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○西郷環境バイオマス政策課長  大変お待たせいたしました。準備が整ったようでござ

いますので、ただいまから第２回食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委員会

を開催させていただきます。 

 本日は、寺島委員、八木委員、吉水委員、渡邉委員が所用によりご欠席ということにな

ってございます。 

 それでは、以降の議事進行につきましては、林座長からお願いいたします。 

○林座長  承知しました。それでは、先ほどの合同会議に引き続きまして、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 この会議は食農審の単独の小委員会ということでございます。特に本日のお話しいただ

く内容は、農地土壌の温室ガス吸収源としての位置づけについて、集中的にお話ししたい

と思います。これにつきましては、先ほどの会議で京都議定書の約束をどうするかという

こととは別に、2013年からのポスト京都議定書の取り組みとして農地土壌の役割は果たし

てどの程度か、またそれをどのように活用していくかということが中心になりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでよろしいですね。 

○西郷環境バイオマス政策課長  そのとおりでございます。 

○林座長  それでは、時間も限られていますので、これから始めたいと思いますが、恐

れ入りますが、カメラの方、退席いただきたいと思います。 

 最初に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  かしこまりました。それでは、まず資料の確認でござ

いますが、やはりこれも座席表の次に資料一覧というのがついてございます。もし不足が

ございましたらば、お申しつけください。 

 それでは、最初に、私から資料１につきましてご説明申し上げます。資料１は、農業と

地球温暖化という資料でございます。この資料は前回、第１回目の小委員会のときに、農

地に炭素が貯留されるというようなことが議論されているのだけれども、それについても

う少し簡単にわかるような説明が欲しいというようなお話がございました。そのご指摘を

踏まえて作成したものでございます。 

 １ページをごらんくださいませ。地球温暖化の仕組みについて説明してございます。地

球は太陽からのエネルギーを地表で吸収し、それがまた熱エネルギーとして宇宙に放出さ

れている。この一部が地球の周りにあるさまざまな温室効果ガスによって吸収されまして、
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また地表に向けて放射されるといったことで、地球の気温、地表の気温は一定に保たれて

いるということであります。しかし、人間活動が盛んになって、温室効果ガス濃度が増し

て、このバランスが崩れ、地球温暖化が起こると。これが赤く、現在の地球と書いてある

ところでございます。 

 ２ページ目でございます。京都議定書上、削減が義務づけられている温室効果ガスとい

うのは６種類あり、右の欄にそれぞれのガスごとの主な発生源を書いてございます。二酸

化炭素は化石燃料、石油とか石炭とかを燃やすことにより発生いたしますが、メタンは廃

棄物の埋立処分場のほか、農業部分では水田や家畜のげっぷなどから発生しますし、一酸

化二窒素は農用地土壌や家畜排せつ物といったところから発生するということでございま

す。 

 ３ページ目でございます。ガスの種類によって温室効果が異なることを示してございま

す。要因は２つございまして、１つ目は、大気中の熱を吸収、あるいは放出する能力と申

しますかその性質、２つ目は、ガスが大気中にどの程度の期間存在するかという寿命の問

題でございます。これを２つかけ合わせると、温室効果の強さが出てくるということにな

ります。それで、二酸化炭素の温室効果の強さを１といたしました場合に、メタンは21倍、

一酸化二窒素は 310倍、六弗化硫黄に至っては２万 3,900倍というようになってございま

す。ただ、排出量につきましては二酸化炭素が圧倒的に多いということでございますので、

二酸化炭素が最も温暖化に寄与している温室効果ガスであるということでございます。 

 ４ページ目でございます。温室効果ガスを減少させる方法には２つございます。１つは、

当然でございますが、資料に示してありますように、排出を抑制するということでござい

ます。もう１つは、右にございますように、温室効果ガスを森林、あるいは土壌などに吸

収させるということでございます。 

 ５ページ目でございます。京都議定書で森林吸収源として認められているのは新規植林、

再植林という、いずれも90年時点では森林でなかった土地に新たに植林をするものでござ

いまして、我が国ではほとんど該当がございません。このほか、既に森林であるところに

ついても、適切な整備が行われている場合には森林経営として吸収源に算入することが認

められているということでございます。 

 ６ページ目です。森林では成長に必要となった二酸化炭素は木に長期間蓄えられるとい

うことで、吸収源としてイメージがしやすいわけでございますが、農作物につきましては

毎年収穫されます。そして、毎年吸収しては収穫されるわけでございます。こうした場合、
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農作物が吸収した二酸化炭素は農地の外に持ち出されるということで、議定書上はプラス

・マイナス・ゼロということでカウントされているということでございます。 

 ７ページ目でございます。今の京都議定書で認められている吸収源としては、森林のほ

かに植生回復という、公園や緑地等の都市緑化がございます。あるいは農地管理、放牧地

管理といったものがございます。各国はこれらを、最初の約束期間では選択することがで

きることになってございます。我が国は森林経営と植生回復を吸収源として選択して通報

してございます。他方、デンマーク、スペイン、ポルトガル、カナダといった国は、農地

管理を吸収源として選択して通報しているということてございます。 

 ８ページ目でございます。ここからこの間のご質問ですが、二酸化炭素を地中に貯留す

るとはどういうことかということでございますけれども、今のところ２つの方法がござい

ます。１つは産業的にと申しますか、機械で地中深くに圧力をかけて押し込んでしまうと

いうもので、これは研究中でございます。農地による炭素の貯留というのは全く別でござ

いまして、右に書いてございますように、炭素が有機物として土中に存在する状態を指し

ております。 

 ９ページ目でございます。堆肥や稲わら等の有機物を土壌中に投入いたしますと、それ

に含まれる炭素は微生物によって分解されます。一部は大気中に放出されるわけですけれ

ども、一部は分解されにくい、よく腐食と申します物質となってある程度長期間、土壌に

滞留するということになります。土壌への投入と排出の差し引きが農地による吸収・排出

ということになります。 

 一方、農地による炭素の吸収を増加させるということには、当然、有機物の投入をふや

したり、あるいは耕起による土壌の攪乱で放出される炭素を少なくすることが有効という

ことが知られております。 

 10ページでございます。次に一酸化二窒素の発生でございます。これは、土壌中にすき

込んだ化学肥料や堆肥、その他、窒素が、作物残渣のすき込みによりまして窒素が土壌中

で科学的に変化してまいります。この過程で一酸化二窒素が微生物の働きにより生じると

いうことでございます。一酸化二窒素の発生を抑制するためには、適正な施肥量の遵守、

あるいは土壌中への窒素の投入の抑制といったことが有効になるわけでございます。 

 11ページ目でございます。メタンでございますが、水田は水を張っているときは、畑と

は違って酸素で呼吸ができない状態になっており、このような条件を好む性質の微生物の

活動が盛んになります。稲わら等の有機物が分解して、二酸化炭素ではなくメタンが発生
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するということでございます。メタンの発生の抑制には、稲わらにかえて完熟した堆肥を

