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○西郷環境バイオマス政策課長  定刻となりましたので、ただいまから第１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。それでは、今

村副大臣からご挨拶をよろしくお願いいたします。 

○今村農林水産副大臣  皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました農林水産副

大臣の今村雅弘でございます。 

 皆様方には、いろいろな形でご指導いただき、また、お世話になっているところでござ

います。そして、このたびは新しいエネルギーをどのように生み出していくかということ

の中で、またお力添えを賜りたいと思っているところでございます。 

 今、いろいろな課題が国政の中にもございますが、福田内閣でも、今回取り組むこのテ

ーマにつきましては、ぜひ力を入れて頑張ってくれという激励もいただいているところで

ございまして、農業の分野でも、自然のエネルギーをどのように使っていくか、また、生

み出していくかということは非常に大きなこれからの国策でもあるわけでございます。 

 私たちもいろいろなところで、農業あるいは工業、そしてまたいろいろな分野と連携を

とりながらしっかりと進めてまいりたいと思っておりますので、先生方のお力添えを賜り

たいと心からお願い申し上げる次第でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○西郷環境バイオマス政策課長  それでは、配付資料の確認をさせていただきます。ま

ず、名簿がございます。そして、議事次第の次に資料一覧がございます。 

 資料１「農地土壌の二酸化炭素吸収機能に関する知見の集約について」、資料２「農業

分野における地球環境問題への取組について」、資料３「農林水産省地球温暖化対策総合

戦略の推進状況について」――これは予算の話でございます。資料４「地球温暖化の国際

交渉をめぐる情勢について」、そして、資料５「今後の検討スケジュール（案）」でござい

ます。 

 参考といたしまして、参考資料１「地球環境問題への対応の強化について」、参考資料

２「食料・農業・農村政策審議会企画部会における地球環境小委員会の設置について」、

参考資料３「エネルギー安全保障と気候変動に関する主要経済国会合――概要と評価」で

ございます。 

 もし不足がございますれば、お申しつけくださいませ。 

 参考資料１と２でございますが、この小委員会につきましては、先般行われました食料

・農業・農村審議会の企画部会におきまして設置が決まっております。そして、農業関係

における地球環境問題について審議をしていただくことになっております。 
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 参考資料２をみていただきますと、「小委員会の審議は、部会長が指名する委員及び専

門委員が行う」ということでございます。 

 また、「小委員会に座長を置き、部会長が委員、専門委員のうちからあらかじめ指名し

た者をもって充てる」ということで、今、座長席にお座りございますが、林良博先生がこ

の小委員会の座長ということで指名されております。 

 それから、「小委員会の庶務は、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課において処

理する」となっております。私、環境バイオマス政策課長の西郷と申しますが、がさせて

いただくことになってございます。よろしくお願い申し上げます。 

 それから、本日は、寺島委員、林陽生委員が所用によりご欠席とのご連絡をいただいて

おります。 

 この会議は公開で行われることとなっております。ですので、一般公募によって傍聴者

の方もおみえになっております。また、会議資料、議事録等につきましても原則公開とな

ってございますので、よろしくお願いしたいと存じます。 

 先ほどご説明させていただきましたとおり、この小委員会につきましては、去る９月７

日の同審議会の企画部会において設置が決定されまして、今日が第１回目でございます。 

 それでは、先ほどご紹介いたしましたが、林良博委員が座長に指名されておりますので、

まず、座長からごあいさつをいただければと存じます。 

○林座長  本日はお忙しい中を多くの委員の方にご参集いただき、御礼申し上げます。 

環境省に設けられております中央環境審議会に地球環境部会という部会がありまして、そ

こでは現在、１週間に１回ずつ会議をやっておりまして、そこでありとあらゆる分野の人

たちの代表の意見を聞きながら、私たちと志を同じくするものですが、地球環境に対して、

特に京都議定書の国際公約を日本がいかに守れるかということでこの部会をやっているわ

けでありまして、昨日は、農林水産業について聞きたいということで、私は行ってまいり

ました。 

 私は、立場として、東京大学の教授ということではなく、食料・農業・農村政策審議会

の人間として、そこで今話されていること、今考えられていること、そして農林水産省が

私の目からみた場合、取り組んでおられることを説明申し上げたいと、最初にそれを申し

上げて発表したわけでありますが、30分間のプレゼンテーションの後、９名の委員から質

問が25分間にわたってありましたので、私は５分しか答えることができなかったのですが、

多くの委員は非常に好意的といいますか、むしろ農林水産業に大変期待しているというス
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タンスから質問されておられましたので、事務局と打ち合わせながらすぐさまそれに答え

たいと今思っておりますが、本日のこの小委員会が、農林水産業が中心となる施策の中で、

地球環境問題をどう改善していくかということに大変貢献するのではないかと思っており

ますので、どうぞ忌憚のない活発な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  ありがとうございました。 

 以後の議事進行につきましては、林座長からお願いいたしたいと存じます。 

 それでは、座長、お願いいたします。 

○林座長  それでは、議事次第に従って進行してまいりたいと思います。 

 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  それでは、本日は第１回目でございますので、この小

委員会で議論する事項について、情報を共有するという趣旨で資料を用意させていただき

ました。 

 まず、資料１をごらんください。この資料は、「農地土壌の二酸化炭素吸収機能に関す

る知見の集約について」と書いてございますが、この小委員会の設置が決まった後に、農

林水産省で食料・農業・農村基本法の推進本部という、施策の推進について大枠を決めて

いく省内の会議がございますが、そこで決定がされたものでございます。 

 この地球環境小委員会は、特に農業に関する地球環境問題といったことにつきましては

すべて議論をしていただくことになっているわけでございますが、特に、農地土壌と二酸

化炭素の関係、炭素との関係についてご議論をしていただこうと思ってございます。 

 趣旨のところにございますが、これは釈迦に説法になりますけれど、喫緊の課題になっ

ている温暖化対策について、農業も貢献しなければいけないということでございます。 

 その中で、「一方」というところでございますが、農地は適切な農法でもって管理する

と、土壌中に炭素を増加させることができるのではないかという説がございます。これは

多くの国々がいろいろな例をつけて実証しているところであり、今のところはまだ、議定

書上、これを吸収源としてカウントする国はあらわれておりませんけれども、そういった

ことが可能性としてあるだろうということがいわれているところでございます。 

 特に、アメリカにおいては、農業法というものを何年かに１度つくりまして農業支援を

するのでございますが、その中で環境保全型の農法をとっている農家にはある程度支援を

しようじゃないかというスキームがございます。その中で、農地土壌に二酸化炭素を吸収

させる農法をとった農家には支援をしていこうじゃないかということを盛り込んでいくと
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いう動きがあるということでございます。 

 こうした中、アメリカの農家だけそういったことが評価され、日本の農家で同じことを

しても評価されないというのでは困りますし、実際の炭素の動態を明らかにする必要もご

ざいますので、知見の集約を行うべきであるということでございます。 

 スケジュールでございますが、２枚目にざっとまとめてございます。 

 環境を保全するための農業政策、あるいは農業が環境に悪影響を及ぼさないための政策

の概要、温暖化交渉はこれからどうなるのだろうかとか、既に先行している国の制度。そ

れから、支払いだけに特定するわけではございませんが、支援制度についてどのような議

論になっているのだろうかと。それから、二酸化炭素を吸収させられる農法を日本ではど

のように推進するべきだろうかと。そういったことについてご議論をいただければと思っ

ております。 

 そして、１枚目に戻っていただきますが、来年の２月ごろには、最終的なとりまとめに

はならないと思いますけれども、中間のとりまとめをしていただいて、できれば農政に反

映していきたいと考えているところでございます。 

 それでは、資料２をみていただきたいと存じます。 

 農業分野における地球環境問題への取り組みについて、現況がどうなっているかにつき

ましてご説明申し上げます。 

 目次をみていただきたいと思います。まず、今年６月に策定した温暖化対策総合戦略の

概要と、バイオマス問題、生物多様性につきまして、ざっとご説明申し上げます。 

 １ページでございます。農林水産省における環境政策の取り組みについてです。農林水

産省は当然、農林水産業の振興、あるいは食料の安定供給といったことが宿題なのでござ

いますが、最近は、食の安全もそうでございますけれど、農林水産行政を進める上で重要

な、横ぐし的な要素になっているところで、大きな２本の柱になってきてございます。 

 上の四角の右をみていただきますと、このように省を挙げて行う政策を講じているとい

う省内合意を次々としてきているところでございます。 

 下の四角をみていただきますと、今後の展開方向でございますが、環境とのかかわりは

いっぱいございますけれど、バイオマス、地球温暖化対策、生物多様性の保全といったこ

とを中心にドライブをかけていくということでございます。もちろんこれだけではござい

ませんで、化学物質の管理であるとか、色々な環境問題がございますが、これらを一生懸

命やっていくということになってございます。 
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 ２ページでございます。温室効果ガスについてでございます。これはオールジャパンの

話で、よく出てくる表でございますけれど、左下をみていただきますと、京都議定書上の

約束でありますが、基準年の1990年から、右の四角でございますが、2008～2012年、来年

がもう既に第１約束期間に入ってくるわけでございます。その５年間を平均した場合に、

90年比で６％の温室効果ガスの排出を減らするのが我が国の目標になってございますが、

2005年をみてみますと、逆に排出量がふえているという状況でございます。 

 そこで、政府は温室効果ガス排出削減を一生懸命やらなければいけないということで、

ピンクの四角に書いてございますが、2005年比で13.8％減らす必要があるということにな

っているわけでございます。右にございますが、ガスの種類によっては排出量が減ってい

るものもございますけれど、これはみておいていただければと思います。 

 ３ページでございます。その中で、農林水産業あるいは食品製造業がどうなっているか

をみますと、農林水産業で発生するのは、普通に炭素を燃やすというよりは、例えば、肥

料をまいて農地から出ていく亜酸化窒素ですとか、家畜の排せつ物から出てくるメタン、

水田から出てくるメタンですとか、そういった非エネルギー系のものがございますが、こ

こういうものを足しますと、全体の排出の３％ぐらいになるのかなということでございま

す。それから、普通の産業と同じように、エネルギーとしていろいろなものを燃やしたり、

エネルギー投入するのが１％ぐらいありますので、４％ぐらいが農林水産業に起因するも

のではないかと思っているところでございます。 

 ただ、右のグラフをみていただきますと、農林水産業に起因する温室効果ガスの排出量

は少しずつ減ってきております。それならいいじゃないかという説もありますが、これは

逆にいうと、農林水産業そのものの活動量が落ちてきているということもあって、決して

エネルギー効率がよくなっているというわけではないので、やはりしっかりとした対策を

とらなければいけないのではないかということでございます。 

 ４ページでございます。温暖化が本当に進行しているのか否かについては議論の余地も

あるようでございますが、農林漁業の場合は明らかに高温障害がふえてきております。こ

こに幾つかの例を挙げてございます。 

 水稲の例では、登熟期の平均気温が27℃を上回ってしまうと白未熟粒が発生してしまう

とか、これは特に九州でふえております。 

 それから、果樹の例でございますが、みかんが日焼けしてしまうとか、皮が浮いてしま

うといったことも高温障害として認められております。 
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 あるいは、ブドウでございますが、これは色づきが悪いといったことが起きて、まだ甘

