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   （１）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 １時５９分 開会 

 

○事務局 それでは、定刻前ではございますが、委員の皆様方全員おそろいでございますので、

ただいまより第２回の今後の環境保全型農業に関する検討会を開会させていただければと思いま

す。 

 私、環境保全型農業対策室長の福田でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところご出席いただきまして御礼申し上げ

ます。 

 まず、本日は第２回ということでございますが、前回欠席されている委員の方々もおられます

ので、まず、先に委員の方々をご紹介させていただければと思います。 

 まず、日本放送協会解説委員の合瀬委員でございます。 

○合瀬委員 合瀬です。前回は失礼いたしました。 

○事務局 続きまして、岡崎委員でございます。東京農工大学大学院生物システム応用科学府長

でございます。 

○岡崎委員 岡崎でございます。前回は失礼いたしました。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局 続きまして、全国農業協同組合中央会営農・経済事業改革推進部長の原委員でござい

ます。 

○原委員 全中の原でございます。前回は大変失礼いたしました。これからよろしくお願い申し

上げます。 

○事務局 なお、牧野委員でございますが、本日は所用により欠席というご連絡をいただいてい

るところでございます。 

 なお、事務局、本日は、佐々木審議官及び雨宮課長とも急遽国会が入りまして欠席ということ

でございます。 

 続きまして、お手許に配付してございます資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 資料といたしましては、１番表に議事次第、そして、座席表がございまして、その後ろに資料

１から３が入ってございます。資料１といたしまして、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（１）、資料２といたしまして、第１回検討会委員指摘事項に対する説明資料、

資料３といたしまして今後のスケジュールがございます。これに加えまして、小川委員からの提

出資料、前回ご了承いただきました開催要領、そして前回の検討会の議事録、委員の皆様方にご

確認いただきましたものでございます。この資料については、早速ホームページに掲載させてい

ただければと思います。 

 もし、不足等ございましたら事務局の方まで申し出ていただければと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の議事に移りたいと思いますので、これより司会進行を熊澤座長にお願いいた

します。 



○熊澤座長 どうも本日はご苦労さまでございます。 

 議事に移らせていただきますが、本日の会議は夕方の５時までということですのでよろしくお

願いをいたします。 

 また、前回ご了承いただきました開催要領に基づきまして、本日の議事は公開といたします。

議事録は発言者に確認の上で公表するということといたしますのであらかじめご了承お願いいた

します。 

 それでは、本日の検討事項である「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

（１）」について資料の説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、まず本題に入る前に資料２の方を先にご説明させていただければと思いま