投入したり、中干しをして土を一回乾かすことが有効なことが知られております。 

 12ページでございます。温暖化の影響とその適応策の事例を掲載してございます。これ

は前回もご説明申し上げましたので、省略させていただきます。 

 13ページでございますが、土壌からのメタンや一酸化二窒素の排出のほか、家畜排せつ

物やげっぷによるメタンの排出についてお示ししているところでございます。 

 一番最後、14ページですが、ＯＥＣＤの報告書によりますと、世界の二酸化炭素排出量

は72億 3,000万炭素トンでございますが、土壌の有機炭素のストックは２兆トンといわれ

てございます。ですので、いかに土壌炭素の増減が地球温暖化に大きな影響を与えるかと

いうことは想像ができるところかなと思っているところでございます。 

 資料１の説明は以上でございます。 

 続きまして、資料２―１の１枚紙でございますが、第１回小委員会のときにいろいろご

提案いただいたところの対応状況をお示ししてございます。まず、農地土壌がＣＯ２を吸

収するということは一体何をいっているのかといったことでございますけれども、これに

ついて今の資料１でご説明申し上げているところでございます。 

 次に、農地土壌を吸収源として選択している４ヵ国がございましたが、これは削減目標

のどの程度を占めているのかといったことでございますけれども、今、通報が終わって、

各国の状況をいろいろみているのでございますが、どの程度の削減量を占めているかにつ

いてはそれだけではちょっとわからないので、調査をかけているところでございます。 

 次に、バイオ燃料の生産拡大や耕作放棄地の解消について、そのスケジュールや栽培面

積等の定量的な議論が必要というご指摘がございました。先ほどの３審合同のときにも佐

々木委員からこのようなご質問をいただきましたが、バイオ燃料につきましてはスケジュ

ールと申しますと、工程表では単年度５万キロリットルを平成23年度までには必ずやろう

ということになってございます。中長期的には、セルロース原料や資源作物の活用によっ

て国際バイオ燃料の大幅な生産拡大を図ることとしてございます。この工程表に基づいて

技術開発等に取り組んでいくということでございます。 

 次に、バイオ燃料への補助金交付と排出権取引による排出削減のコスト比較が重要だと

いうご指摘でございますが、当面、平成23年度に単年度５万キロリットルの生産を目指し

ている中で、利活用については温暖化の防止のみならず、地域の活性化や雇用の拡大とい

った、単に環境コストを縮減するということだけではないといったこともございますが、
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こういったことについてどの程度見込まれるのかにつきましては、きちんと精査してまい

りたいと思っております。 

 資料１と２―１の説明は以上でございます。 

○林座長  これは続けてご説明いただいたほうがよろしいですね。今度は資料２―２と

資料３になります。どうぞよろしくお願いします。 

○齋藤農村振興局企画部長  農村振興局の企画部長でございます。前回、委員より耕作

放棄地対策をどのようにしているのかというご質問がございましたので、説明させていた

だきます。 

 資料２―２の１ページをごらんいただきたいと思います。農地は、農用地区域内と農用

地区域外に大きく分かれますけれども、農用地区域内につきましては、現状を把握いたし

まして、具体的な解消方策の策定、方策に応じた対策を実施していくということでござい

ます。 

 それから、農用地区域外につきましては、農振農用地の中に編入する。このように編入

すると重点的に投資等ができますので、編入をまず行う。それから、それ以外でありまし

ても、市民農園等の農業利用、場合によっては山林、原野として非農業的利用、そういっ

た利用の仕方もあろうかと思っております。 

 ２ページをごらんいただきまして、耕作放棄地の解消計画を今つくろうとしておりまし

て、その分析に努めています。耕作放棄地といいましてもその実態はかなりばらばらとい

うことでございます。Ａは基盤整備が既に行われておりまして、農業者の方の都合等によ

りまして耕作放棄になっているところでございまして、これは営農再開ができるのではな

いか。Ｂは、基盤整備がきっちりなされていなくて、排水等が非常に悪いというような状

況です。こういった地域では基盤整備を行って営農再開を行う。Ｃは、都市近郊に多く、

農地が保全されているというような状態ですが、こういった地域につきましては保全管理

というような形で進める。Ｄは、谷地田等でもうかなり森林に近いとおぼしきような状況

ですが、こういったものについては農振農用地から除外するということです。Ｅは、さら

に精査・検討が必要と。こういったことに分類できるのではないかと思います。 

 ３ページをごらんいただきまして、推進体制ですが、基本的に市町村が主体となってや

っていただくということになろうかと思います。その場合には、関係団体とも連絡をとり

ながら、農業者等に働きかけを行う。もちろん国はガイドラインを示したり指導・支援し

ますが、そのときに県も主体的な役割を果たしていただくということも必要だと思ってい
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ますので、連携しつつ指導・支援をしてまいりたいと思っております。 

