をどうもありがとうございました。

順番にお答えしていきたいと思います。 

 まず、渡邉委員のご質問でございますが、規制的な手法と経済的な手法のバランスでございますけれ

ど、これは結論からいえば、どういうバランスが最適かということについてはなかなか議論は収れんし

ないということでございますが、ＯＥＣＤは伝統的には自由貿易を標榜しておりますので、関税であり

ますとか農業補助金でありますとか、そういう経済的措置について、特に貿易を歪曲するようなものに

ついて削減していくというものが大前提にございますので、規制でできるものであれば規制でやればい
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いのではないかというのが大前提としてはあると思います。 

 ただ、貿易の面でもそうでございますが、非関税措置について、そういう規制的なものについて貿易

なり生産にかなりの影響を与えているという認識も非常に強くなってきておりますので、両者を踏まえ

た上で今後は議論をされていくということでございます。 

 それから、栗山委員のご質問で、ＥＵに限らずＯＥＣＤ全体の議論ということでご説明いたしますと、

いろいろ直接支払いを導入していて、実際の環境がどのように改善したかということでございますが、

これも結論から申し上げますと、なかなか効果の証明はできていないけれども、特にＥＵとアメリカに

おいては、国内的にも、ＥＵであれば加盟国からもそれをきちんと証明せよといわれておりまして、か

なりこの分野の議論が進んでいると。 

 その手法としましては、まずは、冒頭に申し上げましたように、どのように影響の指標化をすれば政

策との因果関係を十分説明できるかということと、因果関係を分析するために何らかの計量モデルがで

きるかという、恐らくこの２つを主にいろいろな検討がなされていますが、ただ、ＯＥＣＤにおける議

論もそうですけれど、決定打はないと。まだ発展途上であるというのが現状でございます。 

 それから、林委員のＬＣＡについてのご質問ですけれど、ＯＥＣＤは基本的にはエコノミストの集団

でありますので、科学的な議論につきましては外部から専門家を連れてくると。そして、外部の文献を

引用するという形で進んでおりますので、ご質問の趣旨のことが明確に議論されているということでは

ないのですが、効果をモデル分析するときには、どこまで含めるかということで全くモデルの結果が違

ってきますので、ＯＥＣＤ的にいえば、どの専門家の意見をとるかということなのかもしれませんが、

非常な関心事項にはなっているということはいえると思います。 

 それから、６ページの水資源の関係の議論についてですが、資料に書きましたとおり、議論自体が変

わってきているということをご説明いたしましたけれど、具体的には、例えば、インフラ整備とインフ

ラの補修について、それが原因となって水資源が漏れてしまっているとか、きちんと確保できていない

というところについて、途上国だけではなく、先進国についてもそういうことが重要ではないかという

ことを１つの論点として指摘する国がふえていると。 

 それから、イギリスが最近いうのですが、イギリスはこの夏に相当洪水にやられまして、そのときに

インフラの不備ということがかなり議論になったということで、ただ、イギリス全土にインフラを今か

ら整備するということには当然なりませんから、一環として農業活動をどう適切にやっていけば下流に

おけるインフラの整備が少ない費用で済むのかということも、これは参加者から聞いたレベルの話では

ありますが、そういうことに関心をもっていると。 

 それから、オーストラリアが干ばつにやられておりますので、オーストラリアも加盟各国の中でも自
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由貿易で政府の介入を少なくするということの最右翼でございますので、安易に政府の介入をしようと