くないのではないかと思ってしまうようなことがあるわけでございます。こういった着色

不良といったことがございます。 

 これ以外にも高温障害の例はたくさんございますので、何らかの適応策が必要になって

きているという状況があるわけでございます。 

 そこで、５ページでございますが、農林水産省では、農林水産省での地球温暖化対策の

総合戦略というものをこの６月に策定してございます。それは大きく３つに分けておりま

す。 

 １つ目は、下の左側でございますが、温暖化防止対策でございます。農林水産省で一番

大きい防止対策は、きょうの委員会の直接の議題ではございませんが、森林吸収源対策で

６％中の 3.8％を賄おうというわけでございます。あとは、バイオマスや食品産業等の環

境自主行動計画、あるいは農業・漁場での省エネといったことでございます。 

 ２つ目は、地球温暖化適応策でございます。先ほどご説明しましたように、温暖化の影

響は農林水産業に忍び寄ってきております。農業は気候の変化の影響を受けてしまうので、

農法で対応できるものはどうなのかといったことや、長い目でみて高温にも強い品種をつ

くろうといったこととか、温暖化による影響予測をきちんとやっていこうということでご

ざいます。 

 ３つ目は、日本でだけ一生懸命やっていても、温暖化が進行してしまえばどうしようも

ないということで、国際協力をしていかなければいけないということでございます。今の

ところは森林関係が中心でございまして、違法伐採をしないような仕組みについての協力

などに力を割いているということでございます。 

 ６ページでございます。温暖化に関連しまして、最近よく議論されてきておりますバイ

オマスについての取り組み状況についてご説明申し上げます。 

 バイオマスは、廃棄物系、未利用バイオマス、資源作物の３つに分けられますが、特に

日本では廃棄物系のバイオマスについては、利用の仕方はいろいろございますけれど、あ

る程度利用が進んできているということがございます。それから、アメリカやブラジルな

どの大きな国では既に燃料用の作物の作付が非常にふえております。また、未利用バイオ

マスとして稲わらや麦わらや間伐材などがございますが、これがたくさんあるのに使われ

ていないということがございます。我が国としては、この未利用バイオマスを何とか使え

るようにしていこうということで、いろいろ戦略的なアプローチをしているところでござ
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います。と申しますのは、我が国のように食料自給率が低いところで、一丁目一番地のよ

うな農地に燃料作物を植えつけていくというわけにはいかないので、食料生産あるいは供

給と競合しない形でのバイオマスの開発が必要であろうということでございます。 

 ７ページでございます。カーボンニュートラルということでございます。なぜ温暖化対

策の中にバイオマスかということですが、バイオマス由来の炭素というのは、バイオマス

で燃やせば大気中に出ていくわけでございますが、細菌植物が固定したということで、こ

の絵にあるようにぐるぐると循環しているので、議定書上の扱いとして、これを燃やした

部分は排出としてカウントしなくてもいいことになってございますので、各国、一生懸命

これに取り組んでいるということでございます。 

 ８ページでございます。とはいえ、燃やしてもカウントされないのだから、どんどんバ

イオマスを推進すればいいじゃないかという話もありますが、例えば、バイオエタノール

の製造工程を出しておりますけれど、バイオマス燃料をつくるに当たってたくさんエネル

ギーを使い過ぎたのでは元も子もないということがございますので、製造工程におきまし

て、どの程度のエネルギー投入をしているのかといったことについて、きちんと把握した

上でやっていかなければいけないということでございます。 

 ちょっと脱線いたしますと、例えば国際的な議論では、多くの国で一生懸命バイオ燃料

作物を作付しているのでございますが、そのために森林を切り開いているということの指

摘もないわけではございません。それは本末転倒だろうということでございますので、Ｌ

ＣＡ（ライフ・サイクル・アセスメント）評価につきましては、国際的なやり方につきま

しても調節は必要ですが、我が国ではこういうものを一生懸命開発していかなければいけ

ないと思っているところでございます。 

 ９ページは、では、バイオエタノールというのはどうやってつくるのということでござ

います。要するにお酒と似たようなものでございまして、基本的には糖分を発酵させると

いうことでございます。それを蒸留、脱水していくわけでございますが、糖分にするまで

にどうするのかという点がいろいろございまして、一番簡単なのは、最初から砂糖が入っ

ているサトウキビとテンサイのようなもの、あるいはコメやトウモロコシや麦――これは

１回糖化するという作業が必要です。一番難しいのは、今やっているセルロース系の原料

というところで、これがなかなかうまくいかないということでございます。これは今は力

ずくで化学分解などをするのが普通なのですが、まともにこれをやってまいりますと、廃

硫酸とか廃アルカリなどがたくさん出てきてしまうということもございますので、何とか



 

8

生物的にできないかといったことで、世界中で開発競争がされているところでございます。 

 次に、10ページでございます。バイオエタノールの生産コストでございますが、ご覧に

なっていただきますとすぐわかりますように、左側がガソリンでございますけれど、ガソ

リンも大分価格が上がってきておりますが、ガソリンにはいつも税がかかっているわけで

すけれど、それが無ければ１リッター当たり70円程度で売られているということでござい

ます。 

 また、ブラジルから仮に燃料エタノールをサトウキビからつくってもってくると、港に

着いたところで76～77円で来るということでございます。また、サトウキビの廃棄物を使

ったものはこのぐらいでできるかなと。規格外の小麦についてもこの程度かなと。しかし、

食用のものを計算してみますと、非常に高くついてしまって、今のままではなかなか太刀

打ちできないという状況でございます。 

 11ページでございます。各国がバイオエタノール導入にどのようなインセンティブを講

じているかをみてみますと、赤い字で書いてありますが、基本的に税制の優遇措置をして

おります。あるいは、ブラジル、アメリカの一部の州では使用を義務化しているところも

ございます。 

 導入方法については、直接混合とＥＴＢＥというのがございますが、直接混合というの

はガソリンにアルコールをまぜるということでございます。ＥＴＢＥというのは、一番下

に書いてございますが、エチル・ターシャリー・ブチル・エーテルということでございま

すけれど、石油精製の過程で出てくるイソブテンというものとバイオエタノールをまぜて

つくるというガソリンの添加剤でございます。これにアルコールを使えばいいじゃないか

という考え方もあるということでございますけれど、今、日本では両方が実験されている

段階でございます。 

 12ページでございます。バイオ燃料の生産拡大について、政府でやっていこうというロ

ードマップをがございまして、今のところ年30キロリットルぐらいしか生産していなくて、

ほとんどなきに等しいというところでございますが、2011年までには５万キロリットルと、

これは規格外の農作物なり何なりを使ってやっていけばできるのではないかということで

ございます。それから、これは農水省が主張しているわけでございますが、技術開発とし

て①～③と書いてございますけれど、収集・運搬、資源作物の開発、エタノール変換効率

の向上といったことがうまくいけば、賦存量からみて、2030年には 600万キロリットルぐ

らいは生産できるのではないかと試算されております。 
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 ちなみに、 600万キロリットルと申しますと、日本で今使っているガソリンが 6,000万

キロリットルですから、それの10分の１になるので、Ｅ10というものにちょうど入ること

になります。ただ、もっとすごい勢いでバイオ燃料の生産拡大を進めている国もございま

す。 

 では、どのように生産拡大を進めていくのだということでございますが、13ページをみ

ていただきますと、2011年の５万キロリットルにつきまして、幾つか実証の事業を始めて

いるところでございます。下の左側の日本地図ですが、バイオエタノールの事業を19年度

に３地区ほど実証しようということで始めてございます。北海道に２つ、新潟に１つでご

ざいます。これをあわせまして動き出しますと、稼働時期は21年４月ごろでございますが、

なるべく早く稼働させたいと思っておりますけれど、 3.1万キロリットルほどは生産でき

るだろうということでございます。 

 バイオディーゼルにつきましても、テストを進めております。 

 次に、14ページ、資源作物の多収量米の利用についてでございます。おコメがたくさん

できれば当然生産効率がよくなるということで、新潟の実証事業ではこの多収量米を使お

うということで計画をしてございます。 

 15ページでございますが、これは環境とは離れる話かもしれませんけれど、バイオ燃料

の推進につきましてなぜ農林省が一生懸命やっているかということでございますが、農業

の新しい可能性として、真ん中の青い線の中にございますが、食べ物だけではなく、エネ

ルギーなりマテリアルの原料を農業はこれから生産していくという、農業あるいは地域の

活性化に資していくのではないかということで、一生懸命やっているということでござい

ます。 

 16ページでございます。バイオマスは少しずつ注目されてきましたけれど、日本全国あ

ちこち参りますと、まだまだ取り組みは少ない状況でございますが、場所によってどのよ

うなバイオマスがあるかは千差万別でございますので、地域の皆様方に考えていただこう

ということで、バイオマスタウンというものを今あちこちでつくっていただくようやって

おります。この目標としては、22年度末までに 300市町村――これは全市町村の６分の１

の計算になりますが、このぐらいやっていただければ、大体どこかではやっている、自分

の近くでもやっているのを聞いたことがあるということになると思います。そして、現在、

 102市町村が公表されているところでございます。 

 右側にその例がいろいろございますけれど、千差万別でございます。堆肥をつくるとか、
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プラスチックをつくるというところもございます。あるいは、木質ペレットで燃料にする

