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今後の環境保全型農業に関する検討会（第４回） 

 

平成１９年１２月１２日（水） 

１５：００～１８：００ 

農林水産省第１特別会議室 

 

議 事 次 第 

 

   １．開 会 

   ２．議 事 

    ・農地土壌が有する多様な公益的機能と土壌管理のあり方 

   ３．閉 会 

 



午後 ２時５８分 開会 

 

○事務局 定刻より少し前でございますけれども、第４回の今後の環境保全型農業に関する検討

会を開催させていただきます。 

  農産振興課長の雨宮でございます。どうぞよろしくお願いします。 

  本日は、委員の皆様におかれましては、ご多忙の中お集まりいただきまして、まことにあり

がとうございます。 

  この検討会、今回で４回目となります。これまで、土壌が有する公益的機能を中心にご議論

いただいたところでございますが、気候変動に関する国際交渉の動きもありまして、マスコミ

からも関心を非常に持っていただいております。お手元に報道のコピーをお配りさせていただ

いておりますが、農林水産省が農地の炭素貯留機能について検討を始めたといった報道ですと

か、水田からのメタンの発生抑制技術を検討しているといった報道もあったところです。委員

の先生方のご検討のたまものというふうに思っております。 

  議事に先立ちまして、お手元の資料を確認させていただきます。一番表に大きなＡ３の１枚

紙があり、その下に議事次第、座席表、それから資料１としまして、今日の本題となります農

地土壌が有する公益的機能と土壌管理のあり方（３）という冊子がございます。 

  それから、前回、前々回の資料につきまして、委員のご指摘を踏まえて修正させていただい

たものを改めてお配りさせていただきました。資料２と資料３でございます。資料２のほうは、

第２回目の資料について、有機物施用に伴う炭素貯留増加量の試算をはじめ、委員のご指摘を

踏まえて再精査をしたものになります。それから、資料３の第３回目の資料ですが、こちらも

同様に、委員のご意見を踏まえて、多少字句の修正をしてございます。資料４は今後のスケジ

ュール、それから、その後に参考資料として検討会の開催要領、それから第２回、第３回の速

記録を添付させていただいております。 

  不足等ございましたら、事務局のほうまでお申し出いただきたいと思います。 

  それでは、本日の議事に移らせていただきます。熊澤座長にお願いします。 

○熊澤座長 それでは、いつものように議事に移らせていただきます。 

  本日の会議は午後６時までということですので、よろしくお願いいたします。 

  開催要領に基づきまして、本日の議事は公開といたしまして、議事録は発言者に確認の上で

公表することといたしますので、あらかじめご了承をお願いいたします。 

  農地土壌が有する多様な公益的機能と土壌管理のあり方については、今回が一応の中締めと

いうような形になりますが、このために事務局のほうで、委員の皆様のご議論を踏まえて、有

機物施用に伴う農地土壌の炭素貯留増加量の試算のやり直しを行ったりして、これまでの資料

を再整理しておりますので、まず最初にこれについて紹介していただきます。 

○事務局 環境保全型農業対策室長の福田でございます。 

  資料２をお開きください。10月31日の第２回検討会でお出しした資料ですが、委員のご指摘

を踏まえて修正させていただいておりますので、簡単にご説明申し上げます。 

  １ページから18ページ目までについては、農地土壌が有する公益的機能についての説明でご

ざいます。この内容につきまして、特に伊藤委員から、農地土壌に関する内容と一般の土壌に

関する内容が混在しているので、混乱を招かないよう、両者をきちんと整理すべきというご意

見をいただきました。 

  これにつきましては、例えば５ページ目の本文をごらんいただきますと、一般の土壌に関す

る記述は「土壌」、そして農地土壌に関する記述については「農地土壌」という形で、混乱を

招かないように書きわけておりまして、これ以降もこのような形で記載を統一しております。 



  また、西尾委員から、作物生産機能を、食料安全保障に関連して農地土壌の公益的機能とし

て含めるのであれば、その旨の注記が必要というご指摘をいただきました。これにつきまして

は、飛びまして18ページ目をごらんください。18ページ目の本文の＊印でございますけれども、

「作物生産機能は、食料の安全保障を含むことから、これも農地土壌が有する公益的機能の１

つに位置づけている」という旨を表記させていただいております。 

  委員からご指摘いただいた内容については、これら以外の箇所においても逐次修正をさせて

いただいております。 

  続きまして、19ページ目をごらんください。ここからは農地土壌の公益的機能について、定

量的な評価を試みた箇所でございます。ここから29ページまでの11ページにつきましては、炭

素貯留機能の評価として、有機物の施用に伴う土壌炭素貯留増加量を試算した部分でございま

す。前回は、試算の基礎とするデータとして、都道府県が行う有機物連用試験のうち、全炭素

のデータを継続的に収集し、連用期間が20年以上のものであって、作付面積ベースで上位３つ

の土壌群に属する地区における試験を用いることといたしました。この結果、前回は、水田９

地区、畑８地区の試験データを用いて、炭素貯留機能の試算を行ったところでございます。 

  これにつきまして、岡崎委員から、水田９地点・畑８地点では、全国レベルの炭素貯留増加

量の試算根拠とするデータとしては少ないのでないか、都道府県の農業試験場はもっと多くの

地点で試験を行っているので、これらもなるべく多く試算根拠に含めるようにしてはどうかと

いうご指摘をいただきました。 

  これを踏まえまして、23ページ目をごらんください。今回は試算の基礎として、全炭素含有

率を測定しており、連用期間が概ね10年以上あるものについては、土壌群に関わらず全て用い

ることとして、同様の計算を行うことといたしました。これによって、水田については52地区、

畑については26地区にまで広げることができました。 

  今回の試算につきまして簡単にご説明申し上げます。23ページの表をごらんください。水田

においては、例えば、灰色低地土に属する試験場では、稲わらたい肥、麦わらたい肥又は家畜

ふんたい肥を年間0.5トンから1.5トンの間の量で連用した試験区は13ございました。これらの

試験区における年間炭素貯留増加量をみますと、ヘクタールあたり0.095から1.385炭素トンで、

平均しますと0.472炭素トンでございました。 

  同様に、グライ土であれば、年間0.5トンから1.5トンのたい肥を連用した試験区は10点ござ

いまして、炭素貯留増加量の平均は年間0.406炭素トンという数値になっております。 

  注の２をごらんいただきたいのですが、稲わら0.25から0.75トンは、通常、稲わらたい肥の

0.5から1.5トンに相当するということです。この表では、同じ施用量のところを比較すると稲

わらの方がたい肥よりも炭素貯留効果が高いように見えますが、稲わらは一般に水分含量が低

く、有機質含有率が高いことから、同じ施用量であれば、稲わらの方がたい肥よりも、単純計

算で２倍の炭素貯留効果が見込まれるので留意が必要であるといった内容でございます。 

  次のページは、畑地における試験データの総括表でございます。こちらは、前回の８地点か

ら２６地点に拡大し、土壌の種類についても前回の上位３土壌群から、黒ボク土、褐色森林土、

褐色低地土、黄色土、灰色低地土、灰色台地土の６土壌群にまで拡大しており、その結果をお

示ししております。 

  次のページをごらんください。水田52地点・畑26地点の試験データに基づき、仮に全国の農

地にたい肥を、水田に１トン、畑に1.5トン施用した場合、毎年どのぐらいの炭素が全国の土壌

に貯留されるかについて再度試算したものでございます。前回の試算では年間の炭素貯留増加

量として205万トンという数字をお示しいたしましたが、今回、試算根拠とする地点数を増やし

て再計算しましたところ、年間約220万炭素トン、ＣＯ２換算にして808万ＣＯ２トンという結果



となりました。このボリュームは、我が国の第１約束期間における削減目標量7,566万トンのう

ちの10.7パーセントに相当するものでございます。 

  なお、前回、八木委員から、この試算は限られた連用試験のデータに基づいて行っているも

のであり、不確実性が存在するということ、また、年間炭素貯留増加量は連用を続けていくと

減少していくものであることについて留意が必要とのご指摘いただいておりますので、その旨

を注記いたしました。 

  また、前回、試算に用いる各土壌群の作付面積は地目ベースといたしましたが、熊澤座長の

ご指摘を踏まえ、今回は作付面積ベースでとらえてございます。そのため、水田は約170万ha、

普通畑は約250万haとなっております。 

  次のページをごらんください。前回、八木委員をはじめ、有機物施用を行った場合、水田土

壌からメタンが、水田・畑の両方から一酸化二窒素が追加的に発生するため、炭素貯留機能を

評価するにあたってはこれを差し引かなければならないのではないかというご指摘をいただき

ました。これを踏まえ、前ページの年間220万炭素トンという試算値から、たい肥施用に伴う水

田からのメタン発生増加量を差し引き、農地土壌全体の炭素収支を試算いたしました。 

温室効果ガスインベントリー報告書には、たい肥を施用した場合と、施用しない場合とにつ

いて水田からのメタンの発生量が示されております。例えば低地土につきましては、たい肥を

施用した場合、1平方メートルあたり年間15.3グラムのメタンが発生するのに対して、無施用で

あれば12.2グラムということで、たい肥の施用に伴うメタンの追加的発生量は、この差である

3.1グラムとなります。これを炭素換算とし、また、ヘクタールあたりといたしますと、年間0.178

炭素トンということになります。 

  これに対して、中干し期間を拡大することによって水田からのメタンの発生は減少すること

が知られており、仮にこれを適切に行った場合には、発生量が平均で38.5％削減されるいうこ

とでございます。このため、各土壌群における有機物施用に伴うメタン発生量は、中干し期間

の拡大を行い38.5％の発生抑制がなされた場合と、慣行の中干しで特段の発生抑制がなされな

かった場合とで幅をもってお示しいたしております。 

  これらを全て加味いたしますと、全国の水田に1トン、畑に1.5トンのたい肥を施用すること

によって、農地全体での炭素収支は、たい肥施用に伴うメタン発生を考慮しても、プラス192

万トンから204万トンとなるものと試算されます。 

  なお、水田であれば必ず窒素の過剰によって倒伏が起きるということもありますので、今回

は、たい肥施用に併せて減肥が行われるということを前提としまして、一酸化二窒素の方につ

いては、発生が増加しないというふうに見込んでおります。 

  次のページ、27ページ目でございます。前回、松本委員より、耕作放棄地につきまして、耕

作した場合と、耕作放棄を継続した場合とで、炭素貯留量がどのように変化するか、少し整理

が必要なのではないかとのご指摘をいただきました。このご指摘を踏まえまして、耕作放棄地

における炭素の動向に関するデータをお示ししておりますが、耕作放棄後３年を経過すると、

耕作放棄地の全炭素含有量は24であるのに対して、対照となる水田では10ということで、耕作

放棄地における炭素含有量の方が大きくなっています。そして20年を経過しますと、全炭素含

有量は、対照田では12とほとんど変化がないのに対して、耕作放棄地では57にまで増加し、そ

の差がさらに拡大しております。 

  他方、長期間耕作放棄するということにつきましては、食料の安定供給面のみならず、畦畔

の崩壊等による水源涵養機能あるいは洪水防止機能、土砂崩壊防止機能などが低下するなど、

農業全体としての環境保全機能が低下すると思われます。こういうこともございまして、やは

り適切な営農管理によりまして、農地土壌の機能を保全・向上していくことが必要ではないか



というふうに考えているところでございます。 

  続きまして、28ページ目をごらんください。これは土壌環境基礎調査における定点調査、実

際の農家の圃場におきまして、何らかの有機物施用を行っている圃場とまったく施用していな

い圃場とで、どの程度炭素含有量に差が出ているかについてデータをお示ししたものでござい

ます。 

29ページは、これに基づき、農家が現状において行っている土壌管理に伴って、仮に何の有

機物施用も行わなかった場合と比べて、毎年、全国の農地にどの程度の炭素が貯留されている

かを試算したものでございます。前回、197万トンと試算しておりましたが、若干数値を精査い

たしましたところ、これを210万トンに修正させていただいております。 

  続きまして、33ページ目をごらんください。これは、有機物の施用による土壌炭素の貯留効

果は、その施用する有機物の種類や、あるいは施用量によって異なることをお示ししたデータ

です。この部分につきましても、前回と比較してかなりの試験データが集まったこともござい

まして、充実してございます。 

  最後に、44ページ目をごらんください。これは、熊澤座長より、我が国においても適切な土

壌管理を行わなければ、土壌侵食がかなりの規模で起こるのではないかというご指摘をいただ

きましたことを踏まえ、仮に土壌侵食防止のための措置が講じられない場合、どの程度の土壌

流亡が起こるかを推計したものでございます。推計手法につきましては割愛させていただきま

すが、畑や樹園地では何らの対策も講じない場合、年間380万から820万トンの作土が流亡する

というふうに推計されております。この量につきましては、２から4,000ヘクタールの農地の作

土の量に相当するものでございます。 