はしないのですが、その中でも、インフラですとか農家に適切に水を使っていただく仕組みというもの

を何らかの政府介入でできないかと、今申し上げたような観点を中心に水についての議論がなされてい

ると。また、伝統的にやってきました経済的手法についても議論はなされていくということだと思いま

す。 

 次に、亀山委員からのＷＴＯとＯＥＣＤの関係でございますが、世界標準化について貿易が絡むとい

うのはご指摘のとおりでありまして、また、影響が世界レベルに及ぶというきには、できるだけ各国で

効果が高いと考えられる政策をとる必要があるという意味でも、標準化はインセンティブが働くのであ

ろうと思っています。 

 ＷＴＯとＯＥＣＤの関係ですが、少なくとも私の理解では、ＯＥＣＤというのは議論の方向性をみる

ところであって、ＷＴＯは実際に物を決めるところであると思っています。環境の議論でもそうですが、

特に農業の貿易なり農業補助金等の議論においては、ＯＥＣＤの議論がかなりの程度ＷＴＯにそのまま

行ったという図式が、ガット・ウルグアイラウンド交渉のときにはありました。ただ、今回のドーハ・

ラウンドにおいては、前回に比べてＯＥＣＤ加盟国ではない途上国の重要性が非常に増しているという

ことや、問題がそもそも複雑化していることもあり、今申し上げましたようなＯＥＣＤで議論したこと

がそのままＷＴＯに行くという図式には全然なっておりません。 

 ただ、両者の関係としては、今後ともそういう形でＯＥＣＤでの意見交換等を通じて各国がどのよう

な方向に政策をもっていくかということを議論した上で、実際、各国を縛る規則等についてはＷＴＯな

りほかのところで議論がされていくという関係にあるのではないかと思っております。 

 それから、八木委員のご質問ですが、私のご説明もクリアでなかったところもありますけれど、炭素

の蓄積につきましては各国も非常に関心をもっております。ただ、今まで具体的な議論がなされてきた

かというと、まだなされておりません。しかし、私の感じですと、この半年ほど、この問題について関

心があると、ＯＥＣＤが取り組むべき問題であると指摘をする国が非常にふえておりますので、今後、

ＯＥＣＤでもこの問題が議論されていくと思います。 

 ＯＥＣＤの場合、何かを持ち出すときに難しいのは、私の資料の説明でもご説明いたしましたが、ク

リアすべきハードルがたくさんあるのと、農政改革との関係とか、何かをやろうとしてもそれは貿易を

歪曲するのではないかとか、かなりいろいろな指摘をされますので、各国とも各国の顔色を見ながら出

してくるというところもありまして、そういうこともありますので慎重な部分は慎重なのですが、やは

りＯＥＣＤの場で認められればほかの場でも、昔ほどではないにしても、ある程度議論を通しやすいと

いうのはまだあると思いますので、委員ご指摘のように、こういう小委員会の場での検討の結果を逆に
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フィードバックしていって、少なくとも分析的な枠組みの議論を日本に都合のいい方向にもっていくと