といったところもございますが、いろいろな取り組みが現在されているところでございま

す。 

 17ページでございます。次に、生物多様性についてご説明申し上げます。生物多様性に

ついては、生物多様性条約といったものが、気候変動枠組条約と同じ時期にできました。

これは、生物とうまく共生しなければいけないし、生物種の急速な減少により様々な問題

が生じてしまいますので、生物多様性は保全しなければいけないということでございます。

 真ん中に生物多様性の現状というのがございますけれど、条約事務局では幾つか指標を

つくりまして、保護されている森林の面積はどう推移しているかとか、絶滅危惧種はどう

なっているかとか、そういった指標が15ぐらいございますが、世界中で12の指標が悪化し

ているということが言われております。 

 それで、各国に生物多様性保全のための戦略を立てなさいということをうたっておりま

して、我が国でも戦略を立てているわけでございます。今年がその生物多様性の国家戦略

の見直しの年に当たっておりまして、農水省といたしましても、19ページをみていただき

ますと、生物多様性の戦略というものを立てまして、この国家戦略に反映させていこうと

しているところでございます。この国家戦略につきましてはもうすぐでき上がるというこ

とでございますが、ここに掲げてございます農水省の生物多様性戦略がほぼ反映されてい

るということでございます。 

 この考え方でございますが、いっとき、農林水産業というのは基本的には生物多様性を

圧迫しているものであるという考え方が非常に強かったですし、現にそういうこともあっ

たわけでございますが、生物多様性を農林水産業を適切に行うことによって保全していこ

う、あるいは豊かにしていこうという考え方でございます。ですので、いやしくも農林水

産業があるので生物多様性が損なわれてしまうということが起きないようにと、そういう

思いの詰まっている戦略でございます。 

 以上が農業分野の取り組みということでご説明申し上げました。 

 資料が多くて恐縮でございますが、次に、資料３でございます。では、この戦略をどう

やって推進していくのかということについて、予算、税制の面でご説明したいと思います。

これは平成20年度要求にどう反映されているかというのをみていただければ端的にご理解

いただけるかと思いまして、用意いたしました。 

 まず、地球温暖化対策でございますが、これは先ほど申しましたように、温暖化の防止
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策、適応策、国際協力に分けた形で実現していくという整理をしてございます。 

 一番大きいのは、当然のことながら森林吸収源対策でございますが、きょうは農業の話

でございますので、省略をさせていただきます。 

 ２ページでございます。バイオマスの話が下にございますが、地域におけるバイオマス

の利用についていろいろ考えていただいたりする予算であるとか、先ほど申しました未利

用の稲わらなどを使うセルロース系につきまして実証していこうという、かなり大胆な政

策をしていくこととしております。 

 それから、割りばしですが、これは日本全体で１年に２億ぜん近く出てくるのだそうで

すが、これを何とか有効に燃料なり何なりに使えないかとか、農業機械にバイオディーゼ

ルを入れられないかとか、そういったことを考えております。 

 それから、４ページでございますが、今回からご検討いただければと思いますけれど、

土壌由来の温室効果ガスの発生抑制システム構築という、非常に長い名前でございますけ

れど、どのようにしたらうまく土壌が炭素を大きく排出しないで、あるいはため込めるよ

うなことができていくのかといったことについて調べる、そういう事業についてもやって

いくことになってございます。 

 その他、研究開発の予算などでございます。 

 ５ページでございます。適応策でございますが、この戦略をつくるために、どのような

障害が起きているかといったことにつきましてざっと調べ、適応策レポートというものを

つくりました。それについて情報を普及したりしていくということで、農業技術等の実証

普及をしていく予算でございますとか、あるいは施設でございますが、これが温暖化の影

響で今のままでいいかどうかといったことで、水利施設などを調査していく事業などがご

ざいます。 

 それから、国際協力は森林の違法伐採関係でございますので、農業関係は残念ながらま

だできていないのでございますが、今後検討したいと考えております。 

 次に、税制改正でございます。 

 １つ目は、環境税の議論がずっと続いておりますので、今年もきちんと議論をしていき

たいと考えております。 

 次に、バイオ燃料でございますが、先ほど、ガソリン税が１リッター当たり幾らかかっ

ているということを申しましたが、各国の事情をみましても、アルコールについては減免

措置がございますので、バイオエタノールの混合ガソリン、またはバイオディーゼルオイ
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ルにつきましても税の軽減措置を要求しているところです。それから、バイオ燃料を生産

する施設についての所得税・法人税その他固定資産税を含めた減免措置を要求していると

いったところで、一生懸命戦略を実現化しようとしているところでございます。 

 次に、資料４でございます。これは、今後、例えば日本の農業が地球環境保全に資する

ように、あるいはそういったことを評価できるようにしていくためには、ほかの国と同じ

カウント方法ですとかフレームをしていかなければいけないので、こちらについても若干

触れておかなければいけないということで用意した資料でございます。 

 おさらいになりますが、２ページをごらんいただきますと、地球温暖化の仕組みでござ

いますが、これも釈迦に説法になりますけれど、温室効果ガスの濃度が高くなると熱が逃

げられなくなってきて、どんどん温暖化が進んでいくという仕組みだということでござい

ます。 

 これはいつごろから認識されて議論されてきたかと申しますと、３ページでございます

が、80年代からいろいろ議論されておりますけれど、1985年、オーストリアのフィラハと

いう町に科学者が集まって、温暖化対策の必要性を最初に宣言したということでございま

す。 

 その後ずっとございますが、88年には、この間のノーベル賞で有名になりましたけれど、

ＩＰＣＣが設置されて、いろいろな知見を組織的に集めております。 

 そして、92年には、気候変動枠組条約がリオサミットの間に記帳が許されて、 155カ国

が署名したということがございまして、94年に50カ国が批准したので、その90日後に発効

してございます。 

  そして、97年に、ＣＯＰ３とよくいわれるものですが、これで京都議定書ができ上がっ

てございます。 

 ４ページでございます。その後ずっと京都議定書は苦難の道を歩いたわけでございます

が、2001年に京都議定書の運用ルールが合意されまして、2002年に我が国も批准し、2005

年に京都議定書が発効しております。この発効条件は、条約の加盟国の55カ国以上、そし

て、附属書Ⅰ国といいますが、削減義務のある国の排出量を足していって、全体の排出量

の55％以上となったときに発効するということでずっとやってきたのですが、アメリカな

どが離脱したので発効が危ぶまれたのですけれど、何とか2005年に発効しているというこ

とでございます。 

 その後いろいろございましたが、来年、北海道の洞爺湖で我が国がホストをするサミッ
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トがございますが、そのときの主要議題に多分この温暖化の話がなってくるということで

ございます。 

 ５ページでございます。条約の概要でございまして、附属書Ⅰというのが39カ国ござい

まして、日本も入っておりますが、これが削減義務のある国ということでございます。そ

うではない国で大きな国として、中国、インド、ブラジルなどは、排出量は大きいのだけ

れど、いわゆる途上国ということで削減義務のない国があって、これがいつも対立の構造

になっていて、アメリカなどはこういう国が削減義務を負わない限りやる意味がないとい

っておりますし、途上国からすれば、最初に二酸化炭素を大量に排出したのは先進国だと、

こういった議論が続いているということでございます。 

 ６ページでございます。京都議定書でございますが、京都議定書は1990年を基準年にし

たということと、第１約束期間が来年から５年間ということで、主な国として、日本、ア

メリカ、ＥＵでは排出削減量を６・７・８％と決めたのですが、アメリカは既に外れてお

ります。 

 対象のガスは、温室効果ガスはたくさんございますが、そこに書いてある６つのガスと

なってございます。農業に限りますと、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素でございます。 

 そして、吸収源の仕組みなども入っております。 

 ７ページは、吸収源でございます。これは少し込み入った議論になりますが、８ページ

をみていただきますと、森林について、直接農業とは関係ありませんけれど、今どうなっ

ているかを簡単に申し上げますと、新規植林と再植林という数え方と、森林を管理したと

きの数え方とあるわけでございます。足して申しますと、グロスネットといいますが、基

準年では吸収量を算入せずに、約束期間化にどのぐらい吸ったかについてはかるというの

が森林系のところでございます。 

 森林の場合は、ずっと昔から蓄積しておりますので、約束期間中に木をどんどん切って

しまうと、基準年以前に排出したものもすべて排出と数えられてしまいますので、そうい

う独特の措置をしております。合意に至るには非常に長い時間がかかったのですが、現在

のルールではこういう扱いでございます。 

 一方、農地は今の議定書ではどうなっているかと申しますと、９ページをみていただき

ますと、基準年においても排出量と吸収量を両方計算して、そして第１約束期間の５年間

の平均の吸収量と排出量を比べるというやり方になっておりまして、森林とは違う扱いに

なっております。 
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 10ページでございます。実際に我が国ではどう対応しているかといいますと、吸収源に

つきましては第１約束期間では選べることになっておりまして、「森林経営」と「植生の

回復」を選択しておりまして、農地や放牧地については選択をしないということになって

ございます。農地について吸収源として選択している国は４つだけでございまして、そこ

に書いてあるヨーロッパの３カ国とカナダだけでございます。 

 11ページにつきましては、先ほどご説明したことが多いので、省略させていただきます。 

 12ページでございます。我が国におきましては土壌は大切な農業資源でございますので、

温暖化防止という観点ではないのですが、地力を増進しようということでいろいろな政策

が進められてきております。地力増進基本指針というものがございまして、水田であれば

10アール当たり１～ 1.5トン、普通畑であれば 1.5～３トン、たいきゅう肥をまきなさい

ということを定めております。 

 たいきゅう肥の中身というのは有機物でございますので当然炭素が含まれているわけで

ございますので、この挙動がどうなっているのだろうかといったことが今回の課題となっ

ているわけでございます。 

 次に、13ページ、水田土壌の現況でございます。必ずしも堆肥の施用が指針どおりには

なっていなくて、グラフがございますが、堆肥の施用量は減る傾向にあるということでご

ざいます。それから、水田土壌の有機物の含有率もだんだん下がってきているということ

もいわれております。一方、稲わらのすき込みは増えてきている状況でございます。 

 14ページでございます。普通畑土壌の現状でございますが、これも水田と基本的には同

様でございまして、有機物の投入量は少しずつ減ってきているという状況でございます。 

 それでは、今後、国際枠組みはどうなっていくかについて参考までに申し上げます。 

 16ページでございます。時間の関係で少し省略いたしますが、京都議定書の中に、2012

年で第１約束期間は終わってしまうのですけれど、2013年以降も継続すること、その枠組

みは、京都議定書が始まってから７年たたないときから始めなさいということが書いてご

ざいまして、京都議定書は2006年から次の枠組みについての議論が始まっております。ま

だどうなっていくかについては不明瞭でございますが、次の枠組みについての議論が始ま

っておりまして、それがＡＷＧとか長期対話といったものでございます。 

 そして、今後どうなっていくかにつきましては、議論が順調に進めば、京都議定書の後

に次の約束期間が来て、そのときに土壌についての扱いをどうするかということも決まる

ということになってございます。 
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 土壌につきましては、今は選択制でいいということを先ほど申し上げましたが、京都議