  また、これをヘクタール当たりとして見ますと、年間2.5トンから5.5トンとなり、我が国で

は降水量が多く、急峻な地形が多いことから、もし何もやらなければ、アメリカ以上の土壌流

亡が起こるのではないかと見込まれるところでございます。 

  次をごらんください。傾斜がほとんどない土壌における土壌流亡量を計算した結果でござい

ます。試算の１は、先ほどと同じ流亡予測式に基づき、傾斜がほとんどない裸地土壌における

土壌流亡量について、全国平均値を計算した値でございます。ヘクタール当たり0.59トンとい

うことで、先ほどの数字よりはかなり小さくなるわけでございますが、軽トラックの２台分ぐ

らいの土壌が流れていくということございます。 

  そして、試算２におきましては、同様の式を用いて、降雨量が多く、流亡が起こりやすい土

壌群に属する九州Ａ県における土壌流亡量を試算しておりますが、こちらでは、ヘクタールあ

たり2.25トンが流亡すると見込まれるところでございます。 

  第２回検討会の資料の主な変更点は以上でございます。 

  続きまして、資料３、11月12日第３回の検討会の変更点を説明させていただきます。 

  まず、10ページ目をごらんください。ここ以降、諸外国の取組みをご紹介した資料でござい

ます。これらの資料につきまして、西尾委員より、各国の施策は環境負荷の低減等の観点から

行われているものも多く、そのすべてが公益的機能に着目したものではないので、誤解を招く

おそれがあるのではないかとのご指摘をいただいいたことを踏まえ、修正をしております。 

  具体的には、例えば15ページ目をごらんください。○の２つ目でございます。「なお、ＥＵ

は、ＥＵ理事会規則に基づいて」という部分以降を修正してございます。「農業生産活動に伴

う環境負荷の低減等の観点から、環境直接支払が実施されている」ことを明記し、この環境直

接支払制度の目的が必ずしも公益的機能の保全にあるものでない旨を明示させていただいてお

ります。 

  これに関連しまして、26ページ目をごらんください。これは、熊澤座長のほうから、我が国



の農業環境施策も、従来の土壌保全対策に加えて、本年から農地・水・環境保全向上対策を導

入するなど充実が図られてきているので、それについてもきちんと紹介しなければ片手落ちで

はないかというご指摘をいただきました。これらを踏まえまして、新たに１ページを設けて、

農地・水・環境保全向上対策やエコファーマー支援、有機農業推進法等について簡単にご紹介

させていただいております。 

  簡単でございますが、主な変更点は以上でございます。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

  前回までの資料について、いろいろ修正をしてあるわけでございますけれども、これについ

てもいろいろご意見があろうかとも思いますが、後でまとめてお受けするということにいたし

まして、次に進みたいと思います。 

○事務局 それでは、資料１でございます。農地土壌が有する多様な公益的機能と土壌管理のあ

り方（３）でございます。 

  １枚めくりまして、目次をごらんください。本日の内容につきましては、大きく２つござい

ます。１つ目は今後の土壌管理のあり方、２つ目は、適切な土壌管理を推進するための今後の

施策のあり方ということで、いずれもこれまでのご検討を踏まえ、今後の方向性について一定

の案をお示しさせていただいております。 

  １ページ目をごらんください。これまでの３回のご議論を踏まえて、土壌管理のあり方につ

いて基本的考え方を整理したものがこの紙でございます。読み上げさせていただきます。 

  基本的な考え方といたしまして、土壌への有機物の施用や適正な施肥、的確な耕うん等の適

切な土壌管理につきましては、安全で良質な農産物の生産あるいは収量の増加等の生産性の向

上を図る上で極めて重要なものでございます。 

  これに加えて、適切な土壌管理につきましては、冷害や干害等の影響を受けにくい安定的な

生産の確保を通じて、国民に対する食料の安定供給を図る機能があるということ。そして、２

点目といたしまして、土壌への炭素貯留を通じて、地球温暖化の防止に寄与するということ。

３点目といたしまして、有機性資源の土壌への還元など、窒素や炭素の循環利用の促進を通じ

て、循環型社会の形成に資するということ。４点目といたしまして、多様な物質のろ過、吸着、

分解という機能を通じまして、水質や大気の浄化を図るという機能があるということ。５点目

としまして、多様な生物の生息環境の提供を通じまして、その中にある遺伝資源や地域の生態

系の保全につながっているということ。このように、土壌には、作物生産のみならず、多様な

公益的機能があるというふうに考えているところでございます。 

  一方、現状を見ますと、有機物施用量の減少、あるいは土壌診断に基づかない不適切な施肥

による養分過剰や、養分バランスの悪化などによりまして、土壌管理の粗放化が進んでおりま

す。このため、今後、作物生産のみならず、土壌が有する多様な公益的機能の発揮にも支障が

生じることが懸念されているところでございます。 

  このため、今後は、土壌の有する多様な公益的機能を将来にわたって維持・向上させていく

観点から、適切な土壌管理の推進を図っていくことが重要ではないかと考えてございます。 

  ２ページ目をごらんください。土壌管理の目標ということで、適切な土壌管理を生産現場に

きちんと広く普及していくためには、明確な取組目標が必要であり、また、定期的に政策の成

果というものを検証していくためにも目標というものが必要であると考えてございます。この

ため、今後は、これまでの土壌中の有機物含有量及び土壌中の養分バランスに係る目標に加え

まして、適切な土壌管理を通じた土壌の有する公益的機能の発揮に係る達成目標について設定

してはどうかという提案でございます。 

  具体的には、例えば土壌中の有機物含有量の増加目標については、いわゆるアウトプット指



標的なものとして、稲わらたい肥換算で水田には１トン、畑には1.5トン以上の有機物を施用す

るという目標。アウトカム的な目標として、土壌の有機物含有量に係る改善目標を何割以上の

農地で達成するということ。土壌の養分バランスの適正化の観点からは、毎年何割以上の農家

が土壌診断を実施するというアウトプット目標。アウトカム目標としては、土壌の養分バラン

スに係る改善目標を何割以上の農地で達成するといったことものを例として挙げてございます。 

  これらに加えまして、より上位の目標として、その下でございますが、安全で良質な農産物

の安定的な生産、多様な土壌の公益的機能の発揮、あるいは土壌炭素貯留機能の発揮というこ

とで、土壌炭素貯留量を何万トン増加させるという目標、こういうものが考えられるのではな

いかと考えてございます。 

  ３ページ目をごらんください。続きまして、農地土壌の公益的機能を高める土壌管理のあり

方についてであります。 

  まず、１点目として有機物の施用でございます。これまで整理してきたように、有機物の施

用につきましては、農地土壌の多様な公益的機能の発揮に不可欠なものでございます。このた

め、引き続き、稲わらたい肥換算といたしまして、水田では１トン以上、畑では1.5トン以上を

施用することを目標としていくことが適当ではないかというふうに考えているところでござい

ます。 

  まず水田におけるたい肥等の施用の評価でございます。左の表を見ていただきますと、横軸

には冷害年の収量、これは生産の安定化ということで、作物生産機能に結びつくものであろう

と思っております。陽イオン交換容量、これは保肥力の指標となるものでございますので、物

質循環機能、あるいは水質・大気の浄化機能につながるものと考えているところでございます。

そして、年間炭素貯留増加量につきましては、土壌炭素の貯留機能に結びつくものでございま

す。そして、一番右にメタンの純発生量でございます。 

  縦軸は、上から、化学肥料単用の場合、稲わらすき込みを行った場合、そしてたい肥を施用

した場合となっております。いずれの項目を見ましても、メタン発生量を除くと、稲わらすき

込みでもたい肥施用でも、化学肥料のみを用いた場合と比較して、一定の効果があるというふ

うに見られるところです。ただ、その効果は稲わらすき込みよりもたい肥施用の場合の方が高

いということが見て取れます。 

  こういうことを踏まえると、水田における有機物施用については、稲わらすき込みよりも、

たい肥の利用を基本として考えていくべきではないかということをご提案させていただいてい

るところでございます。 

  なお、耕畜連携の強化について、これは現在も推進しているものでございますが、右側の図

に、そのメリットについて簡単に整理してございます。まず一番下、耕種サイドのメリットで

ございますが、収量の向上等による経営の安定化、たい肥散布労働力の軽減、あるいはたい肥

の安定的な確保といったものがございます。畜産サイドにおきましては、低コストで良質な稲

わら飼料あるいは敷料の安定確保、あるいはコントラクターの冬場の作業量の確保といったメ

リットがございます。また、地域全体のメリットといたしましては、持続的農業等地域農業の

振興や地域環境の保全、地域内の有機物資源の循環利用といったメリットがあるというふうに

考えているところでございます。 

  続きまして４ページ目でございます。水田における稲わらすき込みについて評価したもので

ございます。例えば北陸や東北といった稲作地帯におきましては、近隣に畜産農家が存在しな

いなど、たい肥を容易に確保できない場合がございます。このような場合は、稲わらの利用を

基本としながら土づくりを進めることが重要であると考えております。 

下の表に、その稲わらのすき込みの時期によって、収量あるいは温室効果ガスの発生量がど



のように違うかについて整理してございます。収量については、秋すき込みの方が春すき込み

と比べて高くなる。温室効果ガスの発生量は、春すき込みよりも秋すき込みとした場合、388

から220へと抑制され、さらに石灰窒素を施用した場合には、メタンの発生量がさらに下がりま

す。このような観点から、稲わらすき込みによる土づくりを行う場合には、やはり秋すき込み

を推進すべきではないかと考えているところでございます。 

  次に５ページ目をごらんください。畑作における有機物施用についてでございます。 

  畑作についても、やはりたい肥の施用を基本とすべきと考えられますが、肥料的効果の大き

い家畜ふんたい肥の施用は、窒素を初めとする土壌中の養分の過剰を引き起こすおそれがある

ことから、分解・減少する土壌有機物を補給するという観点あるいは炭素の補給をするという

観点からは、やはり必要に応じて、肥料的効果が小さく有機物集積効果の高いバークたい肥や

地力増進作物を組み合わせて施用を進めるべきではないかというふうに考えているところでご

ざいます。また、近隣に畜産農家が存在しない場合については、地力増進作物の導入を進める

べきではないかと考えてございます。 

  左側の表をごらんください。有機物の種類ごとの施用効果ということで、一番左側に初年度

の分解速度が書いてございます。分解が速やかということは微生物による分解が速く進むとい

うことで、その具体的なメルクマールとしてＣ／Ｎ比を用いております。Ｃ／Ｎ比については、

右下の点線の囲みにございますが、有機物中の窒素含有率に対する炭素含有率の比であり、分

解の目安となるものでございます。Ｃ／Ｎ比が小さい場合、つまり窒素の含有率が相対的に高

い資材については、分解が早いので、肥料的効果が高いということになります。逆に、Ｃ／Ｎ

比が大きい場合、これは窒素の含有率が相対的に低い場合でございますけれども、この場合は、

一般的に分解速度が遅く、有機物の集積効果が高いということになります。 

  肥料的効果の高いものといたしましては、余剰汚泥とか鶏ふんとかいうものが、逆にＣ／Ｎ

比が高く有機物集積効果が高いものとしてはバークたい肥などがございます。 

  次に、緑肥についてでございますが、赤クローバーとかヘアリーベッチ、大豆といったマメ

科植物についてはＣ／Ｎ比が低く、肥料的効果が高い。逆に、エンバク、トウモロコシ、ソル

ガムといったイネ科の植物については、Ｃ／Ｎ比が30以上ということで非常に高く、分解が遅

いので土壌への有機物集積効果が高いわけでございます。 

  ６ページ目にお進みください。続きまして、有機物の施用方法について整理したものでござ

います。特に下層土の物理性あるいは化学性が不良であるために生産性が低い土壌については、

土壌炭素の貯留の観点から、作土の下層に当たる心土という部分に有機物施用を進めるべきで

はないかという提案でございます。 

特に近年注目されているのが有材心土耕、これは心土へ有機物を施用する方法でございまし

て、通常、表土を除いて心土に有機物を筋状に入れて土壌改良を図るという方法になります。

対象土壌としては、作土が浅く20センチ以下であるような土壌、心土の腐植含有率が５％未満

の土壌、あるいは土壌の緻密度が高い土壌、すなわち硬い土壌、さらには透水性が悪い土壌で

ございまして、こういった土壌についてはバークたい肥といった土壌改良的効果の高いものを

心土に入れることによって土壌改良が進むということでございます。通常の投入量はバークた

い肥10アール当たり10から20トン程度で、これによって10年から15年にわたって効果が続くと

いうことでございます。 

  効果といたしましては、土壌が膨軟化する、あるいは透水性が改善する、あるいは根の発達

が高まるといったものが期待されます。具体的には右側の表に示しておりますが、有材心土耕

を行った場合と行わなかった場合とで土壌の物理性と収量を比較したものでございます。孔隙

率については、有材心土耕を行うことで33.6から39.1に向上します。また、気相率や心土根量、



また収量のいずれを見ましても、やはり有材心土耕のほうが良好な結果となっていることが見