いうことは当然していかなければいけない努力であると思いますし、私の立場からすれば、そういうイ

ンプットに非常に期待をしているということであります。 

○吉田技術総括審議官  佐々木委員から、農地・水環境保全向上対策と、今ここで議論されているも

のとの関係等についてのご質問がありました。 

 まず、農地・水環境保全向上対策は今年から始めておりますが、これは今回議論しておりますような

地球温暖化ということを真正面から取り上げて導入した施策ではございません。したがいまして、この

対策と今ここで議論しているものとはとりあえず別物として切り離しておいていただいた方がよろしい

のかなと思っております。なお、これの５年後の扱いについては、まだ導入したばかりでございますか

ら、その推移をみてということになろうと思います。 

 それから、ここで議論しているものの結果が最終的に直接支払いに結びつくのかどうかということに

つきましても、これはかなり先の議論だろうと思っています。まずは、第１回地球環境小委員会でお願

いをしましたように、農地が炭素を貯留する機能があるということはわかっておりますが、実際にどう

いう管理をすればプラスになるのか、下手をすればマイナスにもなるわけです。日本の今やっている土

壌管理の状態でどうなのかと、そういったデータをちゃんと踏まえた上で、これを仮に施策として出し

ていくためには、さらにどういうデータや調査が必要かとか、そういう議論を積み重ねて、しっかり国

際交渉の場に出しても恥じることのないデータに基づいて施策を打っていく必要があろうと思いますの

で、まずは知見の集約ということがこの委員会にお願いしていることでございまして、その知見が集約

した暁に、では、それを進めるためにはどんな施策がいいのかという議論になりますので、直接支払い

ありきで議論が進むのも事務局としては正直いって少し面食らう面がありますので、その点よろしくお

願いいたします。 

○渡部農林水産政策研究所次長  いわば情報提供ということで、２点だけお話ができるかと思いまし

た。 

 亀山委員のお話のところでＷＴＯというのが出てきましたが、ＣＯＰ13は、先ほど申し上げましたよ

うに、マージンで貿易大臣会合というものがございました。それから、ＷＴＯのサイドイベントで事務

局から貿易大臣会合を踏まえたいろいろな報告がありました。私もそこへ行ってサイドイベントに出て

きました。今、ＷＴＯでこの気候変動枠組条約対応で一番問題になっているのは、環境財、エンバイロ

メンタル・グッズの議論はもう既にかなりしております。 

 例えば、環境排出ガスを抑えるためのいろいろな装置を貿易する場合の関税は削減する、ゼロにする

とか、そういう環境財に対しては貿易上のバリアを低くしていくといったことや、そういうことをどの
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ように考えていくかということは、貿易大臣会合の中でかなり議論されたと報告されておりました。そ

ういう議論の中でおもしろかったのは、ブラジルの貿易大臣か外務大臣が発言をされて、バイオエタノ

ールはもう関税ゼロにしてしまった方がいいんじゃないかと。あれも環境財に入れろという議論をした

ところ、いろいろな国から反発が出たという議論があったのですよという話を事務局の方がされていま

したが、エンバイロメンタル・グッズの話が、そういう意味では、今後、ＷＴＯでは非常に重要になっ

ていくということは、１つ情報提供としてお話をしておきたいと思います。 

 それから、八木委員からお話がありましたが、各国の関心事項という観点で各国の取り組みですけれ

ど、これは共通農業政策の中では、地球温暖化問題に対して、農地土壌の話といったスペシフィックな

イシューではないのですが、地球温暖化に対する軸足の意向というのは明確にみられます。この前の11

月の終わりに、共通農業政策のいわゆる健康診断ということで、ヘルスチェックというものが行われた

結果が欧州委員会から公表されています。 

 共通農業政策は直近2003年に改革したのですが、その後の様子をみて、こういう点をもっと改革しな

ければいけないというところを委員会でとりまとめていますけれど、よく問題になっているのは、大規

模なところに直接支払いをやり過ぎているという議論があって、そこについての部分はかなりたくさん

書いてあるのですが、指摘事項の柱の主要な１つに、地球温暖化とかバイオ燃料といういわゆるニュー

イシューに対応するように共通農業政策を改革していく必要があるということの訴えをしています。 

 具体的にどういう手法でというときには、先ほど倉重さんからも紹介がありましたが、クロスコンプ

ライアンスの世界で地球温暖化対応ということをもっと充実していくべきだということをヘルスチェッ

クの報告書の中で明示をしておりまして、そういう意味では、ヨーロッパの地球温暖化対策としては、

まずクロスコンプライアンスの部分はかたいなという感じがします。そこを超えて直接支払い云々とい

う話は今のところみえてはいないのですが、情報提供としてお話し申し上げでおきます。 

○林座長  ありがとうございました。技術総括審議官も含めて４名の方にご質問あるいはご意見に対

するお答えをいただきましたが、いただいた質問やご意見に対しては、これで大体お答えいただいたの

ではないかと思います。 

 それでは、最初のところに戻って、ご説明への委員の皆様のご意見やご質問がありましたら、追加で

どうぞお出しいただきたいと思います。 

○岡本委員  今日のお話は、普通に暮らしている人間にとってはとても高度過ぎて、とても難しかっ

たです。感想しかいえないなと思っておりまして、きょうは本当にいづらかったです。 

 お聞きしていてとても疑問に思ったことは、２つあります。１つ目は、農業に対する感覚は、日本や

韓国などの様に農業をするのは環境保全に役立つのだという考え方の人たちと、ヨーロッパやアメリカ
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の様にさわらない方がいいのだという人たちの、両方の立場の方がいます。その両極端のものをどう一