定書によりますと、次の枠組みを決めるときには選択制ではだめですよ、明確に扱いを定

めなさいということが書いてございます。ですから、そういったことをきちんとやってい

かなければならないということを17～19ページに書いてございます。 

 そして、最後の20ページですが、今後どうなるかということでございます。これは混沌

としておりまして、今、ボゴールで次の気候変動枠組条約のバリ会合（ＣＯＰ13）の準備

会合が行われておりまして、鴨下環境大臣がいらしております。農水省からは林野庁次長

などが出張しておりまして、今後、バリ会合でこの国際枠組みをどのようにしていくかと

いう議論がかまびすしくなってくるだろうといわれております。 

 一方、米国主催・主要経済国会合というのがございますが、アメリカは京都議定書のメ

ンバーではございませんので、今後の枠組みについては、なるべく国連と一緒にはやるけ

れど、アメリカ主導で主要経済国が自主的にやっていけばいいのではないかという考え方

でございます。その１回目の会合が９月27・28日にワシントンで行われたわけでございま

す。それの結果につきましては参考３に出ておりますが、いまだ、土壌の扱いをどうしよ

うとかといった議論については詳しい議論は出ておりませんけれど、アメリカは土壌の議

論について非常に積極的でございますので、この動きも見逃せないということでございま

す。 

 その他、先進国のイニシアティブといたしましては、来年の７月に日本で洞爺湖サミッ

トがございますので、我が国も何らかのリーダーシップを示すべく、「クール・アース5

0」といったことを打ち出しているわけでございますが、農業につきましても、国内、国

外ともに議論をしていかなければいけない状況にあるということでございます。 

 最後に、資料５をご覧いただきたいと思います。以上のことを踏まえた上で、この小委

員会のご議論をどのように進めていったらよいかということでございます。 

 きょうは第１回でございますが、来年の２月までに何らかのとりまとめをということで

ございますので、来年の３月、４月以降、この枠組みを決めていく話がずっと出ておりま

すので、ぜひ２月までにはある一定の方向にご議論いただければと思います。 

 そのために、次の第２回目でございますが、11月末ごろに開催して、諸外国の状況の情

報などをシェアして議論すると。そして、第３回目には、そういったことについて施策を

めぐる状況や土壌炭素をどのように扱おうとしているのかといったことについてもまた議

論をいただいた上で、では、我が国ではどうやっていけばいいのかといった技術的なこと
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につきましてもある程度の議論をしていただいた上で、２月ごろにある一定のとりまとめ

をしたいと思っております。 

 雑駁でございますが、資料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。それでは、ただいまいただきました事務局からの

説明を踏まえて、残り時間で忌憚のないご質問やご意見をいただきたいと思います。この

小委員会は、小さい委員会ではなくて、非常に大きな問題を話していますので、どこから

お話しいただいても結構ですので。 

○渡邉委員  第１回ですので基本的なところを確認させていただきたいのですが、ここ

では地球環境といいますが、ご説明にありましたように、地球温暖化を初めてする地球環

境問題ということで、当面は基本的には地球温暖化関係のところにフォーカスを絞るとい

うのが第１点ですね。その中でも、土壌の二酸化炭素の吸収のところは喫緊の課題ですし、

あちこち議論しなければいけないから、そこにフォーカスを絞るということで、２月まで

は今の２段階の絞りでこの場では議論していくと、こう理解したらよろしいでしょうか。 

 事前のディスカッションのときにも少し申しましたが、二酸化炭素吸収というのは、地

球温暖化の問題としては、ある意味、スペシフィックなトピックである部分もあるんです。

ただ、全体につながってくる大問題であることも理解していますが、その辺の位置づけを

簡単にご説明いただきたいと思います。 

○西郷環境バイオマス政策課長  ご指摘のとおりでございまして、地球環境問題として

温暖化の話はその中のごく一部ですし、その中で農地の土壌といったこともまた一部の議

論でございます。次期枠組みの交渉がもう始まっているということもございますけれど、

交渉のためというよりは、我が国の農業の進め方の中で農地の土壌についての評価の仕方

というのは、これから世界じゅうで決まってくる中で、なかなか議論ができてこなかった

ということもございます。次の枠組みが始まるのは５年後という話もございますが、それ

までには、我が国の事情が反映できるような議論をまずしておかないといけないだろうと

いうことで、ある程度特化した形で、土壌の炭素につきましてのご議論をまずいただけれ

ばという趣旨でやっているわけでございます。 

○林座長  よろしいでしょうか。ほかの論議を排除するものではありませんが、例えば、

来月には第３次の生物多様性国家戦略が策定されますけれど、既に農林水産省としてのそ

の戦略を決定していますので、この小委員会ではその問題を取り上げることは当面の間な

いでしょうけれど、何かあったときにはすぐさま対応するということにはなるのだろうと
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理解しています。 

 ほかにご質問やご意見はいかがでしょうか。 

○栗山委員  農地土壌について少し質問させていただきたいと思います。アメリカにお

いては農地土壌に着目をしているということで、世界の動きにおくれないように今の段階

からやっていこうという考え方は、私は非常に高く評価しておりますし、やはり早い段階

で戦略的に動くべきだと私も思います。ただ、農地土壌から二酸化炭素を吸収する機能は

もちろんあると思いますが、一方で、農地土壌から排出される二酸化炭素もあると思うの

です。そういったときに、果たして吸収する方と排出する方とどちらが大きいのかという

ことに関しては、きちんとした科学的な研究が必要だと思うのですが、その辺について現

段階でどのぐらいデータがあるのかということ。 

 もう１つは、こういった農地土壌の特質というのは恐らくかなり地域性があると思いま

す。それは全国的にちゃんとしたデータをとっているのかどうか。あるいは、肥料のやり

方によっても変わると思うのですが、そういった農法による違いとか、そういう細かいデ

ータが必要だと思うのですけれど、それが現在あるかどうかを教えていただきたいと思い

ます。 

○西郷環境バイオマス政策課長  おっしゃるとおりでございまして、まず、現在の日本

の農地土壌の排出・吸収の動向はどうだというご質問でございますが、これは計算の仕方

がいろいろございまして、どこからが排出で、どこからが吸収だということがございます

ので、そこについては計算のやり方によって違ってくると思いますが、仮に日本の農地土

壌からは二酸化炭素が吸収されているのではなく排出されているのであれば、あるときは

排出したけれど、その排出を少なくする農法、あるいは本当に吸収する農法――といった

方向でもって評価するということも可能かもしれません。それは今後の議論ということに

なると思います。 

 それから、農地土壌の排出・吸収に関して、データについては、局部的ですけれど、い

ろいろな研究がございます。あるデータによりますと、例えば有機物を 100投入すると90

は土壌中には存在しなくなってしまうとのことです。多分、大気中に出てしまっているの

だろうと。けれど、10は土壌中に残っているのではないかという例もございますし、長い

目でみるとずっと少なくなってきているということもあるということで、ここは今後の議

論をきちんとやっていかなければいけないと思います。 

  それから、データがあるのか、地域性はどうなのかということでございますが、農水省
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では、以前、土壌環境調査といって、これは温暖化のためではなく、土壌が農地に適して

いるかどうかということで、炭素だけではなく、５年間に１回ぐらい定点調査をしていた

のですが、それは最近、財源の移譲などがございましてちょっと途絶えぎみでございます

けれど、先ほど予算のところでちょっとご説明いたしましたが、そういったことを生産局

というところで今予算要求をしてもらっております。 

 それから、その生産局では、この土壌の取り扱いにつきまして局で別途、技術的な委員

会をつくっていただいておりまして、そこで地域によって違う、あるいは作目によって違

うのではないかといったことにつきましても議論をいただいて、その議論の結果につきま

しては、随時、この委員会にインプットしていただくということで、今、相談をしている

ところでございます。 

○栗山委員  農業土壌に関するデータというのは、この地球環境問題でも重要ですし、

農業政策の判断の上でも非常に重要なデータだと私は思いますので、財源の観点から、今、

データがとれなくなってしまったという話ですけれど、それは今後もやっていくべきだと

私は思いますので、ぜひやっていただきたいと思います。 

○林座長  ありがとうございます。我が国は科学的データに基づいてすべて行動を行う

という意味では、科学的なデータの集積というのは非常に重要ですね。私の知る限りでは、

農環研というところには日本で最大の規模の土壌サンプルがあるのですが、ああいうもの

はもう大学にはないでしょうね。あれだけ豊富なものはもう農環研にしかないと思います。

ですから、そこは一番研究しやすいところだと思います。おっしゃるように、地球環境問

題と同時に、農業の振興ということを考えた場合、そのデータはもう 100年間ずっととり

続けていただく中で、今、急激にやらなければいけないのはこの問題ですので、できまし

たら、今まであるデータを、断片的でもいいですから、この小委員会に出していただくと

ありがたいかなという感じがいたしますが、八木委員からこの点についてご意見があれば

お願いします。 

○八木委員  私どもの研究所の名前が出ましたので、今のご質問に対して少し補足をさ

せていただきます。私たちの研究所では、農耕地の土壌の全国的なデータの整理、及び農

耕地から発生する温室効果ガスの発生量の評価、及び削減技術の開発、そういったことを

研究テーマにしているグループがあります。農耕地の土壌の研究というのは古くからされ

ていますが、実は炭素というのは最近までは注目されていませんでした。つまり、農耕地

の土壌の研究というのはあくまで作物生産だという観点ですので、窒素ですとかリンです
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とか、そういう養分に着目されていました。 