て取れます。 

  ７ページ目にお進みください。樹園地における有機物施用についてでございます。左側の表

に、主な果樹産地における土づくりの実態をお示ししてございます。みかんについては愛媛、

和歌山の例を挙げさせていただいております。草生栽培、敷わら、たい肥施用のいずれについ

ても、生産面での効果がなかなか見えにくいということもあって、実施率は低くなっているよ

うです。次に青森のりんごですが、草生栽培がかなり進んでいる一方で、敷わらとかたい肥の

施用はなかなか進んでいない現状にございます。山梨のぶどうについては、草生栽培について

は、ぶどうとの肥料成分の競合が起こるとことがあり、実施率は低いということです。一方で

たい肥を施用する例は多いということでございます。福島のももについては草生栽培がかなり

進んでいるところでございます。 

  草生栽培につきましては、地上部のみならず根も有機物として土壌に還元されます。そうい

うことから、土壌の理化学性の改善のみならず、土壌炭素の貯留にも非常に効果が高いもので

ございます。さらに、土壌侵食の防止、余剰な肥料の成分の園地外への溶脱・流出の防止、あ

るいは雑草抑制にも効果があり除草剤の低減にもつながるわけでございます。このような観点

から、樹園地におきましては、地域の実態に合わせながら、草生栽培あるいは敷わら、たい肥

の施用によって有機物の土壌への還元を進めていくべきではないかというふうに考えていると

ころでございます。 

  草生栽培の効果を右側の表にまとめてございますが、試験結果を見ますと、草生栽培によっ

て、土壌の孔隙率や炭素含有率が高まるといった結果が示されております。 

  ８ページ目をごらんください。適正な施肥についてであります。土壌中の養分過剰や塩基バ

ランスの悪化等につきましては、これまで整理してきましたように、生育障害による収量・品

質の低下、あるいは環境への負荷を招くおそれがございます。養分過剰の土壌では、土壌微生

物の活性が低下するため、物質循環機能あるいは水質等の浄化機能等の土壌の多様な機能の発

揮にも支障が生じることから、引き続き土壌診断あるいは作物診断に基づく適正な施肥を進め

ることが必要と考えているところでございます。 

  また昨今、肥料価格が高騰する中で、適切な施肥を推進することによりまして、生産コスト

の面からもメリットがあるわけでございます。 

  土壌診断に基づく施肥対応の手順を左側にお示ししてございます。中央に施肥基準がござい

ますが、北海道では、窒素、リン酸、カリをそれぞれ10アールあたり14、20、14キログラム施

用することが基準とされております。土壌診断を行った結果、例えば交換性カリが10ミリグラ

ムといった結果が出た場合、施肥対応としては、施肥率を130％とし、14キロの1.3倍、18.2キ

ロのカリを施用することになります。 

  他方、診断の結果、交換性カリが40ミリグラムという結果が出た場合については、施肥率は

60％とし、施肥量を8.4キログラムに抑制するということになります。 

  参考として、土壌診断の実施頻度が右側の表にございますが、土地利用型作物については大

体３年から５年に１回、露地作物では大体１年から３年に１回、施設栽培については毎年とい

うのが目安になっているところです。 

  続いて９ページ目でございます。的確な耕うんについてでございます。我が国においては、

温暖多雨で雑草の発生が多いこと、あるいは水田が中心であることなどの特性を踏まえますと、

的確な耕うんというものを基本とすることが適当ではないかというふうに考えているところで

ございます。 

  一方、水稲、麦、大豆におきましては、省力化あるいは適期播種の確保の観点から、不耕起



栽培技術の確立が進められてきたところでございまして、水稲につきましては、近年除草にか

かる課題を解決するために、不耕起栽培と冬期湛水とを組み合わせた栽培体系が広がりつつあ

るところでございます。こうした不耕起栽培につきましては、適地においては土壌の物理性の

改善効果、あるいは土壌への炭素の貯留、生物多様性の保全といった効果も有することから、

今後、一定の条件を満たす適地においては不耕起栽培を推進していくことが適当ではないかと

考えているところでございます。 

  なお、水稲の場合、一酸化二窒素が施用後、入水までの期間、また、水稲収穫後の非湛水期

間に発生することについて留意が必要と考えてございます。 

  不耕起栽培の適地について下の表に整理してございます。水稲の乾田直播については、関東・

東海以西の地域の、いわゆる用水不足の懸念のない水田が適地であるということでございます。

移植栽培の場合は、グライ土における適応性が高い一方で、漏水田では減水が大きくなり、生

育が不良となるため適さないということでございます。 

  次のページをごらんください。水稲の不耕起栽培の適地を左上の日本地図に示しております

が、黄色く塗ってある地域が適地となってございます。 

  また前のページに戻っていただきます。次は麦、大豆における浅耕・不耕起栽培でございま

す。クラストができやすい赤色土、黄色土が多い地域が適地となっていりますが、これについ

てはまた次のページへお進みください。右下にクラストについての説明がございますけれども、

これは土壌表面が密圧されて乾燥密度の高い薄い層ができたものでございまして、このクラス

トができますと、雨水の透水量が低下する一方、水食とか干ばつの影響を受けやすいというこ

とで、湿害にもあいやすいし、干ばつにもあいやすくなります。こういう土壌が多い地域につ

いては、耕起するよりも不耕起としたほうがクラストが形成されないため、不耕起に適してお

ります。左下の日本地図上に麦・大豆の場合の不耕起の適地を示しておりますが、クラストの

できやすい関東以西、そして排水不良が発生しにくく、地耐力のある黒ボク土が多い関東平野、

こういうところでは不耕起に適するのではないかと考えております。 

  また９ページ目にお戻りください。麦・大豆の有芯部分耕栽培ということで、播種部分を不

耕起として、条間を耕起する栽培技術でございまして、これについては、湿害と乾燥害の両方

が問題となるような地域で有効であるということでございます。 

  具体的には、また次の10ページ目を見ていただきますと、右上に参考３として、有芯部分耕

に関する試験データがございます。上段は乾燥時の土壌水分率のデータですが、全層耕起をし

たときは、上部の水分率が13.2％、下部で21.9％となっております。有芯部分耕の場合は下部

を耕起しませんので、下部の水分率は、全層を耕起したときに21.9％であるのに対して有芯部

分耕では36.6％となっており、乾燥時に強いということが示されております。 

  下段の方が湿潤時のデータになりますが、全層を耕起した時は上部で31.4％、下部で65.1％

と、かなり水分率が高くなります。一方、有芯部分耕とすることで、湿潤時における下部の水

分率は全層耕起の場合と比べて約10％低く、56.4％となっております。このように、有芯部分

耕は乾燥時と湿潤時の両方に強い耕起方法といえると考えております。 

  続きまして、11ページ目をごらんください。土壌改良資材の施用についてでございます。左

側の表に、地力増進法の政令指定土壌改良資材のうち主なものについてその効果を記載してご

ざいます。まず、泥炭、ピートモスですが、アシとかヨシなどの植物を堆積・腐食させたもの

でございます。この泥炭については、土壌の膨軟化あるいは保水性の向上といった効果がござ

います。続いてバークたい肥、これは樹皮ですが、これを入れたたい肥は土壌を膨軟化する効

果があります。木炭については土壌の透水性改善の効果が見込まれます。 

  このように、土壌改良資材には、土壌の物理性、化学性、生物性の改善に効果がございます



ので、土壌の改良の目的に応じて、適切な土壌改良資材を選択し、施用を推進していくべきで

はないかということを提案させていただいております。 

特に木炭につきましては、土壌の透水性の改善のみならず、土壌炭素の貯留、あるいは土壌

が有する水質浄化機能の発揮にも非常に効果が高いということでございますので、地域の林業

との連携等、その施用を拡大するための課題について、引き続き検討すべきではないかという

ことを提案させていただいております。 

  右側に、具体的な連携のイメージを示しておりますが、ここに農業・林業それぞれにとって

のメリットを整理しております。木炭の土壌改良資材としての利用を通じた林業との連携によ

り、林業サイドには、林産物の用途の拡大や林業経営の安定といったメリットが、また、一番

下の農業サイドには、土壌の改良や農業経営の安定化といったメリットがございます。さらに、

真ん中の国、地方レベルでのメリットとして、地球温暖化防止や地域の有機性資源の循環利用

といったものがございます。 

  12ページ目をごらんください。続いて、多毛作、輪作等の推進についてでございます。 

  土地利用率の低下が進む中で、土壌養分の地下水への溶脱等の抑制や土壌流亡の防止といっ

た観点に加えまして、土壌炭素の貯留の観点からも、冬期間の作付けなど多毛作の取り組みを

推進していくべきではないかと考えております。特に、畑作におきましては、各地域の実態に

応じた輪作体系がつくられておりますが、土壌中の有機物の分解が大きくなるということもご

ざいますので、地力増進作物の導入等によって、土壌炭素含有量の維持など、地力の増進に努

めるべきではないかと考えてございます。 

  右側に地力増進作物を組み入れた輪作体系の例を掲げておりますが、例えば北海道では、秋

播き小麦の後に緑肥用エンバクを入れた夏まき緑肥体系がとられております。また、東北地方

では、にんにくの後作のソルガムを導入し、土づくりを行っている例がございます。 

  13ページ目をごらんください。土壌侵食の防止のための対策についてでございます。 

  我が国は、降水量が多いことに加えて、急峻な地形に農地を有しており、畑地では土壌侵食

が発生する可能性が高くなってございます。こうした土壌侵食を軽減するために、引き続き各

種の取り組みを推進すべきではないかということを提案させていただいております。 

  具体的には、水食対策といたしまして、等高線に沿った畝立て、侵食により生じた溝の速や

かな修復、土壌の透水性の改善、あるいは地表面の流水速度を下げるための斜面分割、植物等

による地表面の被覆、あるいはグリーンベルトの設置、こういった取り組みが必要かと思いま

す。 

  風食対策としては、畝の間隔を狭くして、風に対して直角に畝立てをするような措置、ある

いは植物による地表面の被覆、こういった取り組みが必要ではないかと思っております。 

  14ページ目でございます。続きまして、第２節として、適切な土壌管理を推進するための今

後の施策のあり方についてでございます。 

  まず、基本的な考え方といたしまして、適切な土壌管理は、地力の増進を通じて、農業所得

の向上に資するものでございます。ただ、特にたい肥等の有機物の施用につきましては、短期

的に見た場合はその効果が見えにくいことから、なかなか農業者の自主的な取組みにゆだねた

場合に、その取組みが進みません。 

  一方で、適切な土壌管理の推進は、今まで整理してきたように、農地土壌が有する多様な機

能の発揮に重要な役割を果たしているところでございます。こうした公益的機能を将来にわた

って維持するためには、国としては、地方公共団体あるいは農業者との役割分担のもとで、次

の大きく４点から、施策を組み立てることが必要ではないかということで提案させていただい

ております。 



  １点目は、農地土壌の実態を的確に把握するためのモニタリング体制の確立、２点目といた

しまして、適切な土壌管理を推進するための技術開発、技術指針の策定、技術指導の実施、３

点目といたしまして、適切な土壌管理を推進していくための農業者等に対する支援の実施、４

点目といたしまして、適切な土壌管理の重要性についての国民に対する理解の増進、これらの

４点について今後の施策のあり方を提案させていただいております。 

  下の表には、農地土壌の多様な機能の受益者を整理しておりますが、例えば作物生産につき

ましては、農業者の所得向上につながるものであり、主たる受益者は農業者となりますが、国

民全体にも食料安全保障や保険機能、地域にも農業の振興を通じて一定の便益があると考えて

おります。炭素貯留等地球環境保全につきましては、受益者が特定されないということもござ

いまして、国民全体が受益するものであると思ってございます。水質浄化等地域環境保全につ

きましては、地域環境の改善を通じて、主たる受益者は地域住民になろうかと考えております。 

  15ページ目をごらんください。今後の施策のあり方のうち、土壌の実態を把握するためのモ

ニタリング体制の確立についてでございます。 

  農地土壌の機能を保全していくためには、都道府県等と連携を図りながら、国が主体となっ

て、農地土壌の実態を長期にわたって継続的にモニタリングする体制を構築することが必要で

はないかというふうに考えてございます。 

  この関係については、下の表に示してございます。まず、一番左側の主に生産性向上の観点

から行う土壌調査ですが、我が国では従来、一部国の補助金によって行ってきたわけですが、

平成17年の税源移譲により都道府県に移行されました。ここでは、主な分析項目といたしまし

て、窒素、リン酸、カリといった土壌の理化学性の観点からの分析が行われております。分析

結果の公表は都道府県ごとに実施しておりますが、全国レベルでのとりまとめは、今のところ

行われてございません。 

  他方、その隣でございますけれども、公益的機能の保全の観点からの土壌調査でございます。

このような調査は現状行われておりませんが、これは多様な公益的機能の源泉となる土壌資源

の保全というのが目的となろうかと思います。調査主体はやはり国ではないかと考えてござい

ます。調査項目としては、土壌炭素など、公益的機能の発揮に関連した項目を調査し、全国段