○林座長  それでは、資料３の説明を農林水産政策研究所の渡部次長からお願いいたし

ます。 

○渡部農林水産政策研究所次長兼大臣官房  農林水産政策研究所の渡部でございます。

お手元の資料の３番でございますけれども、ことし９月にアメリカに出張してまいりまし

て、特に農地のＣＯ２吸収の関係でアメリカが取り組んでいる政策の内容について関係機

関で調査をしてまいりました。その結果をご報告したいと思います。 

 １ページ目は調査の背景でございます。アメリカはこの部分についていろいろな政策ツ

ールを進めており、もっております。ベネマン農務長官の発言もそこに入れてございます。

また、環境評議会の議長、コノートンさんという人ですけれども、新しい農業法の中で今

ちょうど審議をしている最中でございますが、その部分に対する支援策の強化というよう

なこともうたっておりますし、私、この９月には主要経済国会合というアメリカが主催し

て国連のポスト京都に向かった動きを支援するという形で、この場でもコノートンさんか

らアメリカは炭素吸着に関して非常にいい仕組みをもっているのだというような発言もご

ざいました。これはよく調べておく必要があるなということで、調べてまいったわけでご

ざいます。 

 ２ページ目に関係機関、ずらっとご紹介してございます。随分たくさんございます。大

統領府の環境評議会は環境政策全体を統括しておりますし、日本の環境省に当たるＥＰＡ

というのがございます。また、ＵＳＤＡの中でも、実際に政策を担当している原局、そう

いったものを束ねている部局、それから研究機関、自然科学系の研究機関、社会科学系の

研究機関、森林局といろいろございまして、すべてではございませんけれども、この中の

主なところに行ってまいりました。それぞれの結果はまた後で報告します。 

 ３ページでございます。アメリカはどんな政策をもっているのかということで、主なも

のをここに３つ挙げておきました。ちょっと説明不足のところもございますので、口頭で

補足させていただきますけれども、炭素吸着の関係では大きく２つの政策をもっています。

１つは、つまり農地としての活用をしないという形での炭素吸着の促進という観点でござ

いまして、これが一番上にありますＣＲＰ、土壌保全留保計画でございます。これはもと

もとソイルエロージョンが問題になった1980年代に取り組みが始まったプログラムでござ

いまして、植林や草地へ転換するといった農業生産を行わないということに対する支援を

いたしております。85年の農業法でこれは制定されています。予算額は、2005年の予算を
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ちょっと調べたのですけれども、20億ドルぐらいの規模でかなり大きな、しかも伝統的な

政策手法でございます。 

 それから、最近始まった取り組みとしては、ワーキングランドということで、つまり実

際に農地を活用して、農業生産活動の中で吸着を促進するという観点からの計画が２つご

ざいまして、ＥＱＩＰという真ん中のがございます。それからＣＳＰというのがございま

す。これは性格的には非常によく似ておりまして、耕作の保全活動を評価して、それに対

する支援をするということでございます。真ん中のは96年農業法、下のは2002年の農業法

で制定されています。まだ予算規模はそれほど大きくありませんけれども、真ん中のＥＱ

ＩＰは10億ドルぐらい、一番下ので２億ドルぐらいということでございます。それぞれ契

約の内容とか地域などに違いがございます。 

 実際に各機関から聞き取ってきたことを簡単にご紹介しておきたいと思います。４ペー

ジに、大統領府のほうに行ってまいりましたので、そのインタビューの概要でございます

けれども、ここはＵＳＤＡのように農業スペシフィックな話をするところではございませ

んので、アメリカとしての気候変動対策の取り組みについての話を聞いてまいりました。

大統領がことしの５月に発表した気候変動対策の３つの柱というのが書いてあります。１

つは、気候変動対策というのは何を目標にするか、それにどのように取り組んでいくのか

というバランスの問題をしっかり考えなければいけない。２番目は、途上国のニーズをよ

く把握しなければいけない。具体的には、インドネシア、ブラジルの森林モニタリングと

か、そういうようなもの。３番目が、研究開発、技術の普及が非常に重要だと。こういう

ことを気候変動の対策の３つの柱として掲げているということでございます。 

 ５ページ目でございます。これはＵＳＤＡ、農務省のほうへいよいよ行ってまいりまし

て、ＵＳＤＡの中で地球変動プログラムの全体の統括をしているところ、日本でいいます

と、多分、西郷さんのところの課に当たるのだと思います。今、温室効果ガスの削減につ

いて非常に関心が高まっているので、保全プログラムを、特にさっき2002年農業法で新し

いのが始まっていると申し上げましたけれども、そのプログラムを徐々に拡大している。

そのためにも、対象を保全耕起、有機物投入とか施肥方法の改善とかいったようなものま

で広く含めてやっている、対象にしているということでございました。有機物投入の話は、

さっき西郷さんからお話しありましたけれども、それもまた保全の取り組みの１つとして

認識しているということでございます。それがチーフエコノミスト室でございます。 

 それから６ページ目、同じくそこで聞いたことで、幾つか書いてございますが、下から
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２番目の丸でご紹介しておりますけれども、今のままこのように保全の還元プログラムを

進めると2012年までに 1200万炭素トンの削減ができるのだと。増加ができるのだという

ようなお話も伺ってまいりました。また、上から３つ目の丸に書いておりますけれども、

今、モニタリングのシステムに一生懸命取り組んでいるということで、全国30ヵ所のデー

タをいろいろ集めているということでした。来週以降、バリのほうへ出張いたしますけれ

ども、またそちらでこういった土壌炭素についてのいろいろな専門家間の話し合いもでき

るのではないかというようなことも、この場で提案されております。 

 あとは、それぞれ関係原局に行ってまいりました。７ページは土壌保全、一番上にあっ

たものですけれども、あの関係の担当部局に行ってまいりました。ＣＲＰというのは炭素

の吸着だけではなくて、それ以外、水質の保全とか野生生物とか、いろいろあるわけです

けれども、そういったメニューの中で便益の１つとしてＣＲＰで評価して、その部分に対

する支援をしているということであります。ですから、炭素吸着に対して払っているとい

うことではなくて、そういった農法、そういった取り組みに対して払うと。これまで農地

でなくて、保全をしているという林地とか草地転換に対して、そういう取り組みに対して

の補助をしているということでございました。 

 ８ページは、研究機関でございます。これはＡＲＳというところへ行ってまいりまして、

日本でいえば機構、あるいは技術会議に相当するのではないかと思うのですけれども、先

ほどちょっとご紹介しましたが、やはりモニタリングネットワークを充実させてつくって

いるというご紹介がございました。地域別、農法別に排出削減の効果は非常に違うのだと

いう、全国のいろいろなサイトスペシフィックな情報を集めて、削減効果の測定に役立て

たいということの取り組みをやっているようでございます。ＵＳＤＡの中でさっきのエコ

ノミストの人とも緊密な連携をしているということでございます。 

 ９ページは、先ほど農業活動を生産活動を通じてやっているという部分でございまして、

ここを管轄しているところでございます。これはおもしろかったのは、丸の２つ目で紹介

していますが、農家が自分自身でインターネットを利用して、自分の農法というのが一体

どれぐらい炭素固定の力をもっている、評価されるかというようなことについて、自分で

判断できる、診断できるというようなことがあるというご紹介を受けました。 

 10ページ目は環境省でございます。実は、環境省はＵＳＤＡの外ですけれども、今、ア

メリカの議会では気候変動の関係の法案が10本ぐらい審議されているということでござい

ます。農業についてもその枠組みの中でいろいろ、排出量のクレジットにカウントされる
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ようなものもあの中にあるということでした。バイオ燃料について少し話が及んだのです