 その観点から農耕地土壌の地力を、戦後、日本の農耕地がどうなのかといったことを調

査する事業が、農水省の全国事業として昭和30年代ごろから少しずつ拡充されて、30年代

後半にはもうしっかりしたものになりまして、全国２万点の土壌で、５年ごとにそこの養

分ですとか耕作の状況などのデータが蓄えられています。ですから、もうかれこれ30年ぐ

らいの蓄積があるわけです。そして、幸いなことに、養分に着目されたとはいいながら、

土壌炭素という項目も重要な土壌の要因でありますから、そのデータは蓄積されてきまし

た。そして、30年間の最初のころの解析はもう行われておりまして、ＣＤ―ＲＯＭで日本

土壌協会というところから一般に購入できるような形になっています。 

 ただ、その後の第２期、第３期ぐらいのデータが、実はいろいろ問題がありまして、十

分公表に至っていないところです。それを私たちの環研が中心になって今とりまとめを行

っています。さらに、財源の移譲というお話がありましたが、現在、少し縮小傾向ではあ

るのですが、それを何とか農水省のお力でもう一度盛り上げようということで、きょうの

資料の中に20年度の予算要求がありますけれど、その中にも入っております。それで、こ

の地球環境変動の現状に対応して、今後もそういった継続的なモニタリングデータがぜひ

蓄積できる体制を整えていただければと思います。 

 以上がまず日本の農耕地土壌のデータについてですが、もう１つご質問の中にありまし

た、その研究のレベルがどうかということにつきましては、この小委員会を通しての議論

の材料になると思いますので、簡単にご紹介したいと思います。また折に触れて私の知る

範囲でお話しできると思うのですが。 

 今申し上げましたように、農耕地土壌のデータについては、新しいデータを今解析して

おります。日本全国で２万点ほどありますので、ご質問の中にありました地域的な違いで

すとか、あるいは管理をかえた違い、そういったものも十分評価できるだけの材料を私た

ちはもっていると思っております。そして、それを料理する料理人が今一生懸命やってい

るところなのですが、その方法としましては、１つには、モデルを使った計算ということ

を考えておりまして、世界的にも農耕地土壌の炭素を計算するモデルが開発されておりま

すので、それを日本の農耕地に合うように改良するような研究が進められています。 

 では、現状はどうなのかと。日本の農耕地炭素の量が今どのぐらいわかっていて、将来、

どの程度の変化があるかということがわかっているのかといいますと、大ざっぱなところ

は研究されて明らかになっていると。ただし、細部がまだこれからだと。一言でお話しす
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ると、そういう状況かと思います。 

 つまり、例えば平均値で日本全国の農耕地の炭素がどのくらいか、これからすべての農

耕地に有機物を例えば 0.5トン入れると、30年間あるいは50年間でどのぐらいの炭素がふ

えるかと、そういった計算は平均値的なものについてはされているのですが、ただ、２万

点の土壌はそれぞれ土壌の質も違いますし、別の研究で、炭素が多い土壌は、管理を少し

誤るとどんどん炭素がなくなっていく。けれど、炭素のもともと少ない土壌は、有機物を

少し入れれば簡単に土壌の炭素をふやすことができる。ですから、土壌によって状況が非

常に異なることがまた別の研究でわかってきました。ですから、そういったモデル等を使

って、土壌個々の性質について詳細に検討を行うという研究が今なされています。 

 今、農水省の委託予算で行われているプロジェクトがきょうの20年度予算の中にも項目

として入っていましたが、私たち農業環境技術研究所と森林総合研究所と水産総合研究所、

この３つの独立行政法人がタイアップして、農林水の日本全国の土壌の炭素の状態を評価

しようというプロジェクトが進んでいます。そこでの目標ですが、農と林について、日本

全国を１キロメッシュに区切って、そこでの土壌炭素の現状、そしてモデルを使って将来

のシナリオに沿って評価する、そういった研究プロジェクトが進んでおります。 

 長くなりまして済みません。 

○林座長  ありがとうございました。１キロメッシュでできると、大変すごいデータに

なりますね。それに期待したいと思います。ただ、きのうの中央環境審議会での質問は、

下手にやったら土壌から炭素を逃がして、もっとひどいことになるんじゃないかという心

配をされる委員の方の方が多いんです。それは恐らく開発途上国の農業のあり方であると

か、森林伐採した後にこれまで土壌がもっていた炭素まで出ていってしまうのではないか

と、そういう心配がありますので、日本国内のきちんとしたデータが世界的ないろいろな

ことに貢献できると、もっともっといろいろな論議ができるのではないかなという気がし

ます。 

 それから、畑作では亜酸化窒素が出やすいとか、水田ではメタンガスが出やすいとか、

メタンガスはＣＨですけれど、Ｎの方も当然温暖化の問題に関係しますので、そういうこ

とも総合的に研究されるわけですね。 

○八木委員  はい、そのとおりです。 

○林座長  ということで承知しておりますが、どうぞ頑張ってください。 

 ほかにご意見はいかがでしょうか。 
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○亀山委員  先ほどから研究の話がございましたので、続けまして、情報共有というこ

とでお話しさせていただきたいと思います。 

 国立環境研究所では次期枠組みの研究をずっと続けておりまして、既に終わってしまっ

たのですが、平成15～17年の３年間のプロジェクトの中で、今ご説明があったような観点

に私もすごく関心をもちまして、いろいろなサブテーマのうちの１つとして、アメリカと

途上国の農業の政策を変えることによってもし吸収量をふやすことができるのであれば、

そういうものを次期枠組みに組み込むことによって、途上国やアメリカの参加のインセン

ティブとして動かせるのではないかと思いまして、お金を農環研の先生方に委託してお願

いしました。 

 それで、私としては非常におもしろい結果が出たと思ったのですが、３年前ですとまだ

それを理解してくださる方がいらっしゃらなくて、「ポスト京都とどうしてこれは関係あ

るの」といったことで、私の説明の仕方が悪かったのでしょうけれど、いまいち評価はい

ただけなかったような印象を受けたのですが、その３年前の時点ですごくおもしろい成果

は上がってございまして、もしできればこの小委員会のスケジュールの中でも取り入れて

いただければなと思います。 

 まず１つは、アメリカの調査報告ということが次回の予定で書いてありますが、やって

いただいた研究の中では、例えばインドネシアなどで、肥料を使う量を減らすことによっ

て温室効果ガスの排出量も減らすことができるという結果を出していて、そうすると、温

室効果ガスを減らすこともできるし、肥料を買うためにお金を使わなくて済むわけですか

ら、インドネシアの農家の方も助かる。そういうコベネフィットともいえるような結果が

出ていたりですとか、いろいろありますので、できれば途上国についてもお調べいただけ

たらおもしろいのではないかと思いました。 

 それから、私の方の農関係の方は、日本については詳しいのですが、外国についてはな

かなか調査していただけなくて、欧州についても調査した方がいいのではないかと思いま

す。なぜかといいますと、森林吸収量の話などにつきましても、アメリカとヨーロッパと

いうのは国の事情がかなり違いますので、アメリカにとっていいと思う提案をすると、欧

州にとっては余り望ましくない提案だったりして、まず自分の国のデータを知ることも大

切ですけれど、自分たちのプロポーザルを出したときに、外国がそれをどう受けとめるか

ということについても、余力がある限りお調べになった方がよろしいのではないかと思い

ました。 
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○佐々木（陽）委員  それらも含めて現場の農業の分野でということで、国内でどうい

う人たちがそれを課題として受けとめているかというと、畑作の面でいうと、有機農業を

やる人たちが腐植の問題と炭素の問題を結びつけている人たちが一部いますが、むしろ炭

素を蓄積するという視点からは、今まで日本の農業の分野では余り考えてこなかったんじ

ゃないかと思います。そういう意味では、今回これらの知見を集約して方向を出すという

ことですから、早期にそれはとりまとめをしていただいて、同時に、技術の検討も含めて、

普及の分野に移せるものは早期に移していくという視点があると思います。 

 有機農業推進会議などがもう立ち上げになったと思いますので、全国的にその組織がで

きたりしていくと、有機農業の効果なり腐植を入れることによっての二酸化炭素吸収源な

り蓄積するという効果があるのだということをもう１つの価値として生み出すことができ

るだろうし、その辺を早期に知見のとりまとめをして普及していく必要があるのではない

かと思います。 

 と同時に、出さない努力をどうしていくかということを我々もいろいろやってきました。

例えば、別の会議でも若干お話ししましたが、水田の中での藍藻類や微生物の光合成をす

ることによっての二酸化炭素形成源としての役割とか、水田の中での有機物が多い圃場な

り、そうでなくても、ガスが出てくることに対しての、生物多様性からいうと、イトミミ

ズとか、ユスリ蚊もそうなのかなという気もしていますが、そういうものが食べることに

よって腐植の促進を図れるとか。 

 そういう面では、一つ一つの技術もさることながら、生産者なり農業の技術者なりの分

野に、この気候変動とのかかわりと農業技術問題をきちっと位置づけさせて技術として確

立していくことの重要性なり、検証していくことの大事さなりを、その位置づけを明確に

しながらぜひ進めていってほしいなと思っています。 

○吉水委員  きょうの議事は農地土壌の二酸化炭素吸収機能に関する知見の集約という

ことで、専門的な知識をおもちになっていらっしゃる先生方がお集まりかと思います。そ

うした先生方のご意見を伺いながら、私自身も勉強しながら議事に加わらせていただきた

いと思っておりますが、専門知識のない門外漢的な視点から申しますと、先ほどご説明の

中にも少し出ましたけれど、耕作放棄地を農地として活用することでこの問題が何らか解

決を見出せるのかとか、あるいはその因果関係はどうなのか、科学的な測定方法はあるの

か、そういった促進策そのものが今回の議題の対象になるのかどうかということをお教え

いただきたいと思います。 



 

23

 それから、耕作放棄地に、例えばバイオマス燃料みたいなものを植える、そういうこと

もこの議題の１つのイシューとなるのかどうかというあたりを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  ありがとうございます。まず、技術の点につきまして