階でとりまとめた上で、ホームページで公表していく必要があろうかと思います。 

  諸外国、例えばＥＵにおきましては、現在、農業生産活動に伴う環境負荷の低減や土壌資源

の保全といった観点から、ＥＵと各加盟国とが、それぞれ調査を実施しております。分析項目

は、窒素、リン酸、カリといった土壌の生産性に関わるものに加えて、有機炭素や生物につい

ても調査されているところでございます。結果については、ホームページ等で公表されている

ほか、土壌図等も一般の利用に供されているところでございます。 

  米国については、土壌侵食の防止や土壌資源の保全といった目的において、連邦政府が中心

となり、５年間で80万点の土壌調査を実施しております。分析項目は、土壌侵食に係るものが

中心でございまして、こちらもホームページ等で公開されているところでございます。 

  16ページ目をごらんください。これは、平成15年６月に日本学術会議が公表された、「土壌

資源の保全を求めて」というご提案の中で、土壌資源情報の整備の必要性についてとりまとめ

られたものでございます。簡単にご説明申し上げますと、人類はその生存に必要な食料、環境、

エネルギーを確保し続けることができるのであろうかと。土壌は、人類の生存に必要な食料と

資材の持続的な生産の保障と地域や地球環境の保全に重要な役割を果たしている資源でござい

ます。 

  土壌は、植物に水や養分を供給するとともに、その公益的機能として、水やさまざまな物質

の貯留、あるいは浄化、緩衝、変化を通じて、地球上の物質循環に大きな役割を果たしている。



さらに、動植物、微生物の多様性の保全、景観や文化的遺産の保全、工業製品の原料の提供な

どの役割も担っている。 

  このような土壌の機能の状態を調査、分類に基づいて図示し、さまざまな情報を提供するの

が土壌資源情報整備の役割であって、その活用の場面というものが表１にございますが、具体

的には農林業、農山村開発、土地利用計画、環境保全すなわち土壌炭素の蓄積とか生物多様性

の保全、水質の保全・汚染防止などさまざまな場面で活用できるものであり、特に最近では環

境の保全や、あるいは土地利用計画での重要性が増している。 

  しかしながら、土壌資源調査につきましては、その重要性にもかかわらず、直接の生産活動

とみなされず、その利益やコスト効率の算定が難しいため、予算面では非常に活動が縮小され

ている現状にございます。また、この事業そのものの縮小にとどまらず、土壌調査専門家の育

成や情報の整備の更新も進まず、土壌資源調査の枠組み自身が崩れようとしているということ

で、健全な土壌資源を次世代に継承するために、緊急の対応が必要であるというご提言がある

ところでございます。 

  17ページ目をごらんください。モニタリング体制の構築についてでございます。 

  農地土壌のモニタリング結果につきましては、国民共有の財産として、国が全国のデータを

とりまとめて、ホームページ等によって広く関係者に提供することが必要ではないかと考えて

いるところでございます。また、モニタリングで得られた土壌データにつきましては、農業者

に対する営農指導だけではなくて、農地土壌の炭素貯留など、今後地球温暖化対策に係る国際

交渉を進める上でも重要になります。一方で、この農地土壌に係る精度の高い調査を行うこと

ができる人材というのは、右側のグラフにお示ししていますが、近年減少傾向にございます。

土壌断面調査の技術をもった都道府県の職員の方は、昭和42年から平成９年の30年間の間に、

320人から199人ということで、約４割減少しました。また、９年から平成19年の10年間で、さ

らに４割減ってございます。 

  このような状況の中で、国が主体となって農地土壌のモニタリングを行うに当たっては、そ

のデータの信頼性確保の観点から、土壌調査を行う人材の育成確保に努めるべきではないかと

考えているところでございます。 

  18ページ目をごらんください。技術開発、技術指針の策定、技術指導の実施についてでござ

います。 

  土壌管理の基本であるたい肥等の有機物施用の推進に当たりましては、耕種農家のニーズに

即した成分・腐熟度の安定したたい肥を供給していくことが不可欠ということでございます。

引き続き、良質なたい肥の生産方法に関する指導者への研修を行っていくことが重要と考えて

いるところでございます。 

  また、利用者である耕種農家の使いやすさを高めるために、たい肥の土づくり資材としての

表示の適正化や、肥料成分をバランスよく含むたい肥の生産・流通を促進するための方法につ

きまして、耕種農家やあるいは畜産農家の声を踏まえて検討することが必要ではないかと考え

ているところでございます。 

  具体的な課題と対応方向について、左側に書いてございます。課題といたしまして、その含

有する成分、腐熟度にばらつきがある、あるいは窒素成分が多すぎるものがある、土づくり資

材として利用する場合、農家段階でたい肥の品質についての区別が難しい、また、窒素、リン

酸、カリのバランスが悪いといった品質面の問題もございます。 

  対応方向といたしましては、良質なたい肥の生産方法に関する研修、たい肥の土づくり資材

としての利用拡大を図るための表示の充実、そして、たい肥と化学肥料を混合した場合の肥料

取締法上の取扱いに関する検討という３点を挙げてございます。現行の取扱いでは、たい肥と



化学肥料を混合した場合、肥料取締法上の表示が認められていないことから、その道を開くべ

きではないかというのが検討課題ではないかと考えております。 

  19ページ目をごらんください。たい肥等の有機物の過剰な施用につきましては、これまで整

理してきましたように、土壌中の養分過剰、あるいは地下水等の水質への負荷を拡大すること

になります。適正な施肥を推進する観点からは、たい肥の利用の拡大とあわせて、たい肥の肥

料成分を勘案した減肥について、改めて農業者に対する指導を徹底することが必要ではないか

と考えております。 

  左の表は、都道府県に対する実態調査の結果でございますけれども、施肥基準等において土

づくり資材の成分を勘案した施肥指導をしている都道府県は38ございますが、このうち、その

具体的な減肥量又は計算式を示している都道府県は19県しかございません。 

  成分ごとに見ますと、窒素については19県すべてが減肥量又は計算式を明示してございます

が、リン・カリについてはそれぞれ６県、７県と少なくなっております。 

  そして、農家段階での過度なたい肥の使用を抑制するという観点から、わかりやすい指標と

して、たい肥等の施用量の上限の目安を示すことを検討する必要があるのではないかと考えて

おります。関連して、右下に、たい肥施用の基準値について北海道の例を掲げております。北

海道においては、たい肥の施用に関して下限値と上限値を定めておりまして、水稲においては

下限値１トン、麦では下限値１トン、上限値３トンといった形で、基準を定めているところで

ございます。 

  20ページ目をごらんください。さらに、土壌診断に基づく適切な施肥を推進するためには、

普及組織における指導体制の強化に加えて、土壌診断に関する資格制度の見直し、あるいは研

修の見直し・充実を通じまして、土壌診断結果を踏まえた適切な施肥に関する指導が行えるよ

うな民間の人材を育成・確保していくべきではないかと考えております。 

右下に、青い棒グラフといたしまして、全農で行われている施肥診断技術者養成講習会の受

講者数の推移をお示ししておりますが、近年、受講者数は右肩下がりになってきているわけで

ございます。 

  参考として、施肥診断技術者についてのご説明を右側に書いておりますが、施肥診断技術者

とは、土づくりと施肥設計の指導を行う技術者を養成することを目的に、全農が主体となって

研修を行い、試験を経て認定を行っているものでございます。 

  21ページ目をごらんください。適切な土壌管理を推進するための技術開発等についてでござ

います。 

適切な土壌管理を推進していくに当たっては、国が主体となって、我が国農地土壌がどの程

度の炭素処理能力を有しているのか、あるいはどのような営農活動が公益的機能の発揮に効果

が高いのかなどについて、試験研究の加速化を図るとともに、この成果を都道府県の試験研究

機関や普及組織との連携のもとで、地域の実態に応じた形で普及させていくことが重要ではな

いかと考えているところでございます。 

  さらに、国レベル、農家レベルでの土壌管理方法の変更が、炭素貯留量にどの程度の変化を

及ぼすかについて予測できるように、炭素貯留に係る予測モデルを早期に開発すべきではない

かと考えております。 

  下に、現在行われている試験研究の内容をご紹介してございますが、まず農林水産業に与え

る影響評価ということで、モニタリングや影響評価の研究が行われております。こうして得ら

れた知見に基づき、農林水産生態系の炭素循環の解明や、温暖化に伴う環境変動に対処するた

めの技術開発などを行っているところでございます。これらによって、温暖化による農林水産

業への影響防止、第１約束期間における排出量の削減、第１約束期間以降の温室効果ガス発生



量削減義務の対応といった課題に貢献していくことができるのではないかと考えてございます。 

  22ページ目をごらんください。適切な土壌管理を推進するための農業者等に対する支援につ

いてでございます。 

現行では、有機物供給施設の整備に対する助成を行っているところですが、これらに加えて、

コントラクター等を対象に、たい肥の調整・保管施設の整備、散布労力の軽減を図るためのた

い肥ペレット化装置の整備、そしてたい肥散布機械の整備といったものに対する支援が必要な

のではないかと考えております。 

  不耕起栽培につきましては、技術実証ほの設置などを通じて、モデル的な取組みへの支援を

進めてはどうかと考えているところでございます。 

  23ページ目をごらんください。農業者等に対する支援についての続きでございます。 

諸外国では、前回ご紹介いたしましたように、農地土壌が有する炭素貯留機能といった公益

的機能の向上を図るために、農業者が行う土壌管理に係る掛増経費等に着目して支援を行って

いる例が見られます。我が国において同様の支援を導入するのに当たっては、大きく３点の検

討が必要であると考えております。具体的には、１点目といたしましては、公益的機能に関す

る科学的知見の一層の集積を図ること、２点目としては、土壌が有する多様な公益的機能につ

いて国民の理解を醸成すること、３点目といたしまして、農家が自らの営農活動として行う取

組みと社会が一定の負担を行いながら推進すべき取組みの境界線、いわゆるリファレンスレベ

ルをきちんと整理することが不可欠であると考えております。このような点を踏まえ、今後、

ポスト京都における吸収源対策として位置づけるということも念頭に置きながら、地球環境等

の保全に着目した支援策の導入について、その是非を含めて検討してはどうかと考えてござい

ます。 

  下には、ＥＵの環境直接支払における責任分界点のイメージをお示ししております。ＥＵに

おきましては、加盟各国が、ＧＡＥＣ、良好な農業環境条件という基準を定めており、例えば

土壌侵食防止のための最低限の管理や、土壌有機物を維持するための最低限の管理、こういっ

た内容については農家が自らの責務において行うべき取組みとして位置づけられております。

対して、これを超えるレベルの取組みにつきましては、社会、国民が一定の負担を行いながら

推進すべき営農活動として位置づけ、支援の対象としているところでございます。 

  このほか、前回の資料で、カナダの電力会社がアイオワ州の農家との間で、不耕起栽培に伴

う炭素貯留について排出権取引を行った事例をご紹介申し上げましたが、そういった取引の仕

組みづくりが活発化する中で、農家の土壌管理に伴う炭素の貯留量を取引するに当たっての課

題についても幅広く研究することが必要ではないかと考えております。 

  最後のページでございます。国民に対する理解の増進についてでございます。 

ＥＵ同様、我が国においても、水や大気については公共材として保全を図っていくことの必

要性について、一定の共通認識がございますが、土壌については農業者の所有物としての性格

を有していることもありまして、その保全の必要性について、国民各層の関心が低いというの

が実態でございます。 

  こうした中で、農地土壌が、作物生産のみならず地球環境や地域環境の保全に重要な役割を

果たしていること、こうした公益的機能の発揮には農家による適切な土壌管理が不可欠である

ことについて、広く国民に対して周知し、理解の増進を図っていくことが必要ではないかと考

えているところでございます。 

  これまでの取組みについて、左下に簡単にご紹介しております。10月の第１土曜日を土の日

と定めまして、これは漢字で書くと「十」と「一」ということで決められているわけでござい

ますが、農業者に対して土づくりの重要性に関する普及啓発を実施しております。今年のポス



ターでは、「あなたの田畑、メタボってませんか？」といったキャッチフレーズの下に普及啓

発を図っているところでございます。 

  今後の方向性について、右側に一例をお示ししておりますが、農業者のみならず、国民全体

に対する普及啓発活動ということで、パンフレットの作成やホームページの立上げ、シンポジ

ウムや消費者との意見交換会の開催、あるいは地域リーダーの育成、こういったことを進めて

いくことが必要ではないかと考えているところでございます。 

  非常に長い説明で恐縮でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

  それでは、あとこれから意見交換に入るわけですが、また長くなりますので、ここで10分ほ

ど休憩させていただきます。そこの時計で20分まで休憩ということにさせていただきます。 

 

午後 ４時１０分 休憩 

午後 ４時２３分 再開 

 