す。前回の会議におきまして、伊藤委員及び荘林委員よりご指摘いただいた件についての補足説

明資料でございます。 

 １ページ目をごらんください。この部分については、伊藤委員より化学肥料、化学農薬の低減

と収穫量の関係についてわかる資料がないかということのご指摘をいただきまして、前回提示さ

せていただきました資料に収穫量の比較をつけさせていただいたものでございます。 

 左側の表でございますが、水稲、ニンジン、茶の欄がございまして、水稲、ニンジンについて

は、いずれの場合でも化学農薬を低減しても収量は慣行と同程度以上となっております。 

 茶については、一番茶は慣行以上、二番茶は少なくなる場合もあるということでございます。 

 右側の表は農薬の使用低減による影響に関するものでございますが、水稲については収量のデ

ータはございませんでした。茶については、この実験データでは若干収量が減少しております。 

 いずれにいたしましても、化学肥料、化学農薬を低減いたしましても、おおむね慣行と同程度

の収量は得られるというふうに見込まれるところでございます。 

 ２ページ目をごらんください。この部分については、荘林委員より、土づくりの観点から、担

い手と非担い手の間で取り組みに有意な差があるかどうかというご指摘をいただきましたことを

受けての資料でございます。 

 これは、2005年の農林業センサスにおいて、環境保全型農業の取り組みについてアンケートを

とっているものでございまして、縦軸が取組割合、横軸が経営規模で棒グラフをつくったもので

ございます。 

 ①が0.3ヘクタール未満、②、③、④と数字が大きいものほど規模が大きくなりまして、⑬の

ところでは100ヘクタール以上の農業者の方ということでございます。 

 縦軸の青は環境保全型農業に取り組んでいるとお答えになっている農業者の方々で、そのうち

の赤い部分は土づくりを実践していると回答された方々の割合であります。見ていただきますと、

経営規模が大きい農業者ほど環境保全型農業に取り組んでいる方々の割合が高くなっているとい

うことでございます。 

 環境保全型農業への取組みの割合は、経営規模⑪、⑫、⑬においては⑩と比較して若干小さく

なっておりますが、土づくりについては、⑪、⑫、⑬においても⑩と同程度以上の水準となって



おります。全体といたしましては、46.8％の方々が環境保全型農業に取り組んでおられます。 

 続きまして、本日の本題であります資料１についてご説明申し上げます。 

 非常に大部な資料となっております。途中でわからなくなるおそれがございますので、こちら

のＡ３紙で、本日の資料の全体像について簡単にまとめたものをご用意させていただきました。 

 前回の復習も兼ねて土づくりをめぐる課題、あるいは土壌保全をめぐる諸外国の動き、こうい

う部分について１ページ目から４ページ目にお示ししております。 

 こういう中で、我が国においても、農地土壌の公益的機能についての評価や、その機能を将来

にわたって維持向上していくための土壌の管理のあり方について、本検討会で検討していくこと

としているところでございます。 

 ５ページ目から18ページ目では、農地土壌の公益的機能といたしまして、こちらに掲げており

ます５点、作物生産機能、炭素貯留機能、物質循環機能、水質・大気の浄化機能、生物多様性の

保全機能、この五つについて整理いたしております。 

 右下のボックスでございますが、これらの機能を高めるための営農行為につきまして、29ペー

ジ目から41ページ目に、実験データをご紹介しながら説明してございます。具体的には、有機物

の施用、土壌診断に基づく適正な施肥、不耕起栽培、土壌侵食防止のための営農管理、土壌改良

資材の施用、多毛作を掲げているところでございます。この A３紙も併せてご覧いただきながら

説明を聞いていただければと思います。 

 資料１の１ページ目をごらんください。土壌機能をめぐる状況ということでございます。前回

のおさらいになりますが、これまでの我が国の取り組みでございます。 

 我が国においては、左側の図にもありますとおり、水田、普通畑、樹園地において不良土壌と

区分されるものがそれぞれ４割、７割、そして６割と、こういう状況でございます。こういう中

で、食料の安定供給、あるいは持続的な農業生産の確保の観点から、土壌の性質に由来する農地

の生産力の維持増進を図ることとしてきたところでございます。 

 具体的な施策といたしましては、地力増進法に基づき地力増進基本指針というものを定めてお

ります。これは土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を目的としており、この中で、例

えば水田、普通畑について、標準的な有機物の施用量を定めておりまして、また、そのほかに、

適切な施肥や適切な耕うん等についても定めているところでございます。また、Ⅲといたしまし

て、土壌の性質の基本的な改善目標ということで、作土の厚さとか、透水性、pH等々の項目につ

いて、具体的な改善目標を定めているところでございます。 

 こういった、堆肥の施用等を通じた土づくりにつきましては、保肥力の向上を通じて肥料の利