けれども、今、保全計画でやっているようなものが生産に戻されるということでは、むし

ろ変動対策としてはマイナスかなという話も発言がございました。 

 11ページ、まとめでございます。いずれにいたしましても、アメリカは二酸化炭素吸着

の農法に対する支援をしっかりやっているなという感じでございます。特にモデル、ある

いはモニターなどで、さっきご紹介しました農家みずからが判断できるというようなこと

もございまして、支出の根拠なども非常に透明なやり方でやっているなという印象を受け

てまいりました。こういったところと知見を共有し、いろいろ連携しながら、我が国とし

ての政策支援を考えるべきではないかと思った次第でございます。 

 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、最後に、資料４については西郷課長か

らお願いいたします。 

○西郷環境バイオマス政策課長  資料４でございます。これは「国際的な議論における

農地土壌の位置づけについて」ということでございますが、最近のＩＰＣＣ、例の気候変

動に関する政府間パネルでの報告書でこの農地関係はどのように扱われているか、あるい

はアメリカの今ご紹介がございました農務省でどのように扱っているかとか、ＯＥＣＤの

報告書はどのようになっているかといったものを仮訳して引用したものでございます。詳

細なご説明は割愛させていただきますが、こちらをざっとみていただきますと、結構国際

的な議論におきましては農地土壌の炭素吸収について積極的な取り上げが進んできている

ということがおわかりいただけるかと存じます。 

 また、参考資料といたしまして、ＩＰＣＣの統合報告書の概要資料をおつけしていると

ころでございます。 

 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、残り時間40分程度ございますので、ど

うかご質問、あるいはご意見をちょうだいしたいと思います。永松委員からどうぞ。 

○永松委員  ３点ほど質問させていただきます。 

 まず資料１の７ページに植生回復のご説明がございましたけれども、この植生回復とい

うのは、森林経営でもなく、また作物はプラス・マイナス・ゼロなので、作物でもない。

具体的にどの程度のイメージなのかが１点でございます。 

 それから、同じ資料の14ページで土壌有機炭素ストック２兆トンという数値があり、表
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層１メートルと書いてございます。この表層１メートルより下では吸収されないのか、さ

れるのかというのがもう１点でございます。 

 それから、資料３のアメリカの調査にＣＲＰの説明がございまして、ＣＲＰより得られ

る便益という中で土壌への炭素蓄積の増加というのが入っております。これは86年の法制

定当時からこういう概念が既に入っていたのか、後からプラスアルファでなったのかとい

う点でございます。 

 いずれにいたしましても、今度バリに行かれるということでございまして、ややもする

と、排出削減ばかり注目されますけれども、吸収対策というものが極めて重要だという点

を大いに強調していただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○林座長  ありがとうございました。これについては、今、お答えいただきますか。 

○西郷環境バイオマス政策課長  ありがとうございます。それでは、最初に７ページの

植生回復につきましてでございます。先ほど少し説明しましたけれども、都市公園とか、

森林にならないようなところに木が植わっていたりとか、そういうものがかなりあるわけ

でございますが、そういったところについては温室効果ガス吸収を認めていこうというこ

とでございます。我が国は、森林経営の獲得とは別に吸収量を計上しておりまして、そう

いったことですから非常に小さいのですけれども、対基準年総排出比で0.02％程度の吸収

が可能だということで考えているところでございます。 

 次に、14ページの２兆トン、表層１メートルだけれども、その下の炭素の動態はどうな

のだということでございます。耕起等の農作業は基本的に表層１メートルを超えることは

そんなにはないわけでございまして、人為的な土地の管理でやっていく部分については１

メートル。普通ですと数十センチということでございますので、基本的に１メートルを押

さえておくといいだろうという整理でございます。森林につきましてもおそらく１メート

ルで管理しているかと思いましたけれども、大体そういうところが人為的なところで炭素

の動態が変わるところだろうということで、１メートルを選んでいるかと存じます。 

○渡部農林水産政策研究所次長兼大臣官房  先ほどご質問のございましたＣＲＰの関係

でございますが、ちょっとご紹介いたしましたけれども、アメリカは85年の農業法でこの

ＣＲＰは導入されております。土壌浸食を起こしやすい農地だとか、環境的に非常に脆弱

な農地をもっている所有者に対して、保全的な利用についての契約を結ぶという内容でご

ざいまして、その保全の経費の一部を助成するということでございます。85年当時という
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ことでございますので、炭素吸収という観点は当然この時点ではそういうものが政策目的

として入れられているわけではございませんけれども、いわば後づけ的に、総枠の中でこ

ういう機能もあるのだということが最近はしっかりと組み込まれているということでござ

います。 

○西郷環境バイオマス政策課長  若干補足させていただきますと、土壌炭素というのは

何も温暖化の観点ではなくて、農業生産上の土壌の資源としての価値ということにも非常

に大きな影響があるということで、そういった観点でＣＲＰを実行していたのでございま

す。よくよく調べてみると、農地と炭素の出入りと申しますか、炭素の動態と申しますの

が温暖化にも関係しているのではないかということで、そういう評価を最近やっていると

いうことだと思っております。 

○林座長  ありがとうございました。それでは、林陽生委員、どうぞ。 

○林（陽）委員  政策研の渡部さんの米国の調査の結果、大変よくわかって興味深かっ

たです。それで、米国だけではなくて、東アジアの中国とか韓国、それからヨーロッパ、

こうした国に関する何か情報がありましたら、ぜひお聞かせ願いたいと思います。 

○林座長  よろしいですか。 

○西郷環境バイオマス政策課長  先ほどご紹介しなかったのですが、資料４をみていた

だきますと、世界全体とヨーロッパの状況についてまとめたところがあります。どんな政

策がとれらているだとか詳しくございませんけれども、彼らがどのようにとらえてやって

いるかというのは簡単に触れられてございますので、参考にしていただければと思います。

例えば、これは基本的には科学的な評価だけではなくて、炭素価格が動いたら彼らは農業

政策上動くか動かないとか、そんなことまで考えているのですけれども、例えば２番目の

北米ではというのがございます。カナダでは農業関係の排出量が非常に多いので、これに

ついてはいろいろな削減プログラムを考えているとか、オセアニアにおいても植生管理を

することにおいて、アグロフォレストリーだとかそういったことでかなり温室効果ガスの

吸収に貢献できるのではないかとか、そういったことが考えられている。 

 次のページへ行くと、アジアではと。中国では、基本的には気候変動を目的とした政策

を講じていたわけではないけれども、先ほどの土壌炭素ではないですが、気候からも評価

できるようなことをやっているのではないかとか、そういったことが若干分析されてござ

います。今後、我がほうといたしましても、きちんと土壌炭素と気候変動の関係について

はいろいろな会合などを通じまして情報を得てまいりたいと思っております。 



 