緒にしていくのかなというのが１つ目の疑問でした。 

 もう１つの疑問は、指標を決めて、世界標準を決めてという世界的なものをみていこうという動きが

ある一方で、普通の今の私たちの暮らしの中では、回顧主義というようなこともあるのか、スローフー

ドがはやったりとか、スローライフがはやったりするなど、地域のものを何とかしようという動きもあ

る中で、両極端な動きをどうやって同じ動きに乗せてもっていくのかなというのが分かりませんでした。

どうなっていくのかなと疑問に思いながら聞かせてもらいました。 

 環境も農業も単純ではない、複雑なものですので、さまざまな見方ができます。その中において、全

員は無理であっても、ある程度の人が納得していくような方向性というものがどんなものになるのかが

わからないなと、どうなっていくのだろうと思いながら聞かせていただきました。 

 済みません、本当にきょうは感想しかいえないのですが、以上です。 

○渡邉委員  先ほど丁寧に回答いただいたことについて、もう１度質問させていただきます。パーセ

ンテージを修正されたのは分かりましたが、私も実はこのパーセンテージの意味がよく分かっていない

のです。増えていくことに何か意味があるのかなと思ったものですから、さっきはこだわって質問致し

ました。というのは、コンプライアンスのレベルがある程度上がってきているからそういうことができ

るのでしょうか。例えば、各国でコンプライアンスのレベルを下げたら各国の負担も増えるわけですよ

ね。そういうところのバランスでこういうものが決まっているのだと思いますが、ＥＵの負担が増えて

いくということにどういう意味があるのかということを、先ほどの両者のバランスと併せて伺いたかっ

たところです。 

 それから、これは全く違う話で、聞き漏らしたｋとかもしれませんが、各国の主要関心事で、水資源

のところはご質問もお答えも出ましたけれど、前のフルコストプライシングのような話の議論はそれと

関連してどうなっているのか、もう少しご説明いただきたいと思います。 

○佐々木（陽）委員  直接支払いについて、農地・水もそうですけれど、農家への支援の問題が出て

きたときに、国民がどうそれを支持するのかということは大事なことだろうと思っていたのですが、た

またまことし、シンポジウムで韓国の前の農業大臣がこの法律をつくったねらいと韓国の事情をお話し

いただいたり、世界ジャーナリスト大会でＥＵの前の農業大臣と一緒にパネルディスカッションをやっ

たときに、とりわけＥＵの場合は、直接支払いに89％の人たちが支持をしたと。それが大きな力になっ

てそういう制度が出てきたと。 

 それでは、果たして日本ではどうなのかというと、生産者なり現場にその公益的活用を生み出すよう

な農業・農村をどうつくるのかということが今最も大事なことだろうと思うわけです。それもあって、
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前の会議でお話ししたのですが、これからそれをどのように普及していくのか。もちろんいろいろな取