用効率の向上が図られるということもございますので、従来より、環境保全型農業の推進に当た

っても、土づくりを基本としてきたところでございます。 

 ２ページ目をごらんください。土壌機能をめぐる状況といたしまして、ＥＵにおきましては、

土壌が人類の生活にとって大気や水と同様に極めて重要な役割を有しているにもかかわらず、そ

の重要性がなかなか国民の方々に認識されてないという現状の中で、土壌の多様な機能について



きちんと明確化するとともに、その機能を保全するための施策の枠組みを策定することとしたと

ころでございます。 

 土壌劣化の進行の話が左側に書いてございますけれども、土壌侵食、これはＥＵ地内において

1.2億ヘクタールが水による侵食、0.4億ヘクタールが風食のリスクにさらされておりまして、今

後もさらに深刻化すると見込まれています。 

 そして、有機物含量が低い、または非常に低いという分類にされるものが域内に45％、これも

さらに深刻化する恐れがあります。 

 その他、圧密とか、塩類集積、地滑り、土壌汚染、そしてSealingと、こういうふうな土壌劣

化の要因について現状の分析がなされているところでございます。 

 このような現状を踏まえまして、第６次環境行動計画において、土壌に関する戦略が定められ

ました。行動計画においては、特に重要な分野といたしまして、空気とか、海洋環境、資源リサ

イクル等について戦略を定めてございますが、これと並んで土壌についても同様の戦略が定めら

れたということでございます。 

 土壌戦略の目的は２に示しておりますが、土壌が有する次のような機能に着目してその保全を

図ることでございます。我が国においては、生産性というものだけに着目しているわけでござい

ますが、ＥＵにおいてはバイオマス生産のほかに養・水分の蓄積、ろ過、変換、そして生息環境、

あるいは生物種及び遺伝子等の生物多様性のプールの機能、そして、６といたしまして、炭素の

プール、温暖化の関係もございまして、このような公益的な機能の保全を図りなさいということ

としております。 

 加盟国の義務といたしまして、土壌機能を損なう行為を行う者に対して軽減措置を講じさせる

仕組みを導入することとしているところでございます。 

 ３ページ目をごらんください。次はアメリカでございます。アメリカでは土壌侵食が非常に大

きな問題となっているわけでございますが、やはり、EUと同様に、土壌を大気、水、生態系など

と並ぶ資源ととらえて、これを保全するための施策が講じられているところでございます。 

 土壌侵食の進行の現状といたしまして、水食が10億トン、そして風食で7.5億トンございます。 

 主な農業環境政策といたしまして、土壌の保全、水質の保全、生態系の保全ということを目的

として、他の環境のところにも十分配慮した形で各種の施策を実施しているところでございます。 

 具体的な事業といたしまして、ＣＲＰ、環境的に脆弱な土地を草地や林地に転換するというこ

とに対する助成。そして、ＷＲＰ、農地を湿地に戻し、その保護を行うことに対する助成。そし

て、ＥＱＩＰといたしまして、家畜排せつ物管理施設の整備等、水質保全や土壌流亡の防止に効

果のある取り組みに対する助成。また、ＣＳＰということで、カバークロップの作付けとか、等

高線栽培といった環境資源の保全と改善に資する活動を行う農業者に対する助成を行っていると

ころでございます。 

 ４ページ目をごらんください。欧米では、作物の生産機能の維持向上といった視点に加えまし

て、多様な公益的機能の維持・向上といった観点からも様々な土壌関連施策が講じられているわ



けでございますが、我が国におきましても、研究レベルでは、この表にございますとおり、多く

の識者、団体によりまして、土壌機能についてさまざまな整理が行われてきたところでございま

す。 

土壌を、やはり国民共有の財産として将来にわたって保全していくためには、土壌が有する炭

素貯留機能等の多様な機能をまず明確化し、これを適切に評価していくこと、そして、これを踏

まえて、そのような機能を維持向上させるための枠組みを考えていくということが必要であろう

ということで、前回の検討会は締めくくられたわけでございます。 

 これを受けまして、本日の本題に入ります。５ページ目でございますが、土壌が有する公益的

機能について、本日は大きく５点に整理させていただいておりますが、その１点目が、作物生産

機能でございます。 

 土壌につきましては、左の図にございますように、作物残渣の還元、あるいは肥料の施用を通

じて入ってきた作物の生育に必要な養水分を蓄積、供給するとともに、植物体を支持する役割を

持っておるわけでございまして、まさに植物の生産の基盤として重要な役割を持っております。 

 その全体のメカニズムは、左側の図に示してございます。土壌に還元された有機物については、

微生物による作用を受けまして、肥料成分として作物に吸収されるほか、一部が再合成されて腐

植等として土壌中に貯留されます。そのような腐植や土壌中の粘土粒子は、マイナスに荷電して

おりまして、肥料成分を保持します。このように、真ん中のところでございますが、土壌には、

養分の可給態化、養・水分の保持、養・水分の供給、そして植物体の物理的な支持といった機能