12

○林座長  ありがとうございました。ほかの委員、いかがでしょうか。今度のこの資料

は事務局で大変努力してつくっていただきまして、もう既に記者会見などもやっていただ

いているわけですけれども、相当な反響を呼んでいるということです。特に資料１は全体

を非常にわかりやすくつくってありますが、14ページにありますように、大気中の炭素ス

トックが 7,600億トンで、土壌中が２兆トン。そのうちの40％が農林業の影響下にあると

すれば、大気中のストックとほぼ同じだけのストック、 8,000億トンが農林業のもとにあ

るということですから、これの出し入れがどうなっているかという、これは相当大きな影

響があるだろうということが今、特に多くの方々の注目を得ているということになるかと

思います。いかがでしょうか。それでは、佐々木陽悦委員、そしてその後、栗山委員、亀

山委員、それで岡本委員というようにいきたいと思います。 

○佐々木（陽）委員  １つは、これは次の段階の、国として出すということがもうほぼ

決まっていることでしょうから、そういうことについては生産者としては非常に歓迎して

いると思っています。同時に、生協などでも組合員の中に知らせる１つの方法としても、

ただ国産のものを利用しなさいというだけでなくて、使うことによっての価値として生か

せるのではないかとか、それから、堆肥を入れなさいといっているけれども、腐食の役割

などの中にあるとか、そういう意味では、国民的な合意形成を得るときに、農業がもって

いる公益的な価値――議論はいろいろあるようですけれども、そういう名前は別としても、

価値としての評価はされるという意味においては、これをどう位置づけていくのか。それ

から、生産の現場でそれにふさわしい技術をどうつくっていくのかということを、やはり

きちっと対応していくことによって、農業のもっているもう１つの価値が生み出せるので

はないかという気がしているわけです。 

 すごく私にも質問があって、例えば有機農業をやっているとメタンの発生とか多いけれ

ども、しかしながら、それを抑えるために次のような技術をしたいとか、逆に水をずっと

張っていることによってメタンの発生が一時的に抑えられるのではないかとか、いろいろ

な議論があったり、無農薬というのができないところでは、除草剤を使って不耕起でやる

技術はどうなのかとか、生産の現場でもいろいろな議論がされつつあるので、固定的な技

術だけでなくて、そういういろいろな手法があるのだという議論を沸かせるということが

大事ではないかと。 

 それから、例えば品種などによっても燃料を抑えられる。例えばトマトならトマト、ナ

スならナスの中でも、この品種であればこの温度まで耐えられると。そうであれば、今ま
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で何としてもこのトマトでなければだめだとか、このナスでなければだめだといっていた

けれども、このトマトで我慢すれば燃料の使用などを抑えられるのではないか。そんな生

産者と消費者なり、流通側との議論も始まっているということからいいますと、温暖化問

題というのはいろいろなところから議論ができるのだなという思いをしています。 

 何よりも大事なのは、生産者に意識をもたせるのかどうなのか。それから、前の会議で

もいいましたけれども、農業団体とか普及員とか、そういう人たちにこれをどう認識させ

て普及させていくのかということが大事ではないか。それのスピードをやはり上げていく

ことによって成果が生み出せるのではないかという思いをしていますので、ぜひ成果を生

み出せるような体制と手法をとっていただきたいという思いをしています。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。これにつきましても大変大切な要望ですので、後

からまとめてお答えいただきたいと思います。それでは、栗山委員、どうぞ。 

○栗山委員  私からは、アメリカでの調査に関して非常に興味深い話をお聞きしたので

すけれども、特に農家の人たちがみずからの意思決定で判断のときにこういった情報が使

われているというのは非常に興味深いと思うのです。こういったことをやはり日本国内に

おいてもやっていく必要があると私は思うのですけれども、その際に一番重要なのは、農

業経営者、農家の視点というものを重視しなければいけないだろうと思うわけです。 

 前回の委員会では、土壌に関する日本国内のデータというものはこれまでとってきたと

いう話をしておられましたし、今後どういう農法をとっていくことが土壌に炭素を固定化

していくかという技術的な面、こういった研究も多分今後やられていくだろうとは思うの

ですけれども、それに加えて、やはり農家の視点ですよね。つまり、農家の人にとってみ

たときにどういう技術がいいのかというだけではなくて、さらにコストに関する話という

のがどうしても不可欠だと思うのです。つまり、従来の農法から新しく炭素を固定化する

ような農法に変えることによって、どれだけコストが変わるのか。これはやはり農家にと

って非常に重要な情報だと思うのですけれども、こういったコスト面に関する社会学的、

経済学的な調査が国内でどこまで今行われているのか。そして、海外、米国に対しては、

こういった研究がきちんと多分されていると思うのですけれども、そういった成果という

ものを日本国内に恐らく生かすことができると思うのです。そういったことを今後やって

いくべきではなかろうかと思います。 

 以上です。 
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○林座長  続きまして、亀山委員、どうぞ。 