り組みはやられていますが、そういうことなしにはこの成果も出てこないだろうし、国民的な理解も出

てこないだろうという思いをしています。 

 ただ、同時に一方では、東京の生協が土づくり宣言なり基金づくりで20年ぐらい運動してきたのだけ

れど、この問題に非常に関心があるということで、土づくりの成果というのはそういう面にもあるのだ

ねということを、生産者にももっと目的意識的にそれがやれるような指導をしたいとか、東北において

も消費者団体の中でこういう問題に関心をもちたいということがあって、今月末に話し合いをするので

すが、国民の中にもそういう声が、きちっと生産現場が確立されると同時に、国民的な評価を得るよう

になるのかなというところがあるわけでして、これは国が今回施策をとるに当たって、同時に、日本の

農林水産業の中でこれをどのように定着させるのかということが大事なことなので、それに非常に大き

なエネルギーが今求められているのではないかと思います。我々もそれをみずから実践していかなけれ

ばならないのですが、意見と感想ですけれど、それを国としても体制を含めてぜひ積極的にとっていた

だきたいと思っています。 

○八木委員  今の佐々木委員のご意見に追加の意見ですが、直接支払いに対して国民の賛同が得られ

るかということで、これは国民の賛同だけではなくて、農家のインセンティブと両方絡むと思うのです。

資料５で、前回の佐々木委員の質問へのお答えとして、幾つか環境保全に資する営農活動が重要だとい

うことを普及していくというお答えがありますが、環境に優しい農業というのは大事だということは理

解されるのでしょうけれど、それだけでは足りなくて、もう１つ、食料安全保障という問題もこれにか

ぶってくると思います。それがどうも国民に認識されることが薄いのではないかという気がします。 

 きょうの新聞でも、世界の小麦の価格が上がって、これが日々食べているラーメンやパンなどの物価

へはね上がってくる。それはなぜかというと、日本の食料自給率が40％を切ろうとしているように低い

からだということですね。この土壌の炭素蓄積の問題も温室効果ガス排出の問題もまさしく同じであり、

さらに国際的な枠組みの中の位置づけがより明確になると思うのです。ですから、今後、環境保全型農

業の推進ですとか直接支払いを国民に理解していただく上で、環境が大事だというだけではなくて、そ

れとともに食料安全保障にかかわって日々の食べ物の値段にすぐはね返ってくるのだということを、追

加して広めていく努力が必要ではないかと思います。 

○林座長  ありがとうございました。ほかの委員からはいかがでしょうか。 

 それでは、今のご質問やご意見に対して事務局から、あるいはきょうご発表いただいた方々からあれ

ば、お願いいたします。 

○西郷環境バイオマス政策課長  まず、岡本委員からの厳しいご指摘をいただきまして、資料の説明
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が若干難しかったというご指摘だと思います。それはもう少しこなれた説明の仕方があれば、勉強して

まいりたいと思います。 

 その中で、農業と環境の関係について、世界中の人の見方が違う中で世界標準になってくるというの

はどうなってしまうのだろうかというご意見がございました。おっしゃいますように、農業と環境の関

係というのは本当に複雑で、同じことをやっても場所によって結果が違うことが起きたりとか、同じこ

とが起きていても社会によって、これは環境保全に資すると思ったり、そうでなかったりということが

ございます。ですから、それは違うのだということをまずみんなが思うということが必要なのだろうと

思います。 

 それから、世界標準といっても、何も世界各国で画一的に同じことをしていこうということではなく

て、いろいろな社会があって、その中で必要とする部分、あるいはそれ以上先の部分といった具合に切

り分けて考えているということであり、全部同じにそろえてしまうと考えているということではないの

だろうと思っております。 

 それから、渡邉委員からは、ＥＵの負担が上がっていくことについてどういう意味合いがあるかとい

うことでございますが、これは共通農業政策改革の１点でございますから、一方で支持価格を引き下げ

てきているわけでして、その分、支払いの分が若干上がっていると。全体としてＥＵの負担は下がるわ

けでございますが、その一環でＥＵの負担があるというわけでございます。 

 それから、環境につきましては、例えば、農地への植林ですとか、農家として普通は取り組みにくい

ことをやってもらうことについて、例えば各国も余り奨励しないけれど、ヨーロッパ全体として推進し

なければいけないという部分につきましては、ＥＵの負担の方が多くなっているという流れがあるかと

存じます。 

○倉重ＯＥＣＤ日本政府代表部参事官  まず、岡本委員のご指摘につきましては、私がその元凶だと

思います。重々認識しておりまして、できる限りわかりやすい説明ができるように今後も努力していき

たいと思いますが、いいわけではないのですけれど、私自身、できるだけわかりやすいご説明ができる

ように、資料もわかりやすいようにという努力をしてみたのですが、ある程度できなかったところが、

 個人の能力の問題は置いておいて、２つ非常に感じました。１つは、議論自体がまだこなれていなく

て、わかりやすくご説明するためには、何が核心のポイントかということがある程度絞れていないと平

易な言葉でご説明できないと思うのですが、そのレベルまでまだ議論がいっていないので、議論をご説

明するときに、ある意味で議論で使われている技術的な用語をそのまま用いざるを得なかったというこ

とが１つございます。 

 例えば、英語を片仮名にしたものにつきましても、和訳を考えてみたのですが、いい加減な和訳をこ
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こでつけますとかえってわからなくなるということもありますし、例えば、インターネットなどで国際