があります。 

 こうした作物の生産機能については、右の図にもありますが、有機物の施用による土壌生物の

活性化、あるいは土壌の団粒化の促進により増進されるものでございます。 

団粒化について、参考のところを見ていただきますと、有機物の施用によって、土壌動物、あ

るいは微生物の活動が活発になり、その分泌物が接着剤として働き、土壌の中に大小の孔隙が発

達します。団粒が形成されてない土壌につきましては、この図にありますように、通気性、透水

性、養水分の保持力、あるいは生物の活動が乏しい環境になるわけでございますが、団粒構造が

発達することによって、大きな孔隙のところでは、養水分の通路や、また、植物の根、小動物の

通路になります。そして、小さな孔隙については、養水分の保持、あるいは微生物の生息の場に

なるということで、このようなことが土壌の多様な機能の基本となっているところでございます。 

 ６ページ目をごらんください。世界の人口は、今現在65億人でございます。これが右肩上がり

にどんどん上がりまして、今世紀の中ごろには88億人になると予測されている状況でございます。 

 他方、右側の表にございますように、土壌侵食の現状として、ＦＡＯのデータによりますと、

年間500から700万ヘクタールの耕地が土壌侵食によって消失しており、世界の耕地面積15億ヘ

クタールに対しまして、年間 0.4％相当が消失している計算になります。また、人為的な要因に

起因いたしまして、年間260億トンの表土が消失しているというサイエンス誌のデータもござい

ます。 



 次に、塩類集積でございますけれども、これも年間3,200万ヘクタールの農地が被害を受けて

ございます。また、世界で600万ヘクタールが砂漠化しており、世界で36億ヘクタール、陸地の

４分の１でございますけれども、これが砂漠化の影響を受けていると見込まれております。 

 これらの影響を受けている地域としては、アフリカ、アジアがかなりの程度ございますけれど

も、森林伐採では過放牧といった部分については、ヨーロッパ、北米大陸、南米大陸も相当程度

あるということでございます。 

 こうした中で、やはり限りある農地土壌の作物生産機能を高いレベルで維持することが、我が

国の食料安全保障にとっても重要であると考えております。 

 次に７ページをご覧ください。二つ目の機能が炭素貯留機能でございます。 

 土壌は、地球規模の炭素循環、あるいは炭素の貯留の場として重要な役割を果たしているとこ

ろでございます。 

 具体的には、左側の図にございますとおり、土壌中に含まれる有機炭素の貯留量、これは、OECD

の資料によりますと約２兆トン、また、このうち40％が農林業の影響下にあると見込まれており

ます。これに加えまして、注に書いてございますように、土壌には、有機炭素のほかに無機態の

炭素ということで9,500億トンが別に存在しております。これに対しまして、植物体のバイオマ

スは5,000億トンということで、土壌有機炭素と比較すると４分の１程度の水準でございます。

また、大気中の炭素貯留量についても7,600億トンということで、土壌の半分以下ということで

ございます。 

また、土壌と大気の間で、年間600億トンの炭素の交換が行われているところでございます。

これに対しまして、化石燃料燃焼等に伴う温室効果ガスの排出については、2005年においては年

間72.3億トンということでございます。 

このようなことを踏まえますと、土壌中の炭素貯留量は人為的な二酸化炭素排出量と比較して

も極めて大きく、土壌炭素の増減は、地球温暖化に非常に大きな影響を及ぼすのではないかとい

うふうに考えております。 

参考にこれまでの炭素排出量の推計がございます。（１）といたしまして、森林伐採等の土地

利用の変化に伴うものが産業革命以前においては年間0.4億炭素トンございました。これが産業

革命以後を見てみますと、1,360億トン、年換算にいたしますと、5.4から12.7億トンの炭素が

排出されたということでございます。 

 一方、化石燃料の燃焼等に伴う排出を見てみますと、産業革命以前はゼロであったものが、産

業革命以後には2,700億トンということで、年換算で16から20億トンとなってございます。先

ほどの土地利用変化の5.4から12.7億トンという年間炭素排出量は、化石燃料の燃焼等に伴う年

間炭素排出量と比べても相当程度の規模であることが見てとれようかと思います。 

 ８ページ目でございます。植物は、光合成によりまして大気中の炭素を固定して成長いたしま

すけれども、左側の図にありますように、植物の残渣が土壌に還元されたり、堆肥等の有機物資

材が施用されることを通じまして、土壌中の有機炭素が増加いたします。この土壌中の有機炭素



は、土壌微生物によって分解を受け、大部分は二酸化炭素として大気中に排出されるわけでござ

いますが、その一部は難分解性の物質、すなわち微生物による分解を受けにくい物質となり、長

期間土壌中に貯留されます。 

 左側の下の表は、毎年有機物を１トンずつ施用し続けた場合における土壌中の有機物の蓄積量

に関するデータございますけれども、平均的な土壌中での滞留時間は、易分解性の植物成分であ