○亀山委員  資料３のご説明、本当にありがとうございました。非常に勉強になりまし

た。１点、質問と、その質問に関連しまして意見を１つ申し上げたいと思います。 

 先ほど栗山委員からコストの話が出ましたけれども、資料３の１ページ目の一番最初に

あるとおり、金銭的なインセンティブというのを何らかの形でつけていかないと、コスト

だけがかかってしまうと思います。それで、やはりこの資料の10ページ、これらの法案の

うち幾つかは農業によるクレジットを認めるものと書かれておりました。今、アメリカで

は多くの国内の排出量取引制度に関する法案が出されておりまして、その中でクレジット

をどのセクターに認めるのかについては、いろいろなオプションがあるかと思います。も

ちろんクレジットの発生を認めるときに、燃料燃焼起源の排出量のクレジットの制度と、

このような土壌、あるいは森林、今パプアニューギニアなどから出ている森林のクレジッ

ト化の話も出ていますけれども、そういったクレジットの精度は非常に違うわけで、その

ような精度が違うものを混合させてアメリカ国内ではクレジットを認め得るというように

考えているのかどうか。ＥＵ―ＥＴＳなどをみましても、ヨーロッパでは今のところまだ

農業、あるいは森林を排出量取引制度の対象とはしていないと思いますので、アメリカで

はそのあたりをどう考えておられるのかということについて質問したいと思います。 

 これに関連して、私の意見と申しますのは、今度、資料４の後ろから１枚めくっていた

だいて右側のところに、炭素価格づけによる農業、林業セクターの排出削減ポテンシャル

という表がございます。それで、排出量取引制度の世の中を考えていきますと、すべてＣ

Ｏ２当たりのコストというものがはじき出されるわけなのですけれども、今後ポスト京都

の議論をしていく際に、2020年までにどれぐらい削減できるのかという話がこれから必ず

始まります。そのときに、排出削減策についてはかなりの程度、この排出削減ポテンシャ

ルというものが炭素トン当たりで20ドルだとどれぐらいできるというのが、いろいろなモ

デルの試算によってコストカーブが引けているのです。しかしながら、農業、林業セクタ

ーについてはそのようなコストカーブがまだ研究ベースでは余りできていないと思います。

できれば日本としても今後ポスト京都の議論をしていく際に、このようなコストカーブの

試算を我が国において、そして他国において、研究を進めていく必要があるのではないか

と思います。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。続きまして、岡本委員、どうぞ。 
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○岡本委員  岡本です。わかりやすい資料をつくっていただいて、とてもありがとうご

ざいました。私は、普通の方、私も含めた一般の方に、伝えるという立場ですので、その

ことをうまくストーリーにして伝えないといけないなと思っている部分があります。です

から、いつもその観点で聞かせてもらっています。 

 例えば今回の話でしたら、農業によって地中に炭素がためられる。それはＣＯ２の削減

にもなるということをストーリーとして伝えていきたいと思っているのです。でも、今、

つくっていただいた資料を部分的に、例えば不耕起のほうがいいとか、畜産はげっぷが出

るとか、廃棄物があるからというところだけを読まれてしまうと、では農業は悪いのとな

りかねません。それを誤解を招かないようにどううまく伝えていくか。例えば有機物をた

くさん入れておくやり方の農業はいいですよとか、不耕起でもこのような意味でいいです

よとか、排せつ物でもそれを有機物としてもう一度農地に入れますからいいですよという

ように、そこまでつくっておかないと伝わりにくいかなと思いながらみさせていただきま

した。 

 よく安全、安心という言葉が出ます。この言葉は、食品に限らないと思っています。科

学的に安全であるといわれていても、それを感情というかイメージとして安心だと思うか、

さらに行動につながるかが、食以外に対してもギャップがあるなと思って感じています。

でも、私たち消費者は消費行動でしか示せない。となると、やはり今の土壌に炭素をため

るというのがいいということがわかっただけ、理解しただけではなくて、感情的にもいい

なと思わないと、なかなか行動に結びつかないと思いますので、その辺のところもちょっ

と目配りしていただけると、とてもありがたいなと思います。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。佐々木晨二委員、どうぞ。 

○佐々木（晨）委員  報告を聞いて、専門的なことはちょっとよくわからないのですが、

総括、まとめのところに、今後、必要に応じて政策支援を考えるというようにまとめられ

ているのですが、具体的にどういう方向でどういう施策をとるかということは何も書いて

いないのですが、実はマスコミに農地は吸収源検討とかかなり出ておりますよね。27日の

毎日新聞の夕刊の記事を読みましたら、こういうことが書いてあるのです。農水省の試算

では日本全国の農地に有機物を――要するに堆肥や稲わらなどの有機物のことだと思うの

ですけれども、京都議定書の第１の約束期間の削減目標の１割に当たるＣＯ２を吸収でき

る。メタンなど温室効果ガスを放出するため、放出量を差し引くとどうなるか精査してい
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ると書いてあるのです。ここら辺は、実際どのようなご検討をされているのか。私、少し

わからないのですけれども、先ほどのご報告の中の５ページ、一番最後の丸のところです。

有機物投入による土壌炭素増加は効果は一時的との認識という表現がありまして、そこと

の関係で気になるなという感想をもちましたので、具体的にどういうことか、教えていた

だければと思います。 

○林座長  ありがとうございました。一応これで委員の方からは意見をいただきました

ので、ここまでのところでご要望、それからご質問もございました。お答えいただきたく

思います。 

○西郷環境バイオマス政策課長  ありがとうございます。まず、佐々木陽悦委員から、

こういった情報についてどのように流布していくのかとか、農家の行動をどのように変え

るために、普及員だとか、団体だとかにスピード感をもって知らせていくのかとか、その

他いろいろなこと。あるいは岡本委員からも、どのように伝えていくかというときに、ス

トーリー立てが必要だというようなお話がございました。委員の方々がおっしゃるとおり

でございまして、確かに今のところまだこうした取組が断片的にみえるかもしれません。

農地の土壌が適切な農法をとると吸収源として扱える可能性があるということでございま

す。 

 それについて、ではどのように推進していくかということにつきましては、例えば先ほ

どございましたけれども、土壌に炭素だけ貯留してていって、生産そのものがおざなりに

なってもいけませんし、あるいは先ほどトレードオフの話がございまして、炭素は貯まる

けれども亜酸化窒素をたくさん排出してしまうとか、周辺の水を汚染してしまうといった

ことについて、いろいろ考えなければいけないということがございます。それで、この調

査委員会では、諸外国の状況なども含めまして知見の集約を早くやろうと。どういう方向

にやっていくのが、皆さんの理解を得られ、農家の行動にも反映できるのか。あるいはそ

れを評価できるのか、どこまでできるのかといったことのためのやっている作業中のとこ

ろだとお考えいただければと思います。ですので、どういうストーリーになるかについて

はどんどんご指摘いただいて、わからない部分についてはまた修正していく必要があると

思います。それから、国際的にも大丈夫だといったことにつきまして、一々やっていかな

いと政策にはなりませんから、そこのところにつきましての情報の収集、知見の収集など

をやっているということでございます。 

 それから、コストの面でございますが、栗山委員、亀山委員からいろいろご指摘がござ
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いました。インセンティブが必要だということもございますけれども、確かに農業部分に