は、当然研究を進めていくのは現場でございますので、こういうプラクティスはどういう

効果があるのかといったことについて、わかりやすい形でまとめていかなければいけない

とは思っております。 

 それから、推進策としてどのようにしていくのかとか、あるいはその中で耕作放棄地に

バイオ燃料作物を作付したりするのは位置づけられるのかどうかというお話でございます

が、バイオマスにつきましては、先ほどご説明申し上げましたようにカーボンニュートラ

ルという考え方がございますので、現議定書の中でもカウントができるということでござ

いますので、これは現議定書の中での転作でもきちっとやっていかなければいけないこと

だと思います。 

 ただ、耕作放棄地でどのぐらいできるのかといったことについては別途詰めなければい

けないことだとは思いますが、それはもう実際に動き出してございますけれど、土壌のお

話については今のところ何もないわけです。炭素を吸収するため、あるいは炭素の排出を

少なくするためのこういう農法をお勧めするとかいったことは、今までやってきていない

わけです。 

 ほかの国からみていると、それでもってクレジットを付与したりすることも可能なので

はないかという議論がかなり進んできているということもございますので、まずはその辺

が日本で可能かどうか、どういうところだったら可能かといったこととか、世界との共通

性の問題ですとか、因果関係ですとか、そういったことをわかりやすく、みんなが理解で

きなければ話になりませんので、そういったところについてご議論いただくというのが今

回の趣旨でございます。 

○永松委員  ポスト京都につきましては、経済界でも本格的な議論を始めておりますが、

どうしても排出削減の方に主力がいってしまうのでございますけれど、私どもは、吸収源

ということについてももっともっと取り上げるべきだと思いますし、日本としても積極的

に世界に提案していくべきだと思っておりますので、この場での議論を非常に期待してお

ります。 

 それで、先ほどのご説明の中で、農地を吸収源として選択していくということで、京都
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議定書の中で、ポルトガル、デンマーク、スペイン、カナダの事例が挙げられております

が、これはぜひご説明いただきたいと思っておりますけれど、例えば日本のシンク 3.8に

該当するような数字として、国内の削減目標に対して何ポイントぐらいのものが示されて

いるのでしょうか。もし今わかる数字がございましたら、教えていただきたいと思います。 

○西郷環境バイオマス政策課長  ありがとうございます。資料４の10ページに関するご

質問だと思います。まず、気候変動枠組条約の３カ国は、その国の排出や吸収はどうなっ

ているかといったことについて提出する義務がございまして、それは毎年――実際には毎

年できないこともありますが、やってございます。 

 ところが、議定書上どれを使ってやっていくかということが議定書上の今度の通報とい

うことになりまして、この間、約束期間が始まるにつきまして、各国がやっと、「うちは

こういうのを選んでやります」というのを出したところでございます。そして、この４カ

国はどのぐらいを据えているといったことにつきましては、いまだきちんとした数字は承

知してございませんので、今後の彼らの動向をみていくしかないと思います。 

 ただ、全体としてこれらの国のうちのポルトガルとスペインとデンマークにつきまして

は、ヨーロッパの国でございますので、ＥＵバブルという枠組みに入ってございまして、

ですからＥＵ全体の中に入ってまいりますので、もちろんその中でも各国の様子はみえま

すが、そういう中での調整がかかったことにもなってくるかと存じます。 

 カナダにつきましても、選択しているのですが、今のところカナダは京都議定書の削減

目標を達成できないと言い切っていて、なかなか中身が出てきていないというのが私ども

の認識でございます。情報が入り次第、ご報告できればしたいと思っております。 

○岡本委員  私も、土壌に対して炭素を保持するということを余り今まで意識していな

かった人間の一人なので、今回すごく勉強させていただいていますが、とてもわからない

ことを単純に考えると、炭素は出ていくものであって、それが早いか遅いかだけじゃない

かなと思う部分もあって、遅ければ、それがたまっていけばたまっているようにみえると、

そういう認識だったのですが、そうではなく、永久的に固定できるということなのですか。 

○西郷環境バイオマス政策課長  八木委員にお伺いさせていただければと思いますが、

私どもは、何も炭素を石ころのように農地の中に閉じ込めておくとかということではなく

て、農地の炭素を使い過ぎて、含有量が少ない状態よりも、炭素が多く含有されている方

が多分農業にとっても望ましいだろうし、環境にも多分いいのだろうと。そういう観点か

ら、炭素の動態をきちんとみてこなかったところがあるわけでございます。 
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 そこを、今、大気中に炭素を二酸化炭素の形で出すのは控えましょうという議論がござ

いますから、そこを農業の立場から適切な農法の実践により、それほど炭素を排出せずに、

逆にいえば、温暖化対策上、評価できるような農法もあるのではないかということで議論

を始めさせていただいておりまして、今おっしゃったように、炭素が土壌中に長期間貯留

されることにより、排出されるのがずっと遅くなっているだけではないかと、確かにそう

いうこともあるかもしれませんが、ある時点と比べて土壌中の炭素量がふえていれば、そ

れはクレジットという考え方があるのではないかと。それはみんなで納得できるスキーム

になるかどうかというのはまた別の問題でございますけれど、そういった議論をこれから

していただきたいと思っているところでございます。 

○岡本委員  申しわけありませんけれど、私たち市民のレベルだと、土壌が炭素をもつ

なんてだれも考えていないと思うのです。里地里山のように、人の手が入らないと、農業

がかかわってこないと守れないものがありますよということがやっと浸透し始めた段階で、

それを土壌のところまで２歩も３歩も進んでいるところをどう伝えていくのかなというの

が、私はそれを伝える立場の者なので、今、どうしたらいいのだろうと思いながらお聞き

していたのですけれど、その上に、科学的データなどもまだはっきりとはいいにくい部分

があるというお話だと、ますます伝えられないなと思ってお聞きしていたのですが、その

ようなことは例えばどのぐらいになればわかるとか、時間がある程度わかっていれば、そ

のころにはそういうことにもっていこうとかという心づもりができるかなと、個人的なこ

とを思いながらお伺いしていたのですが、一般の人に伝える方法をもう少し考慮していた

だけたらうれしいなと思います。 

○吉田技術総括審議官  細かいデータは今ありませんし、この２月までに細かいデータ

で完全に解決するということは難しいと思いますが、今、岡本委員がおっしゃっている一

般の消費者の方に、土壌の中にある炭素というのはそもそもどういう由来のものであって、

そして土壌から炭素が排出されるというのはどういうことなのか、吸収されるというのは

どういうことなのか、そういうことは次回にもわかりやすい資料をつくってお示ししたい

と思います。 

○林座長  現時点でわかっているところで、岡本委員がおっしゃるように、もちろん土

はため込みますし、また、出します。毎年、 100入って、 100出て、けれど、そういう活

動が行われていると土壌に 1,000は常にためることができるのだということがわかったら

すばらしいですね。しかし、農業活動がなくなると、その 1,000たまっているものが徐々
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に出ていって、まずくなるのですよと。ですから、農業活動をやっていると 100入って、

 100出て、でもいつも 1,000をためていますと。ただ、これは科学的データですから、私

がどう願おうと、客観的に正しいデータが示されるのを期待していますけれど、そうなれ

は、それは一般の方にもわかりやすいんじゃないでしょうか。 

○岡本委員  それはそう思います。 

○林座長  それは土壌によって違いますけれど、そういう役割をしているのだというこ

とを一般の方にわかっていただくと、森林だけではなく、土壌を大切にしようという気持

ちももっともっと強まってくるのではないかなという気がいたします。 

○佐々木（晨）委員  今の土壌の炭素の話というのは、先般、ダイヤモンド社から出て

いる山本良一先生の『地球温暖化地獄』という本で初めて知ったんです。今のお話を聞い

て大変興味深いのですけれど、資料４の11ページの温室効果ガス排出量の推移というグラ

フをみますと、今のお話は、農用地の土壌と稲作のところの炭素について知見がないので

知見を集めようと、そういう議論だと私は理解したのですが、その下には、畜産物が、例

えば牛のゲップとか、書いてありますね。こういうテーマについてはきょうは余りお話が

なかったように思うのですが、そういう施策面で深堀りするというところで、あるいは知

見がないからそれを先にやるというのは、これは運営の問題だと思いますけれど、どうい

う重要性認識なのか、あるいはどういう順番で討議をしていって委員会として成果を出す

か、そういう議論がもう少しあってもいいのかなという感想をもちます。 

 それから、資料２の15ページですが、先ほど吉水委員もご質問されていましたけれど、

日本の自給率の問題というのも一方では深刻でありまして、私は、人間が食するものを燃

料に使うというのはやはり非常に抵抗がある人間の一人なのですが、15ページの表現と、

実際に峻別して今の放棄地のところをどこまで農作地として普及していくか、どういう戦

略でどういうものを栽培していくか、そういう青図を時間軸も含めて定量的に、いわゆる

マーケティングだと思うのですが、そういうものを、専門家が大勢いらっしゃると思いま

すので、力を出して、そういうことで提言していくことがいいのではないかという感想を

もちました。 

○西郷環境バイオマス政策課長  ご指摘、ありがとうございます。まず、土壌炭素の議

論に急に行くような、唐突なご印象を与えてしまったのは、私の説明が若干足りなかった

かと存じます。今ご指摘がございましたように、資料４の11ページで農業分野の温室効果

ガスの排出の推移をみているわけでございますが、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、
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そして非エネルギー系の農地あるいは動物から排出されるものについては、測定方法も大

体決まっておりまして、つかまっておりますのでデータがあるということでございます。 

 土壌炭素については、温暖化との関係が非常に密接であるようなのに、世界じゅうでま

だ測定の方法や考え方については、非常にまちまちの議論になっているということがござ

いますので、我が国でも早急に考え方などを妥当なところをつくっていかなければいけな

いのではないかということで、やらなければいけないということでございます。これは説

明が足りなかったと存じますが、そういうことでございますので、ご理解いただければと

存じます。 

 それから、耕作放棄地につきましては、温暖化の話だけではなく、吉水委員がおっしゃ

いましたように、自給率の問題もございますし、農村の活性化や農業の活性化といった、

これは農林水産省の根源にかかわる話でございますので、別途きちんと議論を進めている

ところでございます。それで、もし必要があれば、どのような議論が今どのように行われ

ているかにつきまして、資料としてお示しすることができると思います。担当の局の方も

今みえておりますので、次回なりに、環境に関係のある部分についてのお示しは相談をさ

せていただきたいと存じます。 

○林座長  今、耕作放棄地はほぼ10％と考えていいですね。 9.8％とかというレベルま

で増加していますので、この論議がそういうところまで絡むとありがたいなと思っており

ますが、いかがでしょうか。 

○齋藤農村振興局企画部長   耕作放棄地は、38万 6,000ヘクタールぐらいの面積があり

まして、全体の数％を占めております。私どもも実態調査をやっていて、政府としても５

年後を目途に、農業上重要な地域については極力ゼロを目指すということで対応している

ところです。実態を申しますと、例えば都市近郊ですと資産保有的なところとか、平地あ

たりで後継者がおられないといった問題、それから、中山間地域が一番多いのですが、後

継者がいらっしゃらないとか、急傾斜であり作業が大変、そういった状況でございます。 

 それで、今どんなことをやっているかといいますと、最初は260市町村ぐらいを重点的

に、どういう方法で解消したいと思いますかと、基盤整備が済んでいて担い手を集めたら

いいとか、景観作物等で保全するとか、放牧ということもございますし、また、耕作放棄

地もいろいろでございまして、木が生い茂っているところもありますので、そういうとこ

ろは林地にせざるを得ないかということですが。 

 大変だというのはどういうことかといいますと、不在地主とか、境界がどこであるとか、
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実態がどうであるかということがなかなかつかめない部分もございます。それで、全体的