れば１年、難分解性成分であれば3.9年となっておりますが、化学的に安定化した有機物、腐植

物質でございますが、これは2,565年も貯留されるということがわかっているところでございま

す。 

 この腐植物質の生成プロセスについては、右側に書いてあるとおりでございますけれども、腐

植物質は化学的・生物的に再合成された不定形な高分子有機化合物の総称でございまして、非常

に分解を受けにくいため、土壌に長期間貯留されるということでございます。 

 丸二つ目でございますが、耕起等によって土壌の表面を攪拌することによりまして、酸素が土

壌に供給されますので、微生物活性が高まり、有機物の分解が促進されて二酸化炭素の放出が大

きくなるということでございます。 

 ９ページ目をごらんください。次に、京都議定書の関係でございますけれども、京都議定書に

おきましては、2008年から2012年において、温室効果ガス排出量を先進国全体で1990年比で５％

削減することとしております。国別の削減目標については、左側の下にございますとおり、ＥＵ

は８％、アメリカは７％、そして日本は６％ということになっています。 

 2008 年から 2012 年の第１約束期間においては、京都議定書第３条第３項に基づくものといた

しまして、新規植林等による純吸収量を吸収源としてカウントすることが認められているところ

でございます。加えて、第３条第４項に基づくものといたしまして、右側の真ん中のマラケシュ

合意の内容にありますとおり、森林の管理、放牧地の管理、植生の管理に加えまして、農地土壌

の管理についても吸収源としてカウントすることが認められているところでございます。この部

分については、第１約束期間においては、適用するか否かについて各国が選択することができる

ことになっておりますが、現在、農地土壌を吸収源として選択している国々としては、ポルトガ

ル、スペイン、デンマーク、カナダがございます。 

 次のページをごらんください。我が国におきましては、農地土壌の純吸収量の算定に十分なデ

ータがないということもございまして、第１約束期間においては農地土壌を吸収源として選択し

てございません。ただし、現在の状況が左側に書いてございますけれども、我が国は６％の削減

義務を課されているわけでございますが、2005年度の段階において既に基準年比で7.8％排出量

が増加しておりまして、非常に厳しい状況となってございます。 

 諸外国においても同様の状況にございまして、京都議定書の次期枠組みづくりに向けた交渉に

おいても、農地土壌の吸収源としての役割により大きな注目が集まっているところでございます。 

 技術的な話でございますが、農地土壌における吸収量の算定方法が右側に書いてあるわけでご

ざいます。まず、基準年におきまして、農地土壌による炭素の吸収量と排出量の差を計算いたし



ます。この図の場合は、吸収量の方が多いということで、斜線の緑の部分が基準年の純吸収量と

して計上されております。これに５年を乗じた値と、約束期間の５年分の純吸収量との差をもち

まして、第１約束期間の吸収量として取り扱うといった計算方法になるわけでございます。 

 なお、この例では、吸収量と排出量とで吸収量が多いケースになってございますけれども、こ

れ逆転すれば排出源としてカウントしなければならないということになります。第２約束期間に

おいては、吸収源、排出源のいかんによらず、農地土壌を、各国の温室効果ガス排出量の計算に

含めることが合意されているところでございます。 

 11 ページ目をごらんください。我が国の農地土壌の炭素貯留量に目を向けますと、表層30 セ

ンチにおいて、水田で1.9億トン、畑で1.6億トン、そして樹園地で0.3億トンということで、

農地土壌全体で3.8億トンの炭素が貯留されていると試算しております。 

 この値がどの程度のボリューム感なのかについて、左下の表に示してございます。1990年にお

ける我が国の温室効果ガス排出量は３億4,400万炭素トンでありますが、これと比較しても、農

地土壌中の炭素貯留量の方が３億８千万トンということで、こちらの方が大きいということにな

ります。こうした農地土壌が貯留している炭素につきましては、営農活動のやり方によって増減

いたしますので、適切な土壌管理を通じて、このレベルを維持することが地球温暖化の防止にと

って重要な課題となっていると認識してございます。 

 次をごらんください。三つ目の機能といたしまして物質循環機能というものを挙げたところで

ございます。 

 土壌は、有機物あるいは無機物の分解・変換の場であり、また、窒素、炭素の循環の中心的な

役割を担っているところでございます。 

 この図では、残渣の還元、あるいは有機性の資材の施用によりまして、土壌中の有機窒素化合

物が増加いたしますが、これが微生物の作用によって無機態となり、アンモニア態窒素から硝酸

態窒素に変わってく過程を示しております。無機態窒素のうち、一部は植物に吸収され、また、

一部は地下水へ浸透いたしますが、残りは微生物の作用を受けまして、窒素ガス、あるいは一酸

化二窒素ガスとして大気に放出されるところでございます。 

 このような形で、窒素や炭素は、土壌を中心といたしまして循環しているところでございます。 