ついてのコストカーブ等についての分析は少ないかと存じます。当然のことながら、そう

いった分析を進め、学術的な知見を集約することもいろいろお願いしていかなくてはいけ

ないと思っております。それと、先ほどありましたように、コストの面を考えるときに炭

素だけではなくて、ほかの環境コストでございますね。例えば地域環境、水だとか、農薬

の問題とか、いろいろございますけれども、そういったこととベストミックスと申します

か、地域によく地球にもいいというような体系をつくったときのコストの負担はだれがし

ていくかといったことをはっきりさせるために、農法ですとかその他のいろいろな要素に

ついて、まず知見を集めている段階にあるのだというように私ども思っております。 

 それから、いわゆる取引だとか、クレジットの問題につきまして、どこまで行くのだと

いうことでございます。アメリカみたいに行くには、もうとにかく考えてみようというこ

とで大分検討はやっているようでございますけれども、メタンもそうです、亜酸化窒素も

そうですし、ＣＯ２もそうですけれども、いわゆる農業系と申しますか非エネルギー系と

申しますか、要するに燃やしたものというのは、これだけ燃やせばこれだけＣＯ２が出る

というのはかなりの確実性が高くてわかるわけです。石油をこれだけ燃やしたらこれだけ

ＣＯ２になっているだろうというのは計算がしやすい。ただ、林委員からもご指摘あろう

かと思いますけれども、非エネルギー系のものは出し入れというのがはかり方が非常に難

しくて、メタンの話でも同じ量であっても天気によって違うかもしれない、場所によって

違うかもしれないといったことがあるわけで、それで計算したものと炭素とで、確実性が

ある程度少ないのと不確実性が大きいのと同じで取引していいのかというような議論はよ

く行われているところでございます。この辺を含めまして、いろいろ不確実性は高いけれ

ども、ここの部分までは大丈夫だといったようなものについては、多分クレジット化され

ていくのだと思いますが、我々としてはその手前の、要するにこのようにやったら必ず定

量的にここまではためられるとかいうことについて説明できるようなものができるのか、

できないのかといった知見の収集に努めているということかと存じます。 

○林座長  ありがとうございました。では、渡部次長。 

○渡部農林水産政策研究所次長兼大臣官房  私からも、直接自分の耳で聞いてまいりま

したので、亀山委員のご質問でございますが、ＥＰＡの担当者はまさにそこが難しいのだ

といっていました。気候変動法案が10本も出ているのですが、ポイントは正確に炭素吸着

の効果測定ができるかどうか。ＥＰＡの担当者の個人的な見解としては、非常に難しいと。
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実際、現実には、アメリカはセンチュリーモデルとかいうコロラド大学かどこかで開発し

たものがあるらしいのです。そんなものを使っていろいろなデータもつくっていはいるの

ですが、結果として効果はこれだけあるというのはあるのですが、ただ、そういう制度構

築をして実際の取引にまで裏づけとして使われるようなものになり得るのかどうかという

ことについては、大きな疑問があると。 

 それから、そもそも、先生のほうがお詳しいかもしれませんけれども、排出権の取引に

ついては、アメリカの国内でＥＰＡなりアメリカ政府がそういうものについて仕切れる権

限があるのかどうか自体が、今裁判所で争われているというような話もちらっとしてくれ

まして、法案は出ているけれども、実現可能に至るまでには相当道のりはあるなという印

象を私は得て帰ってまいりました。 

○西郷環境バイオマス政策課長  佐々木委員からの、毎日新聞の記事で、日本の土壌が

どのくらいセルフポテンシャルがあるのかというご質問ですが、これは別途生産局で検討

を進めている中で、まだ不確定ですけれども、いろいろ数字をやっている中で議論が出て

きているところでございます。 

○林座長  それでは、雨宮課長からお願いします。 

○雨宮生産局農産振興課長  生産局農産振興課長でございます。土壌の炭素貯留機能、

欧米のほうでその機能に着目していろいろデータの整備とか施策の検討が行われておりま

すので、我が国としてもその機能について理解することが重要だと。まずは、とにかく科

学的な知見を集約するということが重要ですので、生産局に「今後の環境保全型農業に関

する検討会」を設置して、専門家の先生方にお集まりいただいて、過去の土壌調査のデー

タの洗い直しを今しております。 

 新聞報道ございましたのは、そういう中で、1979年から20年間、定点調査のモニタリン

グと併せて、都道府県の農業試験場で堆肥の連用試験を行っていたわけですが、その中か

ら17点のデータを数が少ないのですけれども整理しまして、化学肥料のみの対象区と堆肥

を一定量毎年投入し続けた圃場との比較の分析によりまして、水田で１トン、あるいは畑

で 1.5トンの堆肥を投入し続けると、毎年 200万炭素トン程度の炭素貯留ができるのでは

ないかという試算を出したわけです。17点とデータの数も少ないですので、これをさらに

少し点数をふやしまして、また、メタンの発生が増加するということもありますので、そ

の辺も考慮して、データとして科学的に耐え得るものになるよう、今、精査しているとこ

ろでございます。12月に検討会を再度開きまして、専門家の皆さんに検証していただきた
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いと思っているところでございます。 

○林座長  ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。では、佐々木陽悦委

員、どうぞ。 

○佐々木（陽）委員  当面のことで、宮城だけでなくて、この間、東北６県の生産者の

人たちが集まったら農地・水問題が出まして、というのは、日本農業新聞さんが、あれは

東北だけかもしれないですけれども、東北６県の中で拡大する自治体、このままふやさな

い自治体というのを分けて出したのです。それがいっぱい話題になって、何か県の議員さ

ん方にもいろいろなご意見というような話だったのです。この普及・定着をどうするのか

ということが、地方自治体の判断とかいろいろあると思うのですけれども、中には県の補

助金分を市が肩がわりするから、ふやさせたいという意見もあるということもあったり、

６県の中でいろいろな議論がされているのです。これをうまく普及・拡大するような方向

での指導をぜひお願いしたいと思っています。 

 広げようというときに、何とか。例えば１階部分の若干のお金が弾力的に、 4,000台で

なくても、広げるためには自治体の判断でもっと下げてもいいよとか、場合によっては１

階部分ではなくて２階部分の拡大をしたいのであれば、それは各自治体で判断してやりな

さいとか、そのように弾力的にして、とにかく広げる、普及させるということを抑えてし

まわないような方向をひとつお願いしたいと思っています。この辺だけ、具体的なことで

今いっぱい話題になっていますので、お願いできればと思っています。 

○林座長  はい。 

○齋藤農村振興局企画部長  農地・水・環境保全向上対策を今年度から本格的に進めて

います。佐々木委員がおっしゃったように、やはり地方自治体の負担という問題がござい

ます。この事業は、国が交付金を出して、県、市町村が単独事業であわせて地域共同活動

するという仕組みになっております。私どもは、交付税措置が必要だということで、地方

負担の２分の１については普通交付税、残りの分について県は２分の１，市町村は３分の

１について特別交付税の措置をするというようにしております。これも、県とか市町村の

方々にも十分説明をしているところでございます。県によっては、いろいろなご判断があ

るようですが、私ども非常に重要な施策だと思っておりますので、県とか市町村の方にも

本来の事業の趣旨とか、地方財政措置もこのように講じられていますよといったことを再

度十分よく説明していきたい、このように思っております。 

○林座長  ありがとうございました。岡本委員、どうぞ。 



 