○熊澤座長 それでは、時間になりましたので、議事を再開いたします。 

  では、まず事務局から説明がありました第１点は、これまでの資料の修正、特に有機物施用

に伴う炭素貯留増加量の試算です。それから、第２点として、農地土壌が有する多様な公益的

機能と土壌管理のあり方、この２点に関しまして、まずご意見、ご質問をちょうだいしたいと

思います。どなたからでも結構でございますが。 

  どうぞ、八木さん。 

○八木委員 それでは、炭素貯留機能の改定について、少しコメントをさせていただきたいと思

います。 

  資料２の25ページですね。前回の試算よりも、大幅にデータの数を増やして再計算されたと

いうことで、精度は高まったものと思います。ただ、この上のほうの小さなフォントで書かれ

ている不確実性につきましては、依然、どんな数を増やしてもなかなか改善されるものではな

くて、１つはここの文章なんですけれども、この小さな字で書いてある部分で、「なお、本試

算については、限られた連用試験のデータを基に行っているものであり」という表記を、限ら

れた連用試験は確かにそうなんですけれども、それ以上に、個々のデータのばらつきが大きい

んですね。つまり、環境要因ですとか土壌要因ですとか管理によって、この土壌炭素貯留量と

いうデータは大きく変わってきます。その前のページに示されているように、平均値で示すだ

けでは不十分で、ばらつき、あるいは不確実性といいますか、そういったものの表記が、科学

的には必要です。 

  ですから、ここの文章を、「なお、本試算については、個々の地点における土壌炭素貯留量

は各種要因によって異なるため、不確実性が存在すること」、こういった表記にひとつ直して

いただいたほうが的確ではないかと思います。 

  さらに加えて申し上げますと、ここで示された数字は220万トンカーボン、これが京都議定書

の６％の約10％に相当すると。これ、前の検討会でも申し上げましたが、非常に大きな数字で、

これを出したときに、それがどのように出した後に返ってくるかということを、少し心配して

います。といいますのは、この数字自体がまず不確実性があること、それと、前にも申し上げ

ましたが、ベースラインに対しての増加ですので、現状でも、例えば水田であれば、６割が稲

わらを施用、たい肥の値にしますと、10アール当たり１トンですね、を、６割の水田が施用し

ている。残りのうち、２割もたい肥を施用している。そういったところから増やすということ

は、さらに１トンあるいは1.5トンを加えることであるということであります。 



  そうしたときに、恐らく炭素の増加量はここに試算されたような増え方が、中央値として予

想はされるんですが、１つは、そういった有機物が実際、国内にあるのかどうか。さらには、

本当に試験データのばらつきが示すように、日本全国でそういった値が得られるかどうかとい

う、この２点を懸念します。 

  一番最初の有機物があるかどうかについては、後のほうの施策とも関連すると思いますので、

ぜひこの検討会での検討課題として議論していただければと思います。 

  ２番目の不確実性ですが、それは恐らく今後の研究側のミッションになると思います。です

から、そういったことも、もしここに報告書として最終的にまとめるときに盛り込むことがで

きれば、ぜひ「土壌炭素の貯留量の可能性については、さらに詳細な研究が必要である」です

とか、そういったことを記載していただければと思います。 

  私のコメントは以上です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  何かありますか。 

○事務局 まず、１点目につきましては、委員ご指摘のとおり、修文を検討いたします。 

  ２点目の200万トンという試算値についてですが、この数値は、委員ご指摘のとおり、水田に

１トン、畑に1.5トンのたい肥を、追加的に全ての農地に施用した場合について試算したもので

ございます。このため、今後どの程度の炭素が農地に貯留されうるかを検討していくためには、

有機物施用の実態や土壌中の有機物含有量の現状についてをきちんと整理すること、家畜ふん

や生ごみ、おがくずといった未利用の有機物資源の賦存量を正確に把握することが必要になる

と思います。さらには、今、ポスト京都の枠組みの検討がバリ島で行われておりますが、この

ような国際的な動きも踏まえた上で、より具体的な数値について今後検討していく必要がある

と考えてございます。 

  以上でございます。 

○熊澤座長 よろしいですか。いろいろ後で考えなきゃいけないような、本当にこのようにやっ

た場合に有機物があるのかどうかというようなことなど、残るかもしれませんけれども、一応

今のところでは、稲わら施用というのは１つのプラス面として評価をしているわけですね。対

照は化学肥料だけでやった場合。それに対して、確かに八木委員がおっしゃるような、現在で

も稲わらをやっているところが非常に多いではないかと。その面積を勘案した場合に、多少数

値が下になってくるのではなかろうかというようなことになるわけですね。 

○八木委員 そうですね。さらに１トン加えておくということであれば別ですけれども、現状の

有機物資源をどのように利用していくかと。そういった観点が必要だと思います。 

○合瀬委員 ちょっと関連でよろしいですか。今、八木委員のおっしゃったことはすごく重要で、

これだけ今地球温暖化防止対策の中で、炭素量をいかに減らすかということはかなり議論にな

っているわけですね。これから多分、来年2008年から約束期間が始まりますから、とても日本

は６％を確実に削減できるというのは大変難しいという状況の中で、一体どこからあとの分を

買ってくるなり削減するんだということは、もう産業界は大変な騒ぎになっているわけですね。 

  そういうときに、埋蔵金騒ぎではありませんけれども、突然土壌というもので200万トンある

ということになると、これはもう大変な騒ぎになることは当然で、新聞がこれだけ書くのは、

１つは、これだけバリ島なんかの会議もありますし、これからの約束期間の中で、なかなか日

本が６％削減するのは難しいという状況の中で、これだけ注目されているわけですね。その数

字が極めて不確実性が高いということであると、一体、じゃあこの検討会は何なんだというふ

うな話が出てくるのが１つと、それでは、じゃあ今スペインとか、そういうところがＩＰＣＣ

で認められているあの数字は一体どういうことに基づいたものなのかというのを、まずはこれ、



きちんと調べてもらわないと、今後、国民への理解が必要であるというふうに後ろに書いてあ

りますが、そこのところがまずベースとしてないと、なかなかこれでは説得できないだろうと

いう気はします。 

○熊澤座長 なかなか、その全体の調査体制とか、資料の整い方というようなのは、国によって

も違うでしょうけれども、我が国でもかなり試験その他やっているんだけれども、先ほど話が

ありましたように、大変ウィークになってきて、昔ならば、こういうデータというふうになれ

ばさっと来るのが、現在は恐らくそういうふうにもなっていないんじゃなかろうか。しかし、

個別的なデータがかなり場所その他いろんな条件によって違うというようなことであっても、

普通は平均値でかなりカバーできるというような考えでいっているわけですね。恐らくスペイ

ンとかその他の国も、皆そうだろうと思いますね。個別のときに押さえてみれば。 

  １つだけデータが、ローザムステッドでしたか、出ていますけれども、これはかなり高度の

試験場ですけれども、そういう意味から言うと、同じようなレベルの数字ではないかと、私は

思っていますけれども。 

○合瀬委員 それであればぼくはそれで結構だと思うんですが、それが実際にどうかというのと、

要するに国際交渉でどれだけ認められるというのは別の次元の話ですから、ただ、それは併記

していかないと、もしそうであるならですね。実際どうかということがわからないのであれば、

じゃあ国際的にはこういうふうに認められているというふうに書いていかないと、ぼくはこれ

議論のベースができないというふうに思いました。 

○熊澤座長 そうですね。日本の場合にはやはり、今まで出ているのは、カナダとか、それから

これからアメリカとかヨーロッパ各国が出してきますから、それと試験精度がどの程度かとい

うのは比較検討されると思いますね。 

  この点に関しては、非常に重要な点なんですが。どうぞ。 

○西尾委員 今の点で本当は望ましいのは、不耕起栽培のような形で、日本で発生しているＣＯ

２が作物によって固定されて、それが土壌に還元されて土壌にプールされますよと言えること

です。そういう図式であるならば、日本のＣＯ２削減割当ての消化に多少は貢献できるでしょ

う。しかし、現実には、飼料の形で、アメリカなどで固定されたＣＯ２を日本の家畜が食べて、

そのふんからつくられるたい肥を土壌に還元してＣＯ２を貯めています。日本では、工業が放

出したＣＯ２を農業が受け入れるという図式は描きにくいわけです。日本では農業自体が大気

に放出しているＣＯ２を土壌の中に貯め込むことが、有機物のたい肥などの還元によって可能

になりますよということしか言えないんじゃないでしょうか。現実的なことを言うと。 

○熊澤座長 ほかには。 

○木村委員 土壌を資源として見たときに炭素蓄積、あるいは京都議定書を考えると、10％でし

ょうか、意味のある数字になる可能性がある。あとこれを京都議定書と、あるいは次のフェー

ズにおいてどう使うかということは、もちろん議論することは将来必要かと思いますが、その

前に、土壌資源は今の地球温暖化に日本のような狭い国土にしても、意味のあるぐらいの炭素

を左右できる環境であって、将来使うかどうかはともかくとして、例えば1990年から現在まで

にどれぐらい変化したかというふうな、使う使わないにかかわらず、地球環境に関して影響を

与えているととらえたときに、それ自体がどうなっているか。現時点からどのように元に戻す

か、増やすかという、京都議定書だけを考えずに、やはり資源として考える立場は必要なんじ

ゃないか。そこからの出発点が必要のような気がしますけれども。単に利用できるかどうか以

外のレベルでもっと考えるべきじゃないかという気がします。 

○熊澤座長 ほかに。どうぞ。 

○岡崎委員 八木委員が今、不確実性がかなりあるものだということで、ご意見いただいたんで



すけれども、欧米に比べて、少なくとも炭素に関して、日本のデータがより不確実性が高いと

いうことではなく、むしろ正確に測っているのではないかというふうに思いますので、その点

は、八木委員からもう少し詳しく、あるいはもう少しこういう点が不確実性を持っているけれ

ども、ほかの世界各国と比べて、こういうふうによりよく測っているんだというようなことも

紹介いただければありがたいと思います。 

○八木委員 私、不確実性の話を先にしちゃったもので、不確実性のあたりが注目されているん

ですけれども、不確実性のほうは、今岡崎委員がおっしゃられたとおり、日本の土壌調査の点

数、あと過去の年数、それは非常に欧米に比べても決して見劣りしない。逆に、非常に多い、

あるいは長期にわたったものですので、欧米と比べた場合に不確実性は小さいと思います。 

  私は不確実性よりも、この10％という数字と有機物資源が我が国にどれだけあるのかと。そ

ちらのほうを、より懸念しております。つまり、ここで10％という数字を出したときに、それ

がこちらに返ってくるわけですから、京都議定書やポスト京都の議論の中で。そこで、本当に

この委員会で出してしまった数字を、返ってきたときに引き受けるだけの材料があるかという

ことを懸念します。その要因として、有機物の資源としての存在量と、それに加えて不確実性

の問題ということです。 

○西尾委員 有機物資源量があるかといったら、日本には有機物資源量が、ごみとしてめちゃく

ちゃいっぱいあるわけですよ。生ごみだとか家畜のふんだとか。 

○松本委員 それは、外から入ってきたものなんです。 

○西尾委員 そうそう。それをどうするかという問題も大きい問題として残っているわけですよ

ね。それで、要は、その量に対して農地が農業生産を健全に維持しながら環境負荷を起こさな

い程度に受け入れられるキャパシティはどれだけあるか、この問題が問題なのです。 

○松本委員 そう、その方が問題だと思います。 

○西尾委員 だから、八木委員が言われた、有機物資源量がどれだけあるかといったときには、

有り余るほどありますよということになるんじゃないですか。 

○八木委員 だから、農地にキャパシティとして入れられる有機物資源がどれだけあるかですね。

そういうことです。 

○西尾委員 そうそう。 

○熊澤座長 有機物資源量については、また別にいろいろ計算もあると思うんですね。それはま

た別の課題としまして、松本委員。 

○松本委員 今、西尾委員や八木委員の言われたことと、全く同意見です。やはり現状の日本で

は、炭素にしても、外国産由来であって、該当する外国で固定された炭素が入ってくるわけで

すから、そういう輸入農産物に対しても、日本で取り扱う有機物全体の量は、今ご指摘のよう

に大量にあるわけですね。 

  問題は、その有機物を日本の土壌がどれだけ、土壌中に取り入れて、どれだけの割合で炭素

固定をやるかという、炭素循環の道のりの査定というのが、今出されていないのではないかな

と思います。そういうことだと思いまして、やはり繰り返しの検証が必要であると思います。 

○熊澤座長 わかりましたか。 

○事務局 了解しました。 

○熊澤座長 有機物の、まず現存量ですね。あるいは、将来的に利用できる量というのと、たと

え有機物があって、それがあったとしても、現実に別のところでリミットされていて、入らな

いということもあり得るのではないかと。それを考えたときに、どこまで今の数値がものを言

ってくるかという。これだけやりますよと約束はしたけれども、しかし、しかも有機物はある

けれども、それだけやるだけの有機物をもし使ったとしたときに、ほかの影響が出てきて、そ



れはだめだというふうになっては困るではないかというような具合のことが含まれているんじ

ゃないかと思うんですけれどもね。 

  ちょっと何かあったら。 

○事務局 ご指摘の通りであると思います。１つ目にはまず、我が国の農地に実際に受け入れる

ことができる有機物の量をきちんと整理しなくてはならないというのは、我々も認識してござ

います。その点につきましては今後きちんと整理したいと思います。 

  あと、もう１点、岡崎委員や木村委員のご指摘のとおり、我が国が有する有機物連用試験の

データは、諸外国のものと比較しても、質・量ともに極めてレベルの高いものであると認識し

ております。ただ、この点につきましては、今後の国際交渉の中で、なにぶん交渉ごとになり

ますので、どのようなデータを採用するかといった駆け引きにおいて、八木委員ご懸念の問題

が生じてくる可能性はあるものと思ってございます。 

○熊澤座長 よろしいですか。 

○佐々木委員 ちょっといいですか。単純な意見なんですけれども、まずその前に、我々生産者

から見ると、少なくとも土壌にそういう機能があるということが、今回認められるということ

自体の評価というのはすごく高いというんですかね。それを京都議定書の対応でどうだこうだ

と言う前に、土壌にはこういう機能があるんだということを再評価されるということ自体に対

する認識というのは、また別な意味で非常に高いんじゃないかと思っている。 

  もう１つは、これは単純なことなんですけれども、前にもたい肥等の話を話したんですけれ

ども、こういう前のデータというのは、データはかなり何十年かとっている間に、ここ５年、

10年前までは１トンということが適正に理解できると思うんですけれども、今１トンって表現

すると、たい肥の質がこの何年かの間の家畜排せつ物法出てからの変化で、それが果たして受

け入れられるかどうなのかというのがちょっとあって、どこかでその辺の表現の仕方とかは果

たしていいのかなと。ちょっと、私自身は現場の者としてのニュアンスなんですね。これで果

たしていいのかなという思いでした。むしろそれは先生方で研究所の方々がどうかうまく表現

していただければと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  今のご意見、今まで出たご意見とずっと関連してくるところですね。そして、そのためには