 13ページ目をごらんください。我が国の窒素循環についてでございますが、特に我が国の食料

供給システムにおける窒素収支を見てみますと、一番左上を見ていただきますと、我が国では、

海外からの輸入食飼料を通じた窒素の輸入量が、1982年に84.7万窒素トンであったものが1997

年には121万トンということで、これが大幅に増加してるところでございます。同様に、その下

の輸入畜産物を見ていただきますと、2.9 万窒素トンから8.8 万窒素トンへと増加しておるとこ

ろでございます。 

 他方、我が国からの輸出を見ていただきますと、1982 年が 2.7 万トン、そして1997 年が 0.9

万トンということで、こちらは減少してございますし、オーダー自体が二けた以上違うわけでご

ざいます。 



 こういう形で我が国全体の窒素収支としては、大幅な窒素の輸入超過となっている状況でござ

います。そのような窒素の受け入れ先として、一番下でございますけれども、農地を含めた環境

がございまして、化学肥料を含めて、1982年に146万トン、1997年に168万トンというふうに、

非常に大きな量の窒素が農地を含めた環境に還元されているところでございます。 

 こういう中で、右側の上の図では、家畜排せつ物由来の窒素で農地土壌に還元される部分を示

してございます。この図によりますと、家畜排せつ物由来の窒素は、年間70万窒素トン発生して

いるわけでございますが、このうちの約７割に当たる47万窒素トン、これが堆肥等として農地に

還元されているところでございます。 

 そして、右下の表でございますが、ここでは食品循環資源のうち農地に還元されるものの割合

をお示ししているわけでございます。食品産業系全体として年間1,136万トンの有機性廃棄物が

発生しておりますが、このうちの45％が再利用されておりまして、その用途別割合で肥料化とい

うものが49％ございます。この45％、49％を掛けると22％になるわけでございますが、食品産

業由来の有機性廃棄物のうちの 22％が肥料化されて土壌に還元されているという現状にありま

す。 

このようなデータを見ましても、農地土壌は、大幅な輸入超過にある窒素をうまく循環利用し

ていく上で大きな貢献をしているということが見てとれようかと思います。 

 次に、14ページ目でございますが、４点目の機能といたしまして、水質・大気の浄化機能につ

いて整理したものでございます。 

 土壌には、先ほどご紹介したような孔隙を利用したろ過によって懸濁物質や細菌を除去したり、

化学的な作用を利用してアンモニウムイオン等の陽イオンを吸着・除去したり、土壌中の生物が

汚濁有機物を除去する等といった機能を有しているわけでございます。これらを通じて水質や大

気の浄化に貢献しているわけでございまして、そのメカニズムを14ページの下に書いてございま

す。 

汚れた水が土壌に流入しましても、水田における縦方向の浸透速度については１日3.31センチ

ということで、非常にゆっくり水が動くわけでございますが、その間に、懸濁物質が土壌の団粒

構造の中で除去されていくということでございます。 

 また、土壌中にある粘土の粒子、あるいは腐植はマイナスに帯電してございますので、陽イオ

ンであるアンモニウムイオン等が土壌に吸着されていく。 

 そして、三つ目といたしまして、土壌微生物の働きによりまして、やはり汚濁物質というもの

が分解・無機化されていくという仕組みでございます。 

 15ページ目をごらんください。二つの浄化機能のうち、まず、水の浄化機能でございます。 

 左側の上の図、水田の窒素浄化機能についての説明でございます。水田で稲わらの無施用区と

稲わらすき込み区について、作付期と非作付期とで、流入水、そして流出水の窒素濃度を比較し

ているわけでございます。 

まず、稲わら無施用区では、作付期には、ヘクタールあたりでトータル７キロの窒素が除去さ



れており、また、非作付期には除去量が289キログラムになるということでございます。さらに

これに稲わらをすき込むことによりまして、窒素除去量はさらに大きくなります。作付期ではヘ

クタールあたり151キログラム、非作付期で434キログラムということで、稲わらをすき込んだ

場合には、トータルで１ヘクタール当たり585キロの窒素が除去されるということでございます。 

 参考として、仮に畜産農家で、年間700キロの窒素を除去するための施設を設置する場合のコ

ストを書いてあるわけでございますが、この場合、建設費で500万円、そして維持管理費で36.5

万円ということで、年あたり66.5万円のコストがかかるわけでございます。このような施設を導

入する場合と同程度の窒素が、水田１ヘクタールによって毎年除去されているというふうに見る

ことができようかと思います。 

 なお、多段土層法による汚濁成分の除去率について右下に書いてございますが、このような土

層を通じますと、ＢＯＤ、ＣＯＤ等々、６割から９割以上除去されるということがわかっている

ところでございます。 

 16ページ目をごらんください。次は、大気の浄化機能でございます。土壌は物理化学的な反応

によりまして、大気汚染物質でございますＮＯx、ＳＯxを吸着するほか、微生物の作用によって