に耕作放棄地対策をどうするか、今、鋭意とりまとめているところでございますので、ま

た機会をみてご説明したいと思います。  

○林座長  ありがとうございました。 

 ほかにご意見はいかがでしょうか。 

○八木委員  私は、先ほどは質問の補足をしただけで、意見を申し上げていなかったも

のですから、この小委員会に２つほど意見を申し上げたいと思います。 

 １つは、先ほど岡本委員からご質問があったことで、一体いつになったら農耕地の土壌

の炭素がどうだといったことがわかるのかと。それは私たちにとって非常に頭の痛い問題

なのですが、研究をやっている者からしますと、常に少しずつ進めているというところで、

そのタイミング、タイミングでその時点の最良の成果を出していこうというスタンスでお

ります。ＩＰＣＣにおきましても、第１次、第２次、第３次、第４次評価報告書と、その

たびごとに 100年後の温度というのは変わっていますね。そういった形で、必要なときに

最新の情報を提供する。ただし、それには誤差が含まれます。ＩＰＣＣの温暖化の評価で

も、１点何度から５点何度といった幅で示されておりますが、その誤差を少なくするとい

う努力を常に続けておりますので、この委員会の今年度の期間中、あるいはその次のタイ

ミング、そういったところで最新の情報を提供すると。研究者はどなたもそういったスタ

ンスでいると思います。 

 それに関連して、この小委員会で今年度とりまとめをするという予定だと思いますが、

その中で、研究開発でどういうことが欠けていて、どういうことが必要かということを強

く報告書の中に入れていただきたいと思います。それは委員の方のご意見をぜひいただき

まして。 

 もう１つは、現場の方との関係ですが、先ほど佐々木陽悦委員から現場の農業者の方の

お話が出ましたけれど、私たちも温室効果ガスの仕事をしていまして、私たちは都道府県

の研究機関の方と一緒にやることが多いのですが、そうすると、都道府県の方は実際の農

家の方とおつき合いされていて、農耕地で炭素をためるですとか、水田からメタンを減ら

す、そういった技術開発の研究を農家の方とお話をしていると、「何とか県何々町の農家

が何でこんなことをやらなければいけないんだ」という質問をいつも受けるということで

す。それは確かに私たちにとっても答えに窮するところなのですが、少し勉強してみます

と、この問題は、地球温暖化を防止するということも１つあるのですが、もう１つは、日
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本の農業という問題にもかかわってくるのではないかと思います。 

 アメリカですとかほかの大きな農耕地をもつ国が、今、盛んに土壌に炭素をためようと

いうことで、そのための政策補助をしていると。その裏には、その国の農作物を海外に売

って、その国の農業をより振興させようと、そういった戦略があるかと思います。それは

まさしく日本の個々の農家にかかわってくることだと思います。ですから、そのことは各

農家が真剣に炭素の問題や温室効果ガスの問題に取り組んでいただくことの１つの動機づ

けになるかもしれません。 

 この小委員会のもう１つの意見は、そういった世界的な状況と、個々の農家や地域の関

係、そういったものを科学的な知見だけではなく、政策的あるいは社会・経済的なことも

整理されて、一般の方にわかるような形でまとめると。それができるといいと思います。 

○林座長  今のお話について、生産局の佐々木審議官から何かコメントはありますでし

ょうか。 

○佐々木審議官（環境兼生産局）  今後の環境保全型農業に関する検討会の第１回を10

月10日に開催しております。こちらの佐々木陽悦委員と八木委員にもその検討会にお入り

いただいて進めておりますが、その中の検討事項として、農地土壌が有する公益的機能の

評価、そして、そうした目的のための土壌管理のあり方というものを中心にご議論をいた

だくことになっておりまして、その結果をまたこちらにご報告するという段取りにしてお

ります。もちろんこちらの進め方と歩を合わせる感じで、そちらで十分内容の検討をして

いきたいと考えておりますので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。 

○吉田技術総括審議官  ちょっと補足させていただきますが、環境保全型農業に関する

検討会では、農業生産という観点からそういう検討もされますので、先ほどおっしゃった

個々の農業生産者にとって土壌に炭素をためるということの公益的な意味と、自分のとこ

ろの生産との意味、その辺の意義づけというものをそちらの方でもかなり議論されるので

はないかなと期待をしているところです。 

○林座長  お二人の委員がそちらに出ておられますから、こちらの小委員会でも反映さ

せていただければと思います。 

○渡邉委員  話題を変えてもよろしいですか。 

○林座長  はい、結構です。 

○渡邉委員  先ほど私も確認だけだったので、幾つか感想を申し上げたいと思います。 

 まず、きょうも随分議論になりましたけれど、温暖化関係のことを考えると、農の本質
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にどういうことかと迫ることになりますね。よく話題になりますが、地震の規模を予測し

たり、実際の影響被害をやると、地盤の構造が理解できて、都市の構造が理解できて、都

市の問題は何かというところに至るような、農に対する理解がきょう随分議論になりまし

たけれど、そういう視点が私もとても大事ではないかなと思います。温暖化はなくて考え

なければいけないことが、温暖化を機会にグサッと出てくるという視点を忘れてはいけな

いだろうなと自覚したところがあります。 

 ２点目は、きょうの資料は「農業」と書いてありますが、食料・農業・農村分野という

ことだと思いますけれど、広く農村地域全体に対する影響なり、農村としてできることと

いった課題が幾つかあると思います。それは全面ここで議論の対象とはできないかもしれ

ませんし、施策として展開される選択もあろうかと思いますが、比較的早い段階でテーブ

ルにのせて、何をみておかなければいけないか、みたいな議論はしておいた方がいいのか

なと思います。 

 特に気になっているのは、例えば農家の方の生活環境ですが、熱中症の方のことが温暖

化で問題になっていて、農家の作業環境はどうなるかというレベルまでもどこかで対象に

しておかなければいけないのではないかと思います。 

 今の２点目とも関係しますが、しかし、何を対象にしたらいいか自体わからないことだ

らけで、私の理解では、温暖化の進行自体も、ＧＣＭ等のモデルの制度がよくなってかな

り絞った議論はできるようになりましたが、まだ不確定の要素はたくさんあるので、ずっ

と見極めていかなければいけない。段階的進行で検討が進むようになりますし、先ほど八

木委員がおっしゃったように、いろいろなことが段階的に出てきますから、そこで大事な

のはモニタリングですね。 

 何をどのようにみていくかというのはとても大事ではないかなと思いますので、この検

討の中でも、先ほどの土壌の炭素のところについてもまだ材料はいっぱいあるし、これか

らみていかなければいけないということですが、どうなるかわからなくて、成果が出るか

どうか、ちょっと怪しいけれど、そこはどうしてもやらなければいけないところのモニタ

リングについては、広くみんなで応援していくような方向性をこういうところで盛り込め

たらと思います。 

 それにさらにかかわりますが、いろいろな事態をみながら対応していくということにな

りますので、農業・農村分野全体としても、「アダプティブなマネジメント」という言葉

が最近よく使われますが、そういうシステムを農業・農村・食料分野全体としてつくって



 

31

いく。昔でいえば農村の知恵みたいなところの話から、最近でいえば、最近のモデルやモ

ニタリングされた、あるいは衛星のデータなども使うことも含めてですが、最新のデータ

と古来の知恵をミックスしたようなアダプティブなシステムを再構築するような方向も、

こういうところで議論できたらいいのではないかと思います。 

 一般的になりましたけれど、以上です。 

○佐々木（陽）委員  先ほどのご意見で、そうすると、技術検討会と合わせて、こちら

も並行して１月、２月までに一定のものを出すということですが、ことしの夏の高温の影

響というのはいろいろな形で出ていて、深刻に受けとめているのが農業の現場だと思いま

す。先ほどの資料の中で、暖かい地域での問題が出ましたけれど、東北でも、これは生産

者がこんなことをいっておしかりを受けるかもしれませんが、収量は確保しても、コメの

食味が、香りが足りないんじゃないかと。それはまさに登熟期に高温に遭ったものであっ

て、したがって、生産者レベルでの食味の違いというのはことしはすごくあるといわれて

いるんです。遅く得た人がいいというのは当たり前のことになっているみたいで、じゃあ、

それがいいのかというと、いろいろな意見があって。 

 ただ、どちらにしても、生産の現場で気候変動に関する関心が非常に高まっているとい

う現状はあるわけですので、したがって、そのタイミングをねらって、もちろんこれは政

治的な課題もあるわけですが、農村の現場としてもそういう時期に今あるわけでして、ぜ

ひこれを早急に結論を出していただきたい。今、農村では既に来年度の作付とか技術問題

に入っているんです。今、月に２回ぐらい私たちも呼ばれて、消費者団体もあるんですけ

れど、気候変動の問題とか農業問題についての勉強会や技術検討会があるんです。その中

にこれを入れていけば、炭素収支ということが１つの国の課題としてなり農業の課題とし

てあるのだよと、そういうことを入れていける時期としては非常にいいのではないかとい

う気がしています。 

 農業の現場では、自分たちの責任はどうだということよりも、今、温暖化に対する対応

策が前面に出ているわけですが、あわせて、原因をどうするのかということを入れていけ

るチャンスだと思いますので、ぜひそういう面からもこれを早急に結論を出していただき

たいと思いますし、同時に、普及に移せるタイミングだということをお話ししておきたい

と思っております。 

○栗山委員  少し話題を変えまして、バイオマスに関することですが、バイオマスの件

で、ここでは耕作放棄地や間伐材などの未利用資源を利用するということが掲げられてお
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りまして、これは理念としては非常にわかるわけですけれど、現実問題としてコスト面か