どういうような堆厩肥に対する要求があるかと。どういうものでなきゃならんかということに、

当然リンクしてきますから、これは以後の３番のところですね。本日の課題のところでまたご

議論願いたいと思います。 

○木村委員 計算はできないんですけれども、今のお話で、農地にどれだけ炭素を蓄積させるか

ということを、ちょっと別の数字、今の10％がありましたが、例えばですけれども、日本の自

給率を１％上げて、国内でそれを循環させたと考えたときに、どれぐらいの炭素を持ち込まな

くてもいいか、そういう計算というのは可能なんでしょうか。要は日本の国内へ持ってきて、

炭酸ガスを出すことが、京都議定書等にどう対応するかわかりませんけれども、どれぐらいの

数字になっているのかということは、何か重要な数字じゃないかと思いますので。 

○熊澤座長 この点は、ちょっと難しいかな。 

○木村委員 難しいですか、それは。飼料等も含めて考えたときに。 

○熊澤座長 木村委員のおっしゃるのは、現状では今、分析しているけれども、もし自給率が１％

上がったならば…… 

○木村委員 上がったときに、外から…… 

○熊澤座長 その自給率が１％上がるというようなまた内容が、非常にいろんな内容があると思

うんですね。 



○木村委員 はい、今、西尾委員とか松本委員のお話、はい。 

○熊澤座長 食料自給率のこと。 

○木村委員 食料自給です、はい。 

○熊澤座長 １％上げるその中身は、どういうことで上げるかということが非常にさまざまなア

プローチがあると思うんですよね。ですから、ちょっとこれはかなり。 

○木村委員 難しいですか。 

○西尾委員 それが難しいのには、もう１つの問題があります。今までの論議は、土壌のカーボ

ン蓄積量を問題にしていたけれども、作物を生産するときに、肥料や農薬を使って、その生産

に、化石エネルギーを使いますよね。そして、その作物生産のライフサイクルアセスメントを

やったら、トータルでマイナスになるのかプラスになるのか。ＣＯ２換算で。多くの場合、Ｃ

Ｏ２発生量プラスになっちゃう。だけど、残渣を土壌に還元したら、土壌カーボンの蓄積は増

えましたと言って、そのことだけを強調しても、トータルでは作物生産でＣＯ２の発生量を増

やしていたんでしょう。そのバランスをどうしましょうかという、非常に難しい問題にぶつか

ります。 

  だから、木村委員が言われたような計算を比較的わかりやすくやろうと思えば、冬に畑や水

田で裸地になっているような圃場で、自給率の低い麦、菜種などをつくったときに、その作物

が固定するＣＯ２量がどれだけ増えますよという計算はできると思います。だけれども、作物

生産全体のライフサイクルアセスメントをやったら収支がどうだかというのは、ちょっと怖い

ですね。 

○熊澤座長 ここでは、今のところはちょっと置いておいていただいて、先に進みたいと思いま

す。 

  先ほどの修正資料ですね。ご意見いただいて、さらに八木委員からもご意見いただきました

から、その文章を若干慎重に表現していただくと。その際に、日本の個々のデータというのは、

非常に分析その他は正確であると。ある試験場におけるあるデータというのは非常に正確であ

ると。ただ、その試験場と別の試験場というようなことになってくると、同じものでないのは

当然だというようなことになると思うんですが、これはさらにずっと詰めていけばいいわけで、

次第に誤差の分散が詰まってくる。今のところは非常にまだ大きなところでいっているかもし

れないというようなことになると思うんですね。 

  ですから、表現をちょっと工夫していただいて。 

○事務局 わかりました。 

○熊澤座長 では、次のところですが、どうぞ、今日の第３番目ですか。先ほどの資料１ですか、

農地土壌が有する多様な公益的機能と土壌管理のあり方について新しくいろいろ問題が出され

ておりますが、それについてご意見を伺いたいと思います。 

  どうぞ。 

○原委員 １ページの基本的な考え方のところでありますけれども、先ほど佐々木委員がおっし

ゃられたように、②番の炭素貯留機能ということをここで明らかにされたという部分で、非常

に農業者として評価がされたということになると思いますが、２つ目の○で、「土壌管理の粗

放化が進んでいる」と断定をしておりますけれども、今まで出されてきた資料では、粗放化が

進んでいると納得させるような資料というのは、私だけかもしれませんけれども、あまりなか

ったのではないかなと思います。 

  これは農地土壌のことですから、農業者にとってみれば極めて大きな問題でありまして、こ

のように断定をされるというのは、承服しかねるのではないかと思います。 

  あともう１つの基本的な考え方で必要なことは、今、各地で環境保全型農業に対する取り組



みがいろいろと起きてきております。例えば、宮城県では、お米を環境保全型農業に８割でし

たか、７割でしたか、持っていこうという取り組みが全県的に行われている。そういったもの

を支援して、正しく育成して、それを広めていくという、具体的な考え方がありませんと、た

だ悪化しているからこうするんだという、全国に網をかけたようなやり方では、農地土壌とい

うことに関して言えば、それを管理する農業者はなかなか動かないのではないかと思います。

だから、基本的な考え方の中に、地域の合意を得て、皆さんで必死になって取り組もうとして

いる環境型保全農業をしっかりと位置づけて育成していくんだという観点をぜひ入れていただ

きたいと思います。 

○熊澤座長 今のこの資料の１ページですね。この土壌管理の粗放化というのはちょっと文章的

にまずいかな。当たっていないかもしれないですね。土壌診断に基づかない不適切な施肥等に

よる養分の過剰や養分バランスの悪化など、それを意味する、短く言って粗放化と言ったんで

しょうけれども、これは別の言葉に置き換えるということですね。 

○小川委員 耕作放棄とかいった問題も含めて言っているのではないかと思うのですけれども。 

○熊澤座長 耕作放棄はまた別です。 

○小川委員 土壌管理に限って言えば粗放化ということはありません。 

○西尾委員 いやいや、だからこれは土壌管理に対して粗放化という言葉を使うのが間違いなん

です。 

○熊澤座長 間違いですね。 

○西尾委員 間違いなんですよ。これは、養分の過剰や何かが起きるのは、まさに集約化の結果

なのですから。 

○熊澤座長 土壌管理の不適切。不適切な土壌管理。 

○西尾委員 そうです。だから、ここを削除しちゃえばいいんですよ。悪化などが生じており、

でいいんじゃないですか。土壌管理の粗放化がというところは削除しちゃっていいんじゃない

ですか。 

○熊澤座長 内容的にはそういうことですね。 

○事務局 わかりました。そういうことです。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

○西尾委員 それならどうなんでしょうか。 

  それで、今、原委員の言われたことに関連して、大変気になるのは、そういったことが、じ

ゃあ環境保全型農業とどうかかわっているのか。例えば、環境汚染につながるような文面はな

いのかということです。 

○熊澤座長 ちょっと座長の理解でしますけれども、一番最初のときに、今後の環境保全型農業

というこの検討会ですが、今までの環境保全型農業が順調に進んできたと理解しています。そ

れで、最後エコファーマーなり農地・水・環境保全向上対策なりというところに説明がいった

わけですが、その際に、なし崩し的に何か次々とやっていくというのはおかしいのではないか

という意見があったと思うんですね。それに対しては、現段階で10数年進めてきた環境保全型

農業の成果として、いろいろなことが数値的に表現されれば、それをしていくと。エコファー

マーの数も数値的表現でしょうし、何とか組織の数がうんぬんというのも数値的表現でしょう

し。 

  しかし、それ以外に、最初から肥料、化学肥料、あるいは農薬による環境負荷の軽減といっ

た場合に、その環境負荷がいかに軽減されたかというのが適切な指数があれば、それでまず表

現して、それはそのように今後も進めていきますということで、さらに欠けているところとし

て、特に土壌管理の問題が出てきたというふうに、私の座長の頭の中ではなっているんですけ



れども、そのようでどうでしょうか。 

○牧野委員 今までの資料の中で、カルシウムは非常に多くなったんだけれども、マグネシウム

が足りない。管理が一本調子であると。そういうのが現実に見えているという資料があったよ

うに思うんですが、その辺のところをとらえて粗放化と言っているんだったら、それはもうち

ょっと適切な表現があるかなと思いますけれども、この辺はまさにそういうところでしょうか

ね。 

○事務局 養分バランスの問題もございますが、ここでは、有機物施用量が減少していることも

含めて、粗放化との語を用いておりました。 

○牧野委員 そういうことですね。ですから、いわゆる施肥管理の視点がやっぱり適切化すれば、

この辺のところも解消してというような部分があるわけですよね。その辺のところを踏まえて、

粗放化ということだとちょっと違和感がある。変えたほうがいいかと思います。 

○熊澤座長 ここは、土壌管理の粗放化というのは、皆さんのご意見で削除ということで。 

○事務局 わかりました。 

○原委員 あわせて、今ある環境保全型農業をきっちりと支援して、きちんとした目的にかなっ

たものに育成していくんだというところもぜひ入れていただきたいと思います。 

○事務局 ご指摘の通りであると考えております。 

ただ、ご指摘は土づくりに絞ったものというよりも環境保全型農業全体に関わる内容となろ

うかと存じますが、そのような議題については、年明け以降２度にわたって検討の場を設けて

おりますので、その際に改めてご議論をちょうだいしたいと考えております。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

○荘林委員 今の原委員のお話、あるいは西尾先生のお話とも関連するんですけれども、概念的

な整理を教えていただきたいと思います。今年からの農地・水・環境の２階部分の環境支払い

は、50％減化学肥料に対して支払いをするわけです。もちろん、その目的は専ら水質保全なわ

けでございますけれども、結果として、あの支払いは炭素吸収にも、少なくとも概念的には貢

献しているわけですよね。化学肥料を有機で置き換えた部分については。そうしますと、事後

的に見ると、今の環境支払いは、地球温暖化防止対策にも副次的に貢献しているという環境支

払いと整理できないこともないと思うわけでございます。 

  そうしますと、また後ほど議論があると思うんですけれども、例の責任分界点をどうするか

という話、特に炭素吸着という観点での責任分界点をどうするかという話と密接に絡むと思う

んですけれども、今の環境支払いが既に、事後的とはいえ、ＣＯ２吸収にも貢献しているとす

ると、ＣＯ２吸収という観点での責任分界点が、暗黙のうちに今引かれているという可能性も

あると思うんですね。いずれにしろ、その辺の整理は、責任分界点の整理をされるというふう

に書いておられますので、そういう観点での議論も必要なのかなというふうに、今思った次第

でございます。 

○熊澤座長 ありがとうございます。 

○西尾委員 今の点は、先生が非常に良い側面だけの解釈をされているからだと思います。例え

ば、お米を生産するときに、化学肥料を大幅に減らして、そのかわりに乾燥鶏ふんだとか油か

すだとか、そういう速効的な有機質肥料を使って、上手にお米をつくる施肥技術が、県の試験

場でや研究されています。 

  そういった有機質肥料の場合には、炭素の残留はほとんどありませんから、今言ったような

土壌への炭素蓄積ということを、あの農地・水・環境保全向上対策が意図しているというふう

には言い切れないと思います。 

○荘林委員 私も、恐らくその意図はしていなかったと思うんですね。結果として、そういう効



果はなかったのだろうかと。今の西尾先生のご説明ですと、結果としてもあまりないであろう

という理解でよろしゅうございますか。 

○熊澤座長 そういうことだそうです。西尾委員のおっしゃるようなことで、つまり、有機物の

施用による土づくりを基本にしてうんぬんというふうになっていますけれども、全体の統計的

なまとめによってきますと、前のところにも出ておりますけれども、非常に不十分なんですね。

ですから、取り組みの内容というのを具体的に見たときに、特にその土壌に対する有機物とい

うのは、ある面では非常に過剰になるし、ある面では非常に不足だというふうにして、本当の

ところが生かされていないというようなところで、この土壌に対する見方を改めて強調する必

要があるんじゃないかというふうに出てきたと思うんです。 

  どうぞ。 

○佐々木委員 私は、農地・水・環境保全向上対策の中で、確かに鶏ふんとかなんかの施用もあ

るんですが、全体としては、地域にあるたい肥を投入するとかなどというのは進みつつあると

思うんですね。そういう意味では、当時、たしかこの問題というのはなかったにしても、現実

にはそういう資源循環などは進みつつあると思っているんですね。 

  私は、そういう評価もできるのであれば、じゃあ全くなかったのかというと、そうじゃなく

て、そういう地域にあるたい肥資源が農地に施用されて有効活用されるような成果というのは、

出てきていると思っています。 

  もう１つは、今回この問題が出てから興味を示された、いろんなあるのは、例えば生産者団

体で言いましたら、環境保全型農業をやっている団体が、初めて自分たちのやってきた生産活

動の中でのもう１つのこういう価値があったんだということを理解し始め、また、場合によっ

ては不耕起栽培などの新たなものに挑戦しようという意見があったり、もう１つ、生協などの

中で、土づくり宣言とかなどをやったり、例えば生協の中で生ごみリサイクル事業などを立ち

上げているところ、宮城なんかはそうなんですが、そういうところがそれを土壌還元すること

によっての価値というものを、こういう面からの価値もまた目を開きつつあるということから

見ると、これが表に出たことによって、それが運動としてまた広がる、１つのきっかけにはな

りつつあるんじゃないかと。それが問い合わせがあるというのは、生協の中の問い合わせとい

うのはそうですね。 

  今まで、極端に言うと、たい肥を入れないものなり、資源循環をしないものは取引しない、

そういうものは別な取り扱いをしている生協さんがあるわけですね、販売など。そういうとこ

ろは、そういうものに対する評価などをもう一度見直そうということ動きがあったりしていま

すので、これはいろんな国民各層に与えた影響というのはあるんじゃないかと。それに向かっ

てまた努力しようという生産者団体などの意気込みなどもまた加速させたというところでは、

これをどうやっぱり定着化させていくのかということは大事なことじゃないかなという気がし

ているんですけれどもね。 

○熊澤座長 ありがとうございます。 

  どうぞ、伊藤委員。 

○伊藤委員 １つは、用語の問題です。例えば２ページのところに目標が掲げられています。有

機物含有量の増加に関してたい肥、麦わらたい肥という言葉が出てきています。３ページのと

ころでは、「有機物の施用」と書かれています。「稲わらたい肥」、あるいは「たい肥」だけ

の言葉とかもあります。牛とか豚のふんとかの入ったたい肥もありますね。そうすると、これ

らが一体どんな関係になっているのか、概念上、どういう構成になっているのかというのがわ

かりません。今回用語集をつくっていただいて、Ｃ／Ｎ比などに説明を入れていただいていま

すね。そんな感じで少し手直ししておかないと、どのたい肥のことを言っているのか読んでい



てわからない部分があります。整理とか、説明を希望いたします。 

  それから、14ページに、受益者、費用と受益ということで、コスト問題に関して○△の表を

つくっておられます。率直に申し上げて、こんな表って必要なのかという気持ちを持っており

ます。と申しますのは、多分、責任分界点のところとも関係するという気はいたしますけれど

も、こんなに単純に割り切れるものでもなかろうと思います。生産がうまくいくことは、消費

者にとってもそれはハッピーなことでもあります。このようにコスト問題は重要なことではあ

りますが、単純化した表には馴染まないのではないかと思います。 

  責任分界点のところでございますけれども、この点は、多分時代とともに変わっていくので

はないかなと思います。初回に発言して受け入れてはいただいていないのですが、確かに営農

活動ということが、環境にプラスの側面というのはあるのだけれども、それには結果的な貢献

といいますか、反射的な貢献といいますか、そういう部分もあって、そうでないものと明確に

区別しないといけないと思います。それと、ほかの産業分野、例えば企業においては、10年前

と今では全然環境に対する責任・要求されることというのは変わってきていると思います。そ

ういうことからすれば、営農活動においても、施肥、その他生産した後の機材の処理とか、様々

な面においておのずと、若干、以前よりは厳しい水準を求められてもいいのではないかという

ふうに思います。 

  最後に、一番最後の24ページでございます。①のところに、３行目、「所有権を有している

こともあり、その保全必要性に対する国民各層の関心が低いのが実態である」と、こういう表

現があります。この表現は正確ではないと思います。国民各層の関心は決して低くないけれど

も、はっきりと物が言えないのです。なぜはっきり物が言えないかというと、所有権というも

のを持ってそこで生産活動されているからです。そこをどのように使おうと、仮に耕作放棄し

ても、そのことについてやっぱり論評はしにくいというのが実感じゃないかと思いますので、

国民の関心が低いという表現は若干修正をして、工夫していただけたらありがたいと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

○木村委員 ちょっとモニタリング体制のことでよろしいでしょうか。今日の話の中で、モニタ

リング体制、あるいは今度は公益的な視点からとか、あるいは分析項目というのがありました

けれども、過去の土壌調査等を見ておりまして、試料をしっかりと保管すること自体も非常に

大きな意味があると思います。将来、何を分析するかというためにも、恐らく時代等で変わる

と思います。したがって、しっかりと保管して、１つのインベントリーという考え方で、それ

をシステマティックに保管する、そういう体制というものをこの中に加えていただければとい

う気がいたします。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  それでは、伊藤委員の。 

○事務局 伊藤委員ご指摘の点につきましては、今回、なるべく専門用語に注釈を入れるなど、

わかりやすさに配慮したものとしたつもりでございましたが、必ずしも十分ではございません

でしたので、充実させていただければと思います。 

  責任分界点に関するご指摘につきましても、時代の中でその線引きが変わってくることもあ

ろうと思いますので、検討にあたってはそういった点も十分に考慮していきたいと思います。 

  最後の、土壌保全の必要性について関心が低い理由について、農業者の所有権に係るという

ことと直接結びつけているのには若干違和感がございますので、この表現ぶりにつきましては

検討させていただければと思います。 

  次に木村委員のご指摘についてでございますが、我々といたしましても、過去のデータが利

用しやすい形で保管されていることの重要性について重々認識している次第でござますので、



今後、この点につきましてもきちんと取り組んでまいりたいと思います。 

  さらに、佐々木委員よりご指摘のございました、環境保全型農業に対する消費者の考え方が

変化してきたという点に関連いたしまして、我々としても現場からの手ごたえを受け止めてい

るところでございます。 

○熊澤座長 どうぞ。八木委員。 

○八木委員 木村委員のご発言に関してなんですけれども、モニタリング体制と、それを保管す

る体制、さらにはそれを実施するためには、行政と研究普及、そういったものの組織を少し強

化し、構築するということが必要なのではないかと思います。 

  欧米を見ますと、この京都議定書の議論ですとかポスト京都、あるいはＷＴＯの交渉、そう

いったところで、行政と研究がうまくリンクして肩を組んでやっていることが見てとれるわけ

ですね。日本ではないと言いませんが、今後の世界の情勢を考える上で、さらにそれを強化す

る。 

  ですから、例えば土壌を国民に共有の資源だという認識の上に、土壌を保全するようなナシ

ョナルセンター的なものを農水省で提案して、それを今後、維持発展させていくと。そういっ

た形があってもいいのではないかと思います。 

  ですから、具体的にはここの中に、モニタリング体制の構築だけではなくて、適切な土壌管

理を推進していくための行政・研究・普及体制の構築強化、そういった項目がもし入れば、そ

の目的に向かって進めるベースになるのではないかと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございます。 