有害な一酸化炭素を吸着・無毒化する機能を有しております。 

下段には、大阪市で実際に適用されているシステムのイメージが書いてございます。排気ガス

等の汚染された空気を中央分離帯の土壌を通じて浄化しようという試みでございます。大気汚染

物質の除去率を見ていただきますと、ＮＯx等窒素酸化物については除去率が91から93％、そし

て、硫黄酸化物については93.8％、そして一酸化炭素についても95％ということで、土壌がこれ

らの大気汚染物質をかなりの程度除去しているということでございます。 

 そして、参考といたしまして、植物におけるガス吸収量を右側に示しております。水田、畑、

樹園地、そして牧草地、草地、そして森林とございますが、農地の植生によるガス吸収量という

のは森林と比べますと小さいわけでございますが、都市公園等に比べてみますと大きいことがわ

かろうかと思います。 

 17ページ目でございます。五つ目の機能でございまして、生物多様性の保全機能でございます。

左側の表にもありますとおり、土壌は非常に多種多様な生物の生息の場となってございます。土

壌の構成要素を見てみますと、90％以上が鉱物でございますが、0.1から10％は有機物が含まれ

ており、そのうち85％が無生物、15％が生物となってございます。その15％の内訳を見てみます

と、微生物が非常に高いオーダーで存在しているわけでございます。 

 左下の参考を見てみますと、現在までに、７万種の菌類・細菌類が見出されているわけでござ

いますが、まだ未発見の種といたしまして153万という非常に多くの土壌微生物が存在している

のではないかと見込まれているところでございます。 

 こういう中で、丸の二つ目でございますが、農地土壌というのはまさに遺伝資源のプールとし

ての役割を果たしておりまして、この中からは有用な微生物も多く見出されております。例えば、

作物生産向上に資するような土壌微生物、具体的には、根に定着して植物の成長ホルモンを産生



するものとか、抗生物質を産生するもの、あるいは病原菌を抑制するもの、あるいは窒素固定を

行うもの等々がございます。そのほか環境浄化に貢献する土壌微生物としまして、有機塩素系の

殺虫剤を分解してくれる菌、あるいは水素を生産する土壌微生物、あるいは有用物質として抗生

物質、あるいは抗ウイルス性物質を生産する微生物、こういう多様なものが土壌の中に存在する

ということでございまして、こういった生物相をきちんと維持・保全していくことが重要ではな

いかということでございます。 

 18ページ目でございます。農地土壌が有する公益機能と営農活動ということで、今まで整理さ

せていただいた多様な土壌機能については、適切な営農活動を通じて維持・向上させていくこと

が可能なのではという内容でございます。 

 下の表を見ていただきますとおり、作物生産機能については、適切な養分供給、あるいは、土

壌の物理性・化学性・生物性の改善。炭素貯留機能については、有機物投入量の増加、微生物に

よる有機物分解の抑制、あるいは土壌流亡の防止というもの。物質循環機能については、土壌微

生物の活性の向上、そして、土壌診断に基づく栄養バランスの適正化。大気・水の浄化機能につ

いては、土壌の物理性・化学性・生物性の改善。生物多様性については、生息条件の好適化や人

為的かく乱の抑制、こういったことに資する営農管理によりまして、それぞれの機能は維持・向

上されていくところでございます。 

 丸二つ目でございますけれども、現状を見てみますと、有機物の施用量の減少、あるいは土壌

中の塩基バランスの悪化といった形で地力低下が懸念される中で、生産性との調和も図りながら

適切な土壌管理を推進していくことによって、これらの機能の維持・増進を図ることが重要では

ないかというふうに考えておるところでございます。 

 19ページ目でございます。続きまして、公益的機能についてどれほどの価値があるかという観

点から、炭素貯留機能と、物質循環機能について整理したものでございます。 

 まず１点目の炭素貯留機能でございます。欧米では、有機物連用試験の結果から、農地土壌に

おける炭素貯留量の動態を予測するモデルをつくっているところでございます。例えば、英国の

ローザムステッド農業試験場においては 150 年の有機物の連用試験を基礎としたモデル、RothC

モデルというものを作っておりまして、そのイメージが下の図にかいてあるわけでございます。

このモデルにおきましては、堆肥の連用によりまして、土壌中の炭素貯留量は増加しますが、増

加割合はだんだん緩やかとなって、最後には平衡点に達します。また、途中で堆肥の連用を中止

いたしますと、土壌中の炭素貯留量は減少していきますが、この減少幅についてもだんだん小さ

くなっていき、最終的には化学肥料のみの施用した試験区の炭素貯留量に近づくことが明らかと

なっているところでございます。 

 このように、化学肥料の連用に比べて堆肥を連用することによりまして、土壌中の有機炭素が

蓄積されるということが明らかとなっ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。農地土壌における炭素貯留量は、気象条件のほか、土地利用の