的な議論をみると、片仮名では出ないでしょうけれど、これに対応するような英語の単語が出ていたり

するので、この段階では私自身も若干理解ができていないところがあるのですが、生の言葉を使うこと

の意義というものもあるのかなということを考えたわけでございます。これはいいわけでございまして、

以後は気をつけます。 

 ご感想につきましては、私自身も救われた気がしたといいますのは、非常に核心を突いたご感想でご

ざいまして、その考え方につきましては、今、西郷課長からご説明のあったとおりで、例えば世界標準

化についても課長のご説明のとおり、すべてを画一的にということではなくて、ただ、ある原理原則に

ついては共通化した上で、その上で差別化をすると。それはどうするかという議論をしていて、ただ、

そこについてなかなか議論はまだ収れんしておりませんで、これからの話であるというのが現状ではな

いかと思っております。 

 次に、渡邉委員からのフルコストプライシングについてのご質問ですが、この概念は、ＯＥＣＤで水

問題を扱うときにずっと古典的にやってきた概念でありまして、要は、水を使う人はその水を供給する

に当たりかかったコストを適切に負担すべきであると。農業関係でいいますと、農業者はそのコストを

負担していないのではないかというのが問題で、全部きちんとコストを負担すべきだという議論から、

フルコストプライシング――コストを全部払えということですが、そういう議論がされてきたという状

況にあります。 

 ただ、これにつきましては、少なくとも農業と環境のコンテクストの水の問題につきましては、なか

なかそれは無理ではないかという方向に議論が行っています。これはコストというものをどのように計

測するのかということが難しいということと、水についてはポジティブな方の便益もあるではないかと。

それもきちんと考案すべきなのに、コストの面だけ負担していただくのはおかしいという議論もありま

す。 

 また、農業者の方にすべてを負担していただくというのはそもそも難しいのではないかという各国の

政策担当者の実感も恐らくありまして、以前はどのようにフルコストプライシングという概念を実現す

るかというのが主だったのですが、現在はそれはなかなか難しかろうと。ただし、できるだけ市場的な

考え方を用いて経済合理的に水の利用を配分することは重要だというところはまだ維持されております

ので、そういう前提を置いたときにどのような仕組みが適切なのかという議論が、これも今行われてい

る最中という状況でございます。 

○林座長  ありがとうございました。きょうの話は確かに難しいお話でしたが、よく倉重参事官はわ

かりやすくご説明いただいたと思います。ただ、ご説明いただいた資料のＯＥＣＤは、最初にもご説明
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いただきましたように、市場経済を原則とする先進国の話で、それがひょっとすると、組織そのものが