  行政のほうにも要請が出ていますけれども。 

○事務局 八木委員よりご提案のありましたナショナルセンター的な体制は、データの収集やそ

の有効活用という点においても非常に有効なものであると考えますが、一方で、なにぶん予算

措置なども伴ってまいりますので、まずは現実的に、研究機関や県、試験場、普及などとの連

携のあり方について模索していきたいと考えております。 

○八木委員 私の意見は、何も新たにいろんな物をつくるということではなくて、ベースはあり

ますから、どこにも地域にもありますので、そういったものを核にして再編して、次の時代に

必要なものをつくっていただければ、必要があると。そういう意見です。 

○熊澤座長 ありがとうございます。ここは１つの検討会ですから、その中に今のご意見、適切

な形でどこか入るようになれば、入れていただきたいと思います。 

  松本委員。 

○松本委員 私は、先ほど佐々木委員が、実際の農家の、あるいは農業の現場で、非常に積極的

な新しい動きがあるんだということを指摘されましたけれども、私も同じことを見聞している

ところでございまして、やはり実際に農家の方に会って、今の農業の方向性というのは、まさ

に自分たちが小さいころの農業に回帰するような、本当に自然の中に農業を位置づけていた、

あの非常に懐かしい農業のやり方に近いんだということで、極めて理解しやすいといっており

ます。私は、こういうエモーションが農家の中に育ちつつあるというのは、これは大変勇気づ

けられました。 

  先ほど木村委員もおっしゃったように、そういう機運が高まる中で、やっぱり農産物がどん

どん消費者の間に理解されて、自給率が上がっていくという機運が、次に必要であると思いま

す。農家サイドとしては、どんどん消費者のほうで自分たちがこういう農業の取り組みをやっ

ているんだということを見学してほしいともいっています。事実、それを実施しているところ

もありまして、そういういい消費者と農業者の間の関係も生まれつつあるわけで、ぜひこうい

う関係を通じながら、自給率を少しでも上げていくという、地道な取り組みというのが、非常



に重要ではないかなと、そういうふうに思います。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

  ほかに。 

○西尾委員 今、松本委員が言われたようなこともわかるんですけれども、それがムードになっ

て、かえってマイナスをもたらしちゃっている例も多々あるわけですよ。例えば、家畜ふんた

い肥を入れろとキャンペーンをされています。身近な家畜ふんたい肥入れて、野菜畑で病害が

ひどくなっちゃっているケースがあります。そういうことを経験した農家は、もう一切たい肥

を入れないと言っています。入れなかったら、かえってまともに野菜がつくれるようになった

というのを、胸を張って言っているわけです。それで、間違えたやり方でたい肥施用をしたら

とんでもないことになるのは、過去にも何べんも繰り返されているわけですね。果樹園地帯で

も、剪定した枝や何かを、もう何でもいいから、たこつぼ掘ってその中入れろと言って、かえ

って紋羽病がひどくなっちゃった例もあります。 

  そういったようなことからすると、例えば19ページに、土づくり資材を施用した際の減肥指

導で、具体的な減肥量または計算式を明示しているのは19都道府県しかない。これは全体の半

分以下ですよね。こういったようなところで、しかもそれも窒素についてで、リンやカリにつ

いては減肥指導していない。 

  それから、次の20ページで、全農でおやりの施肥診断技術者養成講習会の受講生が結構増え

ています。しかし、いろいろな組織の土壌診断の話を聞いてみると、いきなり辞令をもらって、

全然化学分析したことのない人がいきなり土壌診断を担当しなければならないケースも少なく

ないようです。それで、講習会へ行くけれども、またローテーションですぐ変わってしまう。

診断の人材養成が継続的には現場では十分でないとかというような問題を聞くわけですよ。 

  研究サイドは、農業者が使えるような技術をもっとつくらなきゃいけないけれども、そうい

ったものを現場で指導する体制が充実できるようにしていただきたい。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  18ページから先のところが、今のようなことに関係したものになるんですが、この中の相当

部分は、現状はこうですという問題提起であって、それに対してどのようにしたらよいかとい

うことは、ここでできれば委員の先生方のご意見を伺いたいところなんですね。どうぞ、いく

つかの点があると思いますが、現在、例えば今おっしゃったところでは、土づくり資材の施用

などについて、どのような点を重点的に指導するようにすべきかと。あるいは、何々の基準と

いうものがあるけれども、そういう現在の基準でいいか、あるいはそれを変える必要があるか。

また肥料とたい肥との混合したような肥料ができるけれども、それをきちんとオーソライズす

る必要があるかどうかというようなことだとか、その他いろいろあると思いますが、それらの

点については、ご自由にこうあるべきだというような点でも結構ですから、ご意見伺えないで

しょうか。 

  どうぞ。 

○原委員 先生方にお伺いしたいのは、８ページのところに土壌診断の実施頻度の目安というこ

とで、農産振興課が各県に聞き取った表が参考として載っておりますが、３県だけでもずいぶ

ん数字がばらけています。こういう実施頻度の目安というのは、こういうのでいいのか悪いの

かというのが、正直言ってなかなかわからない。昔からこうだったからということもあるんだ

ろうと思いますけれども、もう一度きちんと見直す必要があるのではないかと思います。 

○熊澤座長 どうぞ。 

○小川委員 今の意見に対してなんですけれども、ここに、基準値より少なければ増やし、多け

れば減らすということがありますけれども、これは試験研究や何かですとできるのですね。と



いうのは、施肥量を２回、３回に分けて時間をかけて施用すればいいわけですから。 

  だけれども、農家の方が何かやる場合には、施肥というのは非常に大変な労力で、肥料を減

らすからといって、例えば、例を挙げますと、カリが40ミリで８キロにしなさいと言われた場

合に、この14、20、14を、14、20、8.4にするわけですから、そのような肥料というものを探す

ことが難しいのがまず第１点と、一番低いレベルのカリ成分で抑えておいて、窒素とリン酸だ

けを上乗せするとか、施肥回数がどんどん増えていったりするんですね。試験研究の場合です

と、簡単に単肥でどうにでもコントロールして、診断結果に見合った施肥というのは可能にな

るのですけれども、農家の方がやる場合にはかなり難しい技術になります。そのために、以前

から言っているように、ＢＢ肥料とか、そういった形で施肥量のいろんなバラエティーさの中

で農家の方が選べる肥料が準備されているような施肥体系をつくっていただければ、農家の方

も、施肥診断に対応した施肥体系が組めるのではないかということを思いました。 

  それで、18ページ以降ということなのですが、18ページの、この○の２番目ですね。ここの

ところがこれから一番大切になってくると思います。たい肥の土づくり資材としての表示の適

正化、それから肥料成分をバランスよく含むたい肥の生産・流通を促進するための生産方法等

について、耕種農家、畜産農家の声を踏まえて検討する必要があります。いわゆる、このたい

肥は土づくり用であるのか、肥料代替なのかということも明らかにしたものをつくることによ

って、土づくり用のたい肥というのは、どちらかというとカーボン蓄積型のたい肥であると。

それには、Ｃ／Ｎ比や何かである程度線を引いて、それ以上のＣ／Ｎ比であれば、それは土づ

くり用ですよと。それよりもＣ／Ｎ比の低いようなものであれば、先ほど来言っているように、

化学肥料代替でカーボンの蓄積もそれほどありませんということが、明らかにできるのではな

いかということを感じました。 

  もう１点は、12ページですか、輪作のところですけれども、西尾委員が、冬場の麦というこ

とをこの会の中でも常々言っておられておりますけれども、環境保全型農業を進めるに当たっ

ての一番大切なことは、農地を裸地にしないことではないかと思います。作物と作物の端境期

に何か常に緑で土を覆っていることによって、それがもし、邪魔な作物という言い方はおかし

いんですけれども、土づくり作物や何かを入れることによって、それを次の作に使いづらけれ

ば、すき込めばよろしいわけですから、そうするとそこで自然とカーボンも蓄積してくるとい

うことで、常に農地を作物で覆っておくという考え方を入れていることが、ひいてはカーボン

の蓄積にもなり、環境保全型農業につながるという気がしておりますので、その辺をぜひ、強

調していただければと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

○事務局 今、小川委員よりご指摘のあった点についてですが、ＢＢ肥料なども含めて様々なバ

ラエティーの中から、農業者が最適な肥料を選ぶことができる条件づくりが重要であるという

のは、我々も認識しております。 

  多毛作につきましても、国際的な流れの中でも、農地を裸地にしないことの重要性が認識さ

れているところですが、その旨につきましても資料に反映させたいと考えております。 

○小川委員 そうすれば、エロージョンの話とかもカバーできるのではないかと思います。 

○事務局 ご指摘のとおりだと思います。 

○熊澤座長 どうぞ。 

○佐々木委員 １つは、熊澤先生など、土壌肥料の関係者の、全国的なレベルなり、全国的な力

とか何かというのはよくご存じだと思うんですけれども、私たち現場で見ていて、やっぱりプ

ロが少なくなってきているんじゃないかと。研究者も含めて、それから県の試験場とか普及セ

ンターを見ても、そういう意味では、ちょっと力がという気がします。そういう意味での、非



常にばらつきがあるというんですかね、機関によってもばらつきがある。それから、生産者に

よってもばらつきが、非常に、自分でもある程度簡易測定できるレベルの人もいれば、全くで

きない人もいる。非常にばらつきがあると。 

  もう１つは、企業が有機質肥料などを販売するに当たって、そういうものに参画している事

例などもあって、どちらにしても、できれば公の機関の中でのそういうレベルアップをぜひ図

っていただいて指導していくということが大事じゃないかなというような気がしているのが１

つです。それが、現場としてもぜひお願いしたいところ。 

  それから、もう１つ、18ページですね。たい肥と化学肥料を混合した場合において、これは

やっぱりＣ／Ｎ比の関係で、実は何としても混ぜられないんだと。これは何か窒素を入れたい

と思っても入れられないというのがやっぱり、要するにたい肥化事業の中で相談があったとい

うのもあるんですけれども、そうじゃなきゃ、極端に言うと、やっぱり鶏ふんみたいなのを入

れるなり、米ぬかで入れるなり、何かいろいろ施策なりというところもあったので、これが果

たして今後、肥料取締法上の扱いなどはどうなっていくのかということが、やっぱり関心があ

るというのは、広がるということはないと思うんですけれども、やっぱりあるところでは関心

があるところじゃないかと思います。 

  それから、炭素が少ないものの施用、化学肥料代替としてのものというのは非常に多くなっ

てきていると思うんですけれども、ただ、農家自身は、例えば籾殻の活用とか、炭素を含んで

いるものと合わせて使うなどというのがありますので、それらの力というのは結構ついてきて

いるのかなと。全国的にはですね。そんな気もしているんですけれども、バークたい肥の問題

が、果たして日本にバークたい肥がどのぐらいあるのかというのが、むしろ私は懸念するとこ

ろで、バークたい肥を取り上げるのはいいんですけれども、それが果たしてどれぐらいの量が

あるのかという気がしています。その辺、もし調査したデータなどがあれば、ちょっとお聞か

せいただきたいと思います。 

○熊澤座長 何かありますか。 

○事務局 まず、１点目の、特に土づくりに関するプロが少なくなってきているという点につき

ましては、まさに我々も同じ認識を持ってございまして、20ページにございますように、民間

の取組みとしては診断技術者の養成が行われているのですが、こういう部分についても体制を

充実していく必要があると強く感じているところでございます。 

  バークたい肥の流通量に関するご質問でございますが、平成16年におきましては26万7,000

トンとなっております。 

  以上でございます。 

○原委員 20ページの技術者講習会の受講者、これは実技を伴う技術者講習会の推移でございま

して、全農では20年度から２泊３日で現場でいろいろ経験された方に対して、きちんと知識を

覚えてもらうという座学だけの講習会をもう１つつくりまして、人づくりをすると聞いており

ます。 

  それから、15ページの２つ目の○のところで、リモートセンシング技術と書いておりますが、

新潟県の一ＪＡで、米の成分をリモートセンシングを使って測定しておりまして、これはリモ

ートセンシング技術を農業団体が使った最初ではないかと思いますが、やはり一ＪＡや民間で

使うには相当限界があります。ですから、このことについて、ぜひとも国のほうで取り組んで

いただくことが必要です。人づくりはまだまだ時間がかかると思いますので、リモートセンシ

ング技術について、力を入れていくのが急務ではないかと思っています。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