ら考えると、かなり厳しいものがあるだろうと思うわけです。そもそも耕作放棄地という

のは、中山間地域等の条件が悪い場所で、そこで食料生産をしても割に合わないから耕作

放棄地になっているわけですね。そこにあえてわざわざこういったバイオマスエネルギー

を生産しようとしても、恐らく相当コストが高くて、結果としてなかなか普及には至らな

いのではなかろうかと。 

 同時に、間伐材等に関しても、非常に傾斜が厳しい場所であったり、林道から遠い場所

であったりすると、非常にコストが高くなってしまって、全然現実的ではないという可能

性もあると思います。過去に滋賀県と共同で調査をしたことがありまして、間伐材を利用

したバイオマスの生産コストを調べたことがあるのですが、林道にかなり近い場所で、か

つ、高性能林道機械を使った場合でも、非常に生産性は厳しいというのが現状です。少し

林道から離れた場所であったりすると、もう傾斜が厳しくて、高性能林道機械も入りませ

んので、かなり手作業になってしまって、その場合には全く生産性が合わないということ

になってしまうんです。 

 そういった日本の現状を考えると、果たしてそういうやり方でバイオマス燃料の方に向

かっていくということが、経済性という点からみて本当にいいのかどうか。場合によって

は、それを実現しようとするならば、かなり多額の補助金を使っていかなければいけない

可能性もある。そうすると、多額の補助金を使ってバイオマスによって例えば二酸化炭素

を何とか吸収できたとしても、それだったらもっと少ない金額で海外から排出権を買った

方がいいじゃないかという議論になりかねないと思うのです。 

 そういうコストという視点からみた場合に、バイオ燃料についてどうなのか。そこもこ

の委員会の中で考えていくべきではないかと思います。 

○林座長  おっしゃるとおりですが、資料２の12ページですけれど、これは私の方から

の質問もあるのですが、一見、ローテクといいますか、最初の部分がなかなか解決できな

い。ここでいいますと、山から木を安くおろすとか、稲わらを効率よく集めるという、こ

れはどうやったらできるのか。これが達成できたら、後はいくような感じですね。 

 例えば、本当はエタノール変換効率の問題があって、特にセルロース系のものは今かな

り力づくでやっているところがあるわけですが、メタノールについては、先日、諫早の農

林バイオマス３号機をみてきたのですが、あれは力づくではなくて、メタノールの生産は

できていますね。ですから、メタノールはエタノールとは使い勝手が違うので問題はある
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のですが、しかし、技術的にはこちらの方は相当県庁の方も頑張っていただけるので、し

かも、今、世界じゅうの研究者がこのことに取り組んでいますので、いけるんじゃないか

と思うのですが、最初の収集・運搬コストを軽減させるというのをどのよう考えるのか。 

 もう１つは、そもそもエタノールとかメタノールに転換するにはやはりエネルギーがか

かるんですよ。ここで一番効率的なのは、そのまま使うことなんです。チップで使うとか。

燃料にするのであれば。先週、もう１つ、私はタイのコンケンというところへ行ったので

すが、あそこは日本からの技術指導が今非常にうまくいっているのですけれど、ほとんど

のところで炭を焼いているんです。そして、炭を焼くときに出てくる木酢液を殺虫剤とし

て使う。これはセオリーどおりにやっているんですね。 

 ただ、化石燃料に余りにもなれ親しんだ日本人は、急にあしたからまきでやるかとか、

チップにすればもっといいわけですけれど、そこに戻れるかどうかという問題があるわけ

ですが、本当はエネルギー的に一番得な方法というのは、そのまま木材で使うということ

だと思うのです。あとは、稲わらなどとして使う。バイオエタノールもバイオメタノール

もいいんですけれど。それは計画の中に入っているのかどうか、この２点についてお聞き

したいと思います。 

○吉田技術総括審議官  では、お答えします。まず、バイオマス利用ですけれど、今、

座長がおっしゃられましたように、バイオマスの利用というのは基本的に地産地消といい

ますか、できるだけその土地、土地で使うのが効率はいいわけです。そういう意味で、バ

イオマスの効率利用システムというものの研究もこれまでしてまいりました。そして、先

ほど紹介にありましたが、バイオマスタウン構想というのは、まさに市町村の中で賦存し

ている未利用のバイオマスをどう使うかと。それはエネルギーだけではありませんで、い

ろいろな使い方をそれぞれの市町村ごとに考えていただくと。そして、これに対して国は

バックアップをすると。そういう仕組みをつくってございます。 

 一方、そういう中で、バイオ燃料というものも非常に近々の課題でございますので、積

極的に進めていこうということでございますが、その中で、ご指摘がありました例えば稲

わらとか間伐材をどう集めるのか、どう変換していくのかということがございまして、そ

こに非常に多大な金がかかるのであれば、見直した方がいいのではないかというご指摘で

ございますが、まず、稲わらにつきましては、今の利用は、排出しての利用では、飼料、

あるいは敷き料としての利用がありまして、これについては機械があるわけでございます

が、こういったものを１つの原型にして、どの程度の範囲で収集するのが一番効率的なの
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か、そういった仕組みを来年からモデル的にやってみようということで、今、検討してい

るところでございます。具体的にこうすれば幾らになりますという答えが今用意できてい

るわけではございませんが、まず収集の仕組みから入っていきたいと考えております。 

 間伐材についても、タイミングは少しおくれますが、同じようなことで検討していきた

いと。あわせまして、それの変換技術の開発もやっていく。そのトータルで、この工程表

にありますように、間伐材、稲わら、こういったセルロースの効率利用を図っていきたい

ということでございます。コスト面は絶えず念頭に置いてやっていくのはいうまでもあり

ませんので、その点はご理解いただきたいと思います。 

○林座長  京都議定書を守るためには、間伐を行わないと間に合わないということで、

毎年20万ヘクタールの間伐をもう始めているんです。これを５年間やれば何とか形になる

ということで。それは平成18年度の補正予算と平成19年度の当初予算の中でかなりのとこ

ろへいっているんですが、この後、財務省がつけ続けてくれる必要があるのですけれど、

それは今できないからやらないというのではなくて、国際公約を守るためにはそれは税金

を使ってでもやるということが必要で、それには環境税というものが本格的に設定されな

いといけないと思うのですが、それに甘えるだけではなくて、もっと技術的にも安くでき

ないかと、そこの両方なのだろうと思います。全く補助なしで今の状況をみていてできる

とはなかなか思えないところがありますので、ぜひ両方をかみ合わせて行っていただくと

ありがたいなという気がいたします。 

 そろそろ時間が近づいてまいりましたが、ほかにご意見はいかがでしょうか。 

○佐々木（陽）委員  稲わらの問題も含めてですけれど、たしか口蹄疫の関係で、平成

21年まででしたか、農水省で稲わらの収集に対する支援という事業があったと思って、今、

農家の人たちが集めているんですけれど、それと同時並行で同じような事業が入ると思う

のですが、もちろんそれは目的が違うわけですけれど、ただ、どちらにしても、稲わらが、

もうかなり切って田んぼに使うという技術が普及したものですから、それを集めるという

こともかなり至難のわざではないかなと。 

 同時に、例えば稲わらが足りないということで、東南アジアで使っているケナフのしん

をもってきて、それを中央競馬会か何かが敷きわらに使っているという話も聞いたことが

あるのですが、現実には全体として稲わらそのものが過剰気味ではないんじゃないかと。

ただ、逆にいえば、遊休農地を使って多収性のおコメをつくりながら、同時に稲わらもそ

れらと一緒に使うとか、そんな視点が大事ではないかなと思います。 
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 もう１つは、林先生がおっしゃったように、そのまま、例えば間伐材とか、廃材でもい

いんですが、それをエネルギーとして利用できる技術開発というのが必要なのではないか

なと。それは私たちも特に感じているところで、それへの支援というのは大事にしていっ

た方がいいのではないか。これは大きな広がりにはならないかもしれませんが、かなり大

事に普及できる技術になるのではないかという気がしています。 

○林座長  ありがとうございました。 

 それでは、大体時間になりましたので、最後に、白須事務次官からごあいさつをいただ

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。本日は、委員の皆様方におかれまして

は、大変お忙しい中をご出席いただきまして、また、この地球環境保全に貢献をする農業

の役割ということで、大変貴重な、また、幅広いご意見を賜りまして、まことにありがと

うございました。厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 今も皆様方からるるお話がございましたが、地球温暖化問題は、まさに地球全体で取り

組むべき喫緊の課題であると私どもは認識をいたしておりまして、この６月に農林水産省

におきまして策定をしました地球温暖化の総合戦略ということに沿いまして、現在、粛々

と温暖化対策を推進している段階でございます。今後は、ご案内のとおり、京都議定書後

の枠組みづくりに向けました議論というものが活発化するということが想定されるわけで

ございまして、私ども農林水産省といたしましても、我が国の農業分野におきまして、国

際的なこの議論に対応できるように、皆様方からご意見をちょうだいしながら検討してま

いりたいと考えている次第でございます。 

 特に来年は、この地球温暖化問題を主要な議題といたします洞爺湖サミットも開催され

ますし、また、2010年には生物多様性条約の第10回の締約国会議というものも開催される

わけでございます。私ども農林水産省といたしまして、環境保全に貢献する農林水産業の

実現というものを新たな政策の柱といたしまして、こういった機会も十分活用しながら、

積極的に取り組んでまいりたいと考えている次第でございます。 

 本日は第１回会合でございましたが、委員の皆様方におかれましては今後ともよろしく

お願いいたしたいと考えております。 

 本日はどうも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。 

 事務局から、次回のスケジュールにつきましてお知らせいたします。皆様大変お忙しい
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中でございますが、次回は11月30日、金曜日、午前９時半からを予定してございます。時

間が早くて恐縮でございますが、よろしくお願い申し上げます。場所は、決まり次第ご連

絡申し上げます。 

○林座長  それでは、お忙しい中をありがとうございました。本日はこれにて閉会いた

します。 

 

                                 ――了――  

 