なじまないような箇所が出てきたり、例えば、いただいた資料５の11ページにはレファレンス・レベル

というのがあります。これは日本のように農地の半分以上が水田を占めていたり、先ほどのご説明にあ

った水の問題でも、高温多雨の国である日本やアジアでは汚染者負担原則というものがあるのだという

ことをご説明いただきましたが、そもそも日本の農業活動の例えば稲作に汚染者負担原則というものが

あっていいのかどうかというところからして、何か違和感みたいなものがあちこちにあるような気がし

ます。 

  そういうわかりにくさもあったのかなという感じがしますが、感想をいただきまして本当にどうもあ

りがとうございました。 

 吉水委員もいかがでしょうか。もしご感想がありましたら、いただければと思います。 

○吉水委員  済みません、私もよくわからなくて、先ほどから頭の中をいろいろなことがぐるぐるし

ているような状況ですけれど、今までこの小委員会でずっと多分技術論を議論してきて、きょうは政策

論と若干経済論だったのかなと思いまして、最初に渡邉先生が経済的立場からいえば直接支払いなんで

すねと、私にとってはわかりやすく整理していただいて、ああそうなのだと改めて思ったのですけれど、

経済ということを考えるときに、今、この文脈の中では直接支払いということだったと思いますが、市

場のもつダイナミズムというのがあって、例えば、バイオエタノールの作物を植えつけることで小麦の

価格が高騰してしまって消費者に影響があるといったような、その辺の因果関係がよくわからないとい

うか、実際に例えば農家の方も温室効果ガスの削減とか、農地の炭素吸収というものをポジティブに進

める方向で、そのときに何らかの経済的なモチベーションみたいなものが必要かと思うのですが、その

あたりの関係性がよくわからないなというのが感想です。 

 もしそのことについて何か知見といいますか、方針といいますか、そこまでは議論の範囲じゃないの

だとか、こういうことがあるんじゃないかということがあれば、ご示唆をいただければという程度の質

問と感想の中間ぐらいです。 

 それから、具体的なスモールポイントですけれど、資料５の10ページにある「アメニティ」という言

葉ですが、さらっとおっしゃったのでよくわからなかったので、お教えいただければと思います。 

○西郷環境バイオマス政策課長  まず、バイオ燃料用の作物の作付が進むことによって食料価格が逼

迫してきていて、次にどんなことが起こるのだろうと。そして、それは環境に悪影響を及ぼすか否かと

いう議論につきましては、まさに今、倉重参事官からご紹介のあったとおり、世界中でいろいろな議論

になっております。これは非常に複雑な議論で、単純に考えますと、バイオ燃料というのは植物の光合

成で生長したものを燃料にかえて燃やすわけですから、プラス・マイナス・ゼロだということで、今の
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枠組みですと温室効果ガスの排出を計算しなくていいことになっております。実際には燃焼により温室

効果ガスが排出されているわけですが、樹木の生長とは違って、少し前に固定した二酸化炭素由来なの

だからいいんじゃないか、という考え方なわけです。 

 それで、環境保全対策には非常に良いのだということになってございますが、では、本当にそうなの

かを判断する時に、例えばバイオ燃料をつくる行程で余計にエネルギーを使っていないかとか、バイオ

燃料作物を栽培する畑をつくるのに森林を切り開いていないかとか、いろいろなことを考慮すること、

つまりはライフ・サイクル・アセスメントの必要性が生じるわけでございます。 

 ただ、我が国も今、国産のバイオ燃料を拡大しようと一生懸命やっておりますが、これにつきまして

は、食料自給率も低いですので、食料と競合しない形で進めるという方針で臨んでおります。そして、

近未来的には、食べられない部分、稲わらや間伐材などを燃料化していくということでいくのが筋だろ

うということを考えているところでございます。 

○伊藤総括審議官  八木委員から、先ほど食料安全保障という観点も非常に大事ではないかというお

話がございまして、そのことについて若干ご紹介しておきますと、私ども農水省は昔からずっと食料安

全保障の重要性を主張し、また、日本の置かれている状況をいろいろ心配をして提言をしておりますが、

昨今は新しい局面になってきていると認識しております。といいますのは、食料の需給ということを考

えますと、簡単に言えば、需要の面からいえば人口や経済発展の状況などによってかなり大幅な増加が

見込まれるわけですね。それに対して供給の方は、農地面積はもうほぼ横ばいでなかなか拡大できる要

因はなくなってきている。それで人口増を補うために単収増加を一生懸命やってきて、品種の改良です

とか、灌漑ですとか、あるいは肥料を投入したりとやってきたわけですが、単収の伸びはずっと鈍化を

してきているわけです。 

 そういう意味で、自給が非常に逼迫基調に向かっているのではないかと我々は非常に懸念をしていた

のですが、そこに新しくバイオ燃料との競合ということで、トウモロコシが食料ではなくてバイオ燃料

の方に回されてしまうとか、そういう問題が起きているということと、異常気象の問題が起きていると

か、そういう新しい要因を考えますと、食料安全保障というのは真剣に考える時期に来ているのではな

いかということで、こちらの会議とは別に、「食料の未来を描く戦略会議」というものを昨年から開催

をして、そちらの方で検討をしていただいておりまして、政府はもちろんですけれど、国民、農業者、

関係事業者も含めて、みんながどのようにとらえて、どう行動すべきかということを検討していただい

て提言をいただくと、そういう会議をもっておりますので、それは環境の問題とどこかで関わってくる

問題でありますので、そういう観点からまた別途ご提言をいただくような作業をしているということを

ご紹介しておきたいと思います。 
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○倉重ＯＥＣＤ日本政府代表部参事官  吉水委員からのご質問で、「アメニティ」についてでござい