○牧野委員 18ページですけれども、良質たい肥の課題というところなんですが、連続して入れ



ていきますと、病気の問題から見ますと、出てくる病気が変遷してくるわけですね。これは静

岡県にあります自然農法センターというところで調査したデータですが、例えばフザリウムと

いう非常に重要な病気があるんですが、これが減少している一方で、リゾクトニアという、有

機質土壌に非常に多い菌です。こういうのが増えている。あるいは先ほど言った紋羽が出てい

る。そういうことで、未熟たい肥とはまた違った対処というのが必要になってくるんじゃない

かと思いますので、その辺も、要するに安定的に入れていくという視点から、農家が安心して

安定的に入れていくという視点から見ますと、その辺も考慮しなきゃいけない課題になるので

はないかと思います。どこかにこの辺、入れておいていただければと思います。 

○熊澤座長 そういう場合には、たい肥の質の問題になりましょうか、入れる量の問題に…… 

○牧野委員 究極的に見れば、質をちゃんと設定して入れれば、この病気は減少する。だから、

こういうときにはこういう処方でつくったたい肥を入れなさいと。極端に言えば、こういうた

い肥を入れなさいと。こういう微生物ですね。そういうふうな形にまで持っていければ、非常

に農家としては、病気の問題は非常に重要ですので、助かるんじゃないかと思いますね。施肥

というのもたい肥の施用というのもうまくいくのではないかと思います。 

○八木委員 モニタリングのところで、今もお話が出ましたし、これまでもいくつか関連するお

話が出たと思うんですけれども、たい肥と一口に言ってもさまざまで、いろんなことを考える

上で、たい肥の質というものをもう少し把握する必要があると思います。 

  そういった意味で、14ページのこの施策の必要性の中に、モニタリングについて、農耕地土

壌の実態というモニタリングの方法があるんですが、これを土壌だけではなくて、その管理。

ですから、どういった有機物を入れているか、たい肥をどういったものを入れているか、そう

いった管理にまでモニタリングを広げる必要があると思います。これは、土壌炭素のほうでも

非常に重要で、国連気候変動枠組条約の中で、各国がインベントリーを査定するのに、土壌の

炭素のデータだけではなくて、いわゆる活動量というデータが精査されます。ですから、日本

の農耕地では、2010何年に土壌炭素をいくら蓄積したと。それを証明するために、土壌の炭素

のデータだけではなくて、どれだけの農家がどれだけの有機物を入れたかと、そういったデー

タが必要になります。 

  だから、その意味でも、こういった活動量に関係する農家の管理実態、それをモニタリング

項目に加える必要があると思います。 

○西尾委員 今の点、環境保全型農業対策室のほうが実際の水田や何かでの有機物の施用量のモ

ニタリング調査をやっていますよね。そういう数値じゃだめなんですか。 

○八木委員 細かく聞ければ細かいほどいいと思いますけれども。 

○西尾委員 だけれども、現実に農家のレベルでいくと、たい肥の施用ぐらい量的にずさんなも

のはないわけですよ。もうお前のところどれだけ入れたと言ったって、量を実際にさっと言え

るようなところなんかほとんどないですよ。それで、テーラーで何杯入れたとか言ってくれる

ならまだ換算のしようがあるんですよ。それすらわかっていないですよ。 

  だから、本当は、それを言う前に、農家にたい肥の施用量をどうやってきちんと計量化して

施用させるかのインフラ整備が必要なんですよ。例えば、そういうことをやろうとすると、そ

の農家ごとにたい肥を運搬するときの標準的な運搬車をトラックスケールに誘導して、標準的

な量のたい肥を１回入れたら何トンになるのか。その小型トラクターや軽トラックでもいいん

です。そういうものを升にしてはかって、それをきっちり記帳するような習慣づけをしていか

ないと、たい肥の難しいこと言ったって、実際の現場での施用量はむちゃくちゃで、どうしよ

うもないですよ。 

○八木委員 どこまで細かくとるかということだと思うんですね。 



○熊澤座長 14ページの今の八木委員のご指摘は、農地土壌の実態と同時に、どのような管理が

されているかということも、モニタリング項目、目的の中に入れたほうがよろしいということ

で、それはそのようにしていいんじゃないでしょうかね。 

○事務局 了解しました。 

○熊澤座長 あと、西尾委員がおっしゃったように、それは言うは易くして行うは難しいよとい

うわけで、努力目標でどこまでいくかということはあると思います。 

○西尾委員 努力目標というんじゃなくて、そういう農家がたい肥の量を計量化するような体制

づくりをしてほしいということです。 

○熊澤座長 体制づくりですね。 

  先ほど原委員のほうでもおっしゃいましたけれども、20ページのところの技術者養成という

ようなのが、今のところ、ここに例で出ているのは、全農で行われているのが例に出ているん

ですが、あと佐々木委員もおっしゃいましたが、いろいろ民間でもやっていると。そうすると、

実際に頼りになるというような形でさっと相談に乗るようなところが、そういう力がかつてよ

りは弱くなっているんじゃなかろうかというようなお話だと思うんですが、これは一番現場に

近い方、小川委員はどうですか。その辺の体制再構築というようなことで考えていく必要があ

るでしょうか。 

○小川委員 ぜひそうしていただきたいということです。 

○熊澤座長 全農以外の指導体制ですね。 

○小川委員 ぜひ、そうしていただきたいということはあるのですけれども、佐々木委員がおっ

しゃったように、なかなか難しいのかなというのは、やっぱり県におりましても、いろんな意

味でどんどん規模縮小する中でいろいろ努力しているわけですから、かなり難しいと思います。 

  やはり農家の方がいかにして使いやすい、そして簡便にできる、そういった体制づくりが必

要じゃないかと思います。いろいろ土壌診断や何かあるのですけれども、どうしても研究サイ

ドになりますと細かく入っていってしまって、もう少し大ざっぱでもいいから、こういう簡便

な方法がありますよという、そういう技術体系の構築というのも必要になってくるのではない

かというふうに思います。 

  あともう１つ、先ほどのモニタリング調査の件ですが、多分農産課で、古くから土壌環境基

礎調査というのがありまして、実際に八木委員がおっしゃられたような内容の調査というのが

行われております。各県によって温度差があって、実際の場面になるとなかなか使いづらいの

かなという気がします。 

○熊澤座長 合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員 21ページなんですが、ここの○の２つ目に、国レベル、農家レベルで土壌管理の方

法の変更が、炭素貯留量にどの程度の変化を及ぼすかを予測することができるように、予測モ

デル等の早期開発を目指すべきではないかというふうに書いてありますが、要するにこれは、

そういうモデルができていないということなんですね。 

○事務局 現在はですね。 

○合瀬委員 ですよね。それで、一方で、でも環境保全型農業をやると、200万炭素トンの貯留が

できるというのは、若干ちょっと矛盾しているような気がするので、これはより精巧なとか、

要するにまだばらつきがあるので、より精巧なとか、ちょっと表現を少し工夫してもらったほ

うが混乱しにくいというふうに思います。 

  それともう１つ、これ時間軸が一体どのくらいになっているのかですね。要するに、ここに

一番下に、活用から貢献に、京都議定書の第１約束期間の温室効果ガス排出量６％削減義務に

貢献というふうに書いてあるんですが、これなんかもうすぐですよね。来年から始まるわけで



すから、これは本当にそういうことができるのかどうか、ぼくはこれはかなり難しいと思うん

ですが、あまり軽々にできないことを書くのはどうかなという。しかも、これは認められるた

めには、相当の国際交渉か何かでやらなきゃいけませんから、ここのところ、ちょっと安易に

書きすぎかなというふうな気がしました。 

  いずれにしても、今国民の関心は、いかにして６％削減するかというところに向いています

から、今後、こういう環境保全型農業を支援するツールとしては、これはかなりいいことは確

かなんですね。そうであれば、なおさらきちんとこういうところは理論構築をして、よりアピ

ールできるような形にしたほうがいいと思います。この辺、かなりアバウトに書いてあるので、

ちょっとこの辺はきちんとしていただきたいと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  では、これ、今のようなご指摘を反映して。 

○事務局 この点につきましては、表現ぶりが良くなかったのですが、６％削減義務に貢献とい

うのは、ＣＯ２吸収能を高める育林技術の開発に係るものでございます。そしてその下の農地

土壌に炭素貯留能を増加する技術の開発の方が、第１約束期間以降の削減義務への対応に関連

するものとなっております。 

○合瀬委員 これ、そうしたら、農地とは関係のない話ですよね。 

○事務局 現在、研究プロジェクトが動いていまして、その中で農地の問題と森林の問題が一体

的に動いているということでございます。図は誤解を招きますので、直させていただきます。 

○熊澤座長 上の括弧内のところで、先ほどご指摘の炭素貯留に関する予測モデル等の早期開発

というようなのは、ちょっと誤解を招く。 

  どうぞ。 

○荘林委員 また概念的な話で大変恐縮なのでございますが、23ページに関連してです。このＣ

Ｏ２吸収という観点に関して、仮に責任分界点がうまく定められたとします。その際には、先

ほど伊藤委員がおっしゃられたような観点も大変重要だと思うんですが、いずれにしろ定めら

れたとします。その責任分界点の営農方法のもとで、前回あるいは前々回の議論にありました

ように、いずれにしろ農地土壌のＣＯ２吸収というのはダムのようなもので、トータルのキャ

パシティで決まっているわけです。例えば、責任分界点の営農の方法でやると、30年でそのダ

ムは満杯になると仮定します。国家的な戦略として、このダムを30年間で使い切るという戦略

をもし採用するならば、特段、積極的な農家に対する、少なくとも財政的な支援は恐らく必要

ないだろうと思います。 

  一方で、いや、これは30年で使い切るのではなしに、20年あるいは10年で使い切るという戦

略のほうが我が国としては適切なんだというふうに考えると、この責任分界点を上回るような

行為を農家にお願いしなければいけない。その場合には、何らかの支援が必ずや必要になるで

あろうということだと思います。 

  そうしますと、例えば30年を10年あるいは20年で使い切るべきかどうかという話は、一方で

農家のほうに追加的なコストがどれだけ発生して、その追加的なコストについて、ほかのＣＯ

２を削減するコストと比べて多いか少ないかという観点が大変重要になるんじゃないかと思い

ます。それよりも少なければ、このダムはなるべく早めに使ったほうがいいであろうという判

断も十分あり得るんじゃないかということです。 

  その観点からしますと、もしそういう追加的な行為を農家の方にお願いするとすると、大体

のイメージとしてそのコストがいくらぐらいで、それは現在のＣＯ２削減のコスト、それが例

えばＣＤＭの平均的なコストなのか、あるいはＥＵ－ＥＴＳのコストなのか、よくわかりませ

んけれども、そういうものと比べて、オーダー的に大体どんな感じにあるのかなというのは、



どこかの段階でイメージがわかると大変ありがたいと思うんですが。 

○佐々木委員 22ページです。これ、内容の問題ですけれども、ペレット化を合わせて、ペレッ

ト化たい肥はライムソアーなど、写真ありますね、手持ちの肥料散布機によって散布が可能だ

と。ライムソアーの場合は粉でも散布できるので、もしこの絵を入れるとすれば、ブロードキ

ャスターのほうがいいんじゃないかと。ブロードキャスターであれば、粒にしなきゃ振れない

ものですから、むしろ今、農家の人は、肥料を振るのに、粒のものを振るのにブロードキャス

ターでやっていますから、あわせて使うとすればブロードキャスターのほうがいいだろうし、

私どもが米ぬかなどを散布するとき、ライムソアーを持っているんですけれども、ライムソア

ーのほうはペレットにしなくても散布が可能なので、写真を入れるとすれば、その辺のちょっ

と調整をしてみたほうがいいんじゃないかという気がしたんです。 

○事務局 ありがとうございました。 

○熊澤座長 そろそろ終わりの時間に近づいてきているんですけれども、何か。 

  八木委員、先ほど話が出ました21ページの予測モデル等の早期開発を目指すべきではないか

という、こういう程度の表現で大丈夫ですか。 

○八木委員 はい。修正案のように、より詳細なる予測を可能にすると。そういった部分が入れ

ばいいと思います。 

○熊澤座長 佐々木委員、今の22ページのところに、どちらかというと、たい肥ペレット化装置

の整備というようなのが支援対象のところに入っているんですが、たい肥ペレット化にすると

いうのは、非常にあれでしょうか。 

○佐々木委員 そこまでやれば、使いやすいは使いやすいでしょうね。例えば、手で振るにして

も何にしても、そこまでやれればですね。ですから、例えば大規模の畜産農家などがやる場合

は、ここまでやっていただけば、逆に言えば、消費流通も、販売する人も楽かもしれないです

ね。ただ、通常、ここまでやると経費もかかるでしょうから、一定の規模要件が必要なのかな

という気がします。 

○熊澤座長 そうしますと、18ページのところの、たい肥と化学肥料を混合した場合の肥料取締

制度上の問題というようなことにも絡んでくるかもしれませんですね。この辺はどういうふう

な感じになりますか。 

○事務局 現行、肥料取締法上は、たい肥と化学肥料を混ぜた場合には登録をとらなくてはなら

ないのですが、実際の使い勝手という観点からすると、成分が安定したものであれば肥培管理

が徹底できるので、そういう品質面の観点も含めて、もう１回検討が必要ではないかという認

識を持っているところでございます。 

○西尾委員 今の点なんですけれども、肥料取締法の改正で、たい肥に腐熟促進という目的で、

普通肥料を混和して、それででき上がったたい肥を特殊肥料として売るのは、法的に認められ

るように改正されたんでしょうか。 

○事務局 平成11年の改正におきまして、材料として、いわゆる腐熟促進剤として普通肥料を混

和することについては認められたものと認識しておりますが、そこは再度確認いたします。 

○西尾委員 ところが、そうなったはずなんだけれども、いろいろ聞くと、実際にはなかなか許

可がおりないという話を聞くんですよね。だから、今のこの22ページのものは、これはかなり

肥料成分濃度が高いので、普通肥料として売るんだから、肥料取締法でも特段問題ないと思い

ます。現に売られているし。これは水分を落として強力に乾燥するので、ボリュームがうんと

小さくなるので、遠距離輸送ならば普通のたい肥とコスト的に太刀打ちできるとされています。

それで、九州産のペレットたい肥が北海道で使われていて、北海道の人が、何で俺のところは

九州の家畜ふんを使わにゃいかんのかと言っている人がいます。このように、遠距離のときに



すごいメリットがあるみたいですね。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  何か全体を通して、ご意見ございましょうか。 

○西尾委員 全体を通しては、関心が炭素固定のほうにものすごくいっているんですが、日本の

狭い農地の中で、炭素固定だけを農業が力むのは、かなり苦しいですね。そういったようなこ

とから、やっぱり私は、先ほど来あった水質保全だとか、要するに環境保全型農業の環境保全

というところをもうちょっと身近な環境保全ということも引き合いに出して、意義づけてほし

いなというふうに思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  何か審議官、ございますか。よろしいですか。 

○事務局 どうもいろいろご意見をいただきまして、ありがとうございます。 

  いただきましたご指摘につきましてはまた反映させていきながら進めていかなければならな

いと考えておりますが、皆さんご存じのように、特に炭素貯留機能につきましては、土壌調査

はこれまでにも行ってきた一方で、こういった視点から検討するのは歴史が浅いといいますか、

始まったばかりということで、足りない部分も多々あろうかと思います。しかし、これは本当

に新しい展開となりますので、データが必ず必要になってくると思いますので、そこのところ

は皆さんのご意見で補いながら進めていきたいと考えております。 

  また、我が国で農地土壌の炭素貯留を進めていくのに当たっては、たい肥等の有機物施用が

中心になると思いますが、気象や、土壌の性質、地形、水の問題など、さまざまな地域的な要

因も考慮する必要がございますし、加えまして、たい肥施用を促進していく上では持続性や安

全性といったことも勘案しつつ進めていかなければならないので、考慮すべき事項はまだまだ

たくさんあると思います。 

  今年は、タイトなスケジュールの中で、濃密なご検討を頂きありがとうございました。また

来年もお世話になりますので、よろしくお願いいたします。 

○熊澤座長 それでは、以上で本日の議事は終了ということにさせていただきます。 

  なお、これまでの土壌に関する議論につきましては、本日いただいたご指摘を踏まえまして、

初めにお諮りいたしましたように、今後、食料・農業・農村政策審議会企画部会の中の地球環

境小委員会に報告するということとしております。この報告につきましては、本日配布いたし

ました、農地土壌が有する多様な公益的機能と土壌管理のあり方の１から３までの資料を、こ

れをベースに作成いたしたいと思いますが、本日のご意見もございますので、内容については

座長に一任ということにさせていただいてよろしゅうございましょうか。 

  ありがとうございました。 

  では、本日の議事は、開催要領に従いまして、委員の皆様のご確認をいただいた上で、農林

水産省ホームページ等で公表することといたします。 

  あと、事務局から何かございましょうか。 

○事務局 本日は、長時間にわたる熱心なご議論、ありがとうございました。 

  最後に、資料４をごらんください。今後のスケジュールのご確認させていただきたいと思い

ます。 

  次回、来年になりますが、１月21日の開催を予定しております。第５回の検討会ということ

で、環境保全型農業全般に検討課題を移しまして、ご議論いただきたいと思っております。 

  それから、座長からもございましたように、食料・農業・農村審議会企画部会の地球環境小

委員会で、地球環境問題について幅広いご検討をいただく中で、農地土壌の炭素貯留機能につ

いても検討がなされておりますので、この検討会のこれまでの検討状況をここにご報告させて



いただきたいと考えております。地球環境小委の日程は決まっておりませんけれども、１月ま

たは２月の開催となるとうかがっております。 

  また、１月21日の第５回検討会の会場・開始時刻等については確定次第追ってご連絡させて

いただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

午後 ６時０４分 閉会 

 

 