20

○岡本委員  たびたび済みません。今、マスコミの話が出ましたけれども、私も、これ

だけ多くの一般の新聞にこの記事が載ったというのは、ある意味、すごくいいタイミング

ではないかと思うのです。ですので、今、知見の集約中だとお伺いして、それもわかりま

すけれども、これだけ話題になったときに、ぽっと何か出せるような、質問に対して答え

られるようなことを用意すると、すごく広がりやすいかなと思います。本当にタイミング

が大事なときもありますので、ぜひお考えいただけたらなと思います。 

○林座長  ありがとうございました。先ほどの合同会議でも、とてもいい政策がつまず

かないようにというか、おくれないように、やわらかい制度設計にしていただきたいとい

う意見が出ていましたけれども、ぜひそれを進めていただきたいのと、本当にいいチャン

スですので、この間の記者の方に対する説明のような形で、どんどんこのことについて広

めていただければと思います。 

 ただ、科学的な裏づけをきちっととっていくということも一方で非常に重要ですので、

これはこれで進めていただくということになるかと思いますが。 

 ほかによろしいでしょうか。では、佐々木晨二委員。 

○佐々木（晨）委員  これは本日のメインテーマと関係ないかもしれませんけれども、

資料１の13ページ。私が余りよく理解していないということもあるのですけれども、2005

年度の排出量 2,700万ＣＯ２トンと。この52％が家畜関係なのです。例の京都議定書で 1

2.何％削減というのは１億 6,000万炭素トンですか。そうすると、最初の合同部会のとき

もずっと悩んでいたのですけれども、マクロで、あるいは定量的にみて、12年まで何の施

策で何％削減し、12年から10ヵ年で例えば何の施策でどのぐらいという青図といいますか、

私の理解不足もありまして、はっきりわからない。 

 それから、家畜関係というか、畜産業をやっていらっしゃる方が委員の中にいらっしゃ

らないのがちょっと気になってしようがないのです。これだけのインパクトがある、排出

形態の中のウエートを５割以上占めているという中で、合同部会でも林業、漁業、農業関

係の方はいらっしゃる、学識経験者の方もいらっしゃるけれども、畜産関係の方がいらっ

しゃらない。どこかに入ると、ここだと思うのですけれども、そういうことも少しご検討

いただいたほうが、もっとよりよい意見が出るのではないかと思いましたので、ちょっと

申し上げました。 

○林座長  これについてお答えいただけますか。 

○西郷環境バイオマス政策課長  確かにおっしゃるとおり、家畜関係も地球温暖化には
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密接な関わりがあると思います。委員の構成につきまして、確かにご指摘がありますので

あれですけれども、家畜の問題につきましては、また資料を用意するなり、温室効果ガス

の排出がどのようになっているのかとか、対策がどうなっているのかにつきましては、き

ちんとご説明を申し上げたいと思います。 

 それから、家畜の排せつ物の問題などにつきましては、堆肥として農業で利用していく

ときに重要な有機物になってくるということもございます。そういった観点からもこれを

どのように評価していくかということも考えなければならないということだと思います。

この他にも、林業や水産業と農業とのお互いの連携と申しますか、そういった対応という

絵を描いていくようなかたちで、いろいろご議論をいただければと思っております。 

 データにつきましては、次回ご説明できるようにきちんと対応していきたいと思ってお

ります。 

○佐々木（晨）委員  園芸生産に有効な、最初のあれでありましたが、予算で 5,800万

というのがついていましたよね。だから、有効活用という視点だけではなくて、そのもの

を減らすという発想の議論がないというのが、少し違うのではないかという印象が非常に

強いのです。そういうこともあって申し上げました。 

○西郷環境バイオマス政策課長  その辺も含めまして、また次回ご説明申し上げたいと

思います。 

○林座長  そうですね。次回にそれ、ちょっと資料をいただければ。それから、これは

新しいのですけれども、なかなか簡単にはいかないと思いますので、一応、私、畜産学を

専攻しておりますから、もしご説明するときがあればご説明いたしますので、そういうこ

とで勘弁していただければと思います。 

 ほかによろしいですか。お答えいただくことも大体お答えいただけましたので、しかも、

後からご説明あると思いますけれども、この委員会は次回、もう３週間後に行われる予定

ですので、一応きょうの論議はここまでということにして、白須事務次官からお言葉をい

ただきたいと思います。 

○白須事務次官  事務次官の白須でございます。本日、委員の皆様方からは大変に幅広

い貴重なご意見をいただきまして、また大変お忙しい中ご出席をいただきまして、大変あ

りがとうございました。まさにこの地球温暖化問題、一番の取り組むべき喫緊の課題であ

ると思っておりまして、今いろいろお話しございました、一番ホットな、最先端の課題で

あり、議論であったのではないかと私も思っております。 
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 特に委員の皆さん方からお話しございましたように、温室効果ガスを削減対策と同時に、

吸収源対策、大変重要であるといったようなことで、その中でも本日いろいろご議論いた

だきました農地土壌のＣＯ２の吸収のメカニズム、あるいは吸収源対策としての農地土壌

の問題。資料も一部まだまだあれでございますが、一般の方にもおわかりいただきやすい

ような、そういう資料を私どもも工夫した次第でございますし、この資料ももっと改良し

てまいりたいと考えております。 

 また、この話が当然、農業のあり方自体にもかかわってまいりますし、あるいは生産の

みならず流通なり消費なり、そういったところにもかかわってくる問題であると私どもも

思っております。また、最終的には、お話のとおり、やはりこれは効果測定の問題であり、

あるいはコストパフォーマンスの問題であり、さらにそれに対する支援なり負担の問題に

つながってくる、そのように私どもも考えているわけでございます。 

 いずれにしても、お話のとおり、これはポスト京都議定書、次期枠組みづくりにかかわ

ってくる大変重要な問題でございますので、本日のみならず、先生方からいただいたご意

見を十分参考にさせていただきまして、国際的な議論に耐え得るようなしっかりとした検

討をいたしまして、ポスト京都議定書に向けて私どもも努力してまいりたい。先生方から

引き続きましてご指導いただきたいというように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。きょうはどうもありがとうございました。 

○林座長  ありがとうございました。 

○西郷環境バイオマス政策課長  どうもありがとうございます。次回でございますけれ

ども、12月19日水曜日、午後１時からを予定させていただいております。よろしくお願い

申し上げます。 

○林座長  本日はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