ますが、これもなかなか訳しがたいものがあるのですけれど、恐らく「農村の心地よさ、快適さ」と、

そういうことの概念だと思います。それをどう指標化するかというのはご想像のとおり非常に難しいの

ですが、どういうコンテクストで議論されることが多いかというと、例えば、農業生産活動が維持され

て、それによって農村景観が維持されることによって観光客がふえるとか、そういうことが指標化でき

ないかとか、そういうたぐいの議論をしていると。 

 さすがに心理学的な指標はできませんので、何らかの客観的な数字に基づくことはできないかという

ことなのですが、これもＯＥＣＤでみんなが認めるような指標をつくるというところまでは全然至って

おりませんで、ただ、関心をもっている国がそれぞれ努力をしているという状況でございます。 

○林（陽）委員  林座長さんからの指摘で、僕もそうだなと思っていたのですが、食料生産と工業製

品の生産というのは違いますよね。その辺の議論のベースというのはまさか同じではないとは思うので

すが、いかがなものでしょうか。 

○倉重ＯＥＣＤ日本政府代表部参事官  ご質問、ありがとうございます。ＯＥＣＤでも、普通の産業

委員会的なものとは別個に農業委員会というものが存在するということからも、農業が経済的性質につ

いても異なるものがあるということはさすがに認識はされておりますし、市場の失敗という観点からい

えば、農業生産活動が自然等に影響を受けるとか、需要の性格であるとか、そういうことによって市場

の失敗的なところが大きいということは基本的には認識されていると思いますが、ただ、全く違うとい

うことはないであろうと。 

 農業分野においても、一般的な経済原則を貫徹させるべきところは貫徹させると。ただ、それがどこ

までかというのは時代によって異なっていると。それが一番強かったのがここ20～10年ぐらい前だった

と思いますが、かなり原理原則を主張する国も多かったと。ただ、私のご説明でも申し上げましたけれ

ど、いろいろ前提条件が変わってきて、気候変動などの問題も生じてきておりまして、一体どこまで貫

徹すべきかというレベルについて、各国ともそれを今考えている、悩んでいる状況にあるということは

確かだと思います。 

 というわけで、結論といたしましては、農業の独自性なり特殊性というのは当然認識しておりますし、

ＯＥＣＤの中でも、日本、韓国を初めＥＵの国々等はそれを主張しておりますが、一方、大原則として、

経済原則は適用しない分野があるという議論にはなっていないと。どこまで適用できるかというところ

が議論になっているということでございます。 

○林座長  ありがとうございました。 

 それでは、本日の委員会はこの辺で幕を閉じたいと思いますが、最後に技術総括審議官からごあいさ
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つをいただきたいと思います。 

○吉田技術総括審議官  本日は、非常に活発なご議論をいただきまして、まことにありがとうござい

ました。議論の中にも出てまいりましたけれど、各国で農業に対する環境への寄与を、プラス・マイナ

スも含めてですが、その考え方がこれだけ違うのにどうやって調和をとっていくつもりかというお話が

ありました。日本や韓国のように水稲中心型の農業と欧米の畑地帯とでは環境への負荷の程度は当然違

うわけですし、私たちが当然と考えていることが欧米では全く理解ができないというのが実態だと思い

ます。 

 では、これをどうやって調和をとっていくかというのは、それぞれの国の農業のやり方、実態をデー

タに基づいてしっかりと客観的に示していく、これしかないと思っております。その客観的なデータの

蓄積は、あとどういうものが足りないのかとか、そういうことの議論を、会議の中でもお願い申し上げ

ましたけれど、次回以降もそういう観点からぜひ活発なご意見をいただければありがたいと思っており

ます。 

 なお、次回でございますが、省内で別途行われております「今後の環境保全型農業に関する検討会」

というものがございます。ここで農地土壌が有する多様な公益的機能と土壌管理ということについて、

この公益的機能の一部に土壌の炭素貯留機能というものもありまして、データの整理等もしていただい

ておりますので、その報告をいただきまして、さらにここで議論を深めたいなと思っております。次回

以降もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

○西郷環境バイオマス政策課長  本日は、貴重なご意見、ご議論をありがとうございました。次回で

ございますが、年が明けまして１月30日、水曜日の15時からを予定してございます。よろしくお願いい

たします。 

○林座長  ありがとうございました。 

 それでは、これで閉会いたします。お忙しい中をありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 

 

 