方法、あるいは土壌の性質等によって、大きく異なってきますので、欧米のモデルをそのまま我



が国に適用することは適当ではないということで、我が国の農地土壌の実態を踏まえて、その貯

留能力を評価することが必要かと思ってございます。 

 例えば、泥炭土を見てみますと、水田では4.84％、普通畑では9.67％であり、また、黒ボクグ

ライ土でも水田では4.26％、普通畑6.52％ということで、同じ土壌群であっても水田と畑とでは

かなりの炭素量の違いがあるわけでございます。 

 21ページ目をごらんください。続いて、我が国農地土壌における炭素貯留量の動態ということ

で、我が国においても都道府県の農業試験場が、ローザムステッドと同様の有機物連用試験を行

っているところでございます。 

 下の表を見ていただきますとわかるとおり、都道府県の試験場の試験結果においても、多くの

場合、有機物を施用することによりまして、土壌中の炭素は増加いたしております。 

 他方で、右側の図でございます。水田では通常２％から３％の炭素があるわけでございますが、

これが８％と非常に高い土壌におきましては、有機物を毎年連用しても、全炭素含有量が低下し

ていくといった場合もございます。ただし、この場合におきましても、堆肥区と化学肥料単用区

とを比べていただきますとわかるとおり、堆肥を入れた場合の方が炭素含有量の減少幅が小さい

ことが明らかとなっているところでございます。これらは水田の例でございます。 

 22ページ目をごらんください。こちらは畑における実験例でございます。褐色低地土において

は、化学肥料単用区では年数を経ていくに従って若干全炭素含有量が下がっていっておりますが、

稲わら堆肥を隔年で３トンずつ施用していきますと、土壌中の全炭素含有量は増加していってお

ります。黒ボク土壌においても同じように、化学肥料区に比べて牛ふんオガクズ堆肥区の方が、

連用期間を通じて炭素含有量が高くなっていくことが見てとれようかと思います。 

 23ページ目をごらんください。これらの連用データに基づきまして、実際に有機物施用を行っ

た場合において、化学肥料のみしか用いなかった場合と比べて、炭素の貯留量がどの程度増加す

るかについて示したものでございます。 

 左側の水田のところを見ていただきますと、例えば灰色低地土において、稲わら堆肥を21年間

毎年１トンずつ連用していった場合には、化学肥料単用の場合と比べて、ヘクタール当たり年間

0.494 トン炭素貯留増加量が高く、また、グライ土でも、稲わら堆肥を毎年0.35 トンずつ19年

連用していった場合には、化学肥料単用の場合と比べて年間0.317トン炭素貯留増加量が高くな

っております。 

 普通畑においても、同じような計算をさせていただいております。 

 なお、ここでは、各試験区ごとに、測定年の前後１年を合わせた３年間の全炭素含有率の平均

値を近似曲線上にあらわし、その近似曲線によって推定される全炭素含有率に仮比重を乗じて炭

素含有量としております。その含有量の初年度の値と最終年の値の差をもって、各試験区の炭素

貯留増加量としております。こうして得られた値の有機物施用区と化学肥料単用区との差を連用

年数で割った値をもって、有機物施用による年間炭素貯留増加量としているわけでございます。 

 24ページ目をごらんください。これらの数値を用いまして、仮に全国の農地土壌に対して稲わ



らたい肥を水田で年間１トン、畑で1.5トン施用し続けた場合において、我が国農地土壌全体の

炭素貯留量がどの程度増加するかについて計算いたしますと、年間 205 万炭素トン、ＣＯ２で換

算いたしますと752万トンと試算されます。この量につきましては、我が国の第１約束期間にお

ける削減目標量7,566万ＣＯ2トンの約１割に相当するものでございます。 

 ただし、今回の試算では、あくまで稲わら堆肥の施用に伴う土壌炭素の貯留量を試算したわけ

でございまして、有機物を施用した場合に発生する同じ温室効果ガスであるメタン等については

考慮しておりません。本来であれば、こういった他の温室効果ガスの発生増加についても含めて、

総体として、きちんと評価する必要があるわけでございますが、今回については、そこの部分に

ついては示していないところでございます。 

計算式の詳細な説明については少し割愛させていただければと思います。 

 25ページ目をごらんください。先ほどの試算は都道府県の農業試験場のデータに基づき計算し

たものでございますが、もう一方では、農林水産省においても、全国の実際の農地において土壌

調査をやっており、ここでは、これに基づいて同様の試算を試みております。本土壌調査におき

ましては、アンケートにより、何らかの有機物の施用を行っているほ場とまったく行ってないほ

場というものがわかっており、その比較を行うことで有機物施用に伴う炭素貯留効果の評価を試

みております。 

この土壌調査では、一巡目、二巡目、三巡目、四巡目と、５年ごとに見ているわけでございま

すが、まず水田では、有機物無施用の圃場では右肩下がりに炭素量が減っていくわけでございま

す。一方、何らかの形で有機物を施用している圃場の場合は、赤い線でございますけれども、炭

素量はほぼ横ばいということでございます。 

 普通畑においては、いずれの場合においても少し右肩下がりで炭素の含有量が下がってござい

ますが、やはり何らかの有機物を施用している場合は、下がり方が緩やかになっているというこ

とが見てとれようかと思います。 

 このように、我が国においては、まったく有機物施用を行わなければ土壌中の炭素貯留量はど

んどん減少していくところを、堆肥の施用を中心とした農家の方々の適切な営農管理によって、

炭素量が一定水準に維持されているということが見てとれるかと思います。 

 26ページ目をごらんください。全国的な土壌調査の結果に基づき、仮にこうした土壌管理がま

ったく行われていないと仮定した場合と比較して、今までの農家の通常の営農行為によってどの

程度の炭素が貯留されてきたかを計算しております。 

計算方法については、前回と同じでございますけれども、計算いたしますと、先ほどの都道府

県の農業試験場のデータに基づく試算とほぼ同じ水準である約190万炭素トンと試算され、やは

り我が国の削減目標の10％程度に当たる炭素が、農家の方々の通常の土壌管理によって土壌中に

貯留されているという結果でございます。 

 27ページ目をごらんください。次は、二つ目の物質循環機能の評価でございます。 

 農地土壌においては、先ほどご説明申し上げたように、家畜排せつ物由来で47万炭素トン、食



品産業由来で１万トンの窒素が還元されております。このことからも、農地土壌については、窒

素の循環や、あるいは資源のリサイクルに重要な役割を担っているということでございます。ま

た、家庭から排出される生ごみを堆肥化し、農地に還元する取り組みも広がっているわけでござ

います。 

右側の図は前回もお示ししたものですが、家庭からの生ごみ、家畜排せつ物、間伐材というも

のを堆肥製造施設によって再資源化し、農地に還元しているという事例でございます。一番下で

ございますが、有機物のリサイクルによって、生ごみの焼却費用が1,500万円程度削減されてお

り、また、剪定枝の堆肥化によりまして、焼却費用が300万円軽減されているということが明ら

かとなっているところでございます。 

 28ページ目をごらんください。左のグラフでございますが、食品産業から排出される再生利用

有機資源につきましては、青が肥料向け、そして赤が飼料向け、黄色がその他ということになっ

ているわけでございますが、肥料や飼料として再利用される割合が高まってきております。肥料

向けについては、2005年度には260万トンがあるわけですが、この260万トンについて焼却して

処理をした場合のコストと、堆肥化して農地へ還元した場合のコストを比較いたしました。 

廃棄物として処理したものについては、この図にもあるとおり、東京都の可燃ごみの処理コス

ト２万5,000円を使ってございます。堆肥の製造コストについては、当課の調べでございまして、

大体トンあたり１万円でございました。この差、１万5,000円が堆肥化によって削減されたコス

トでございまして、それが260万トン程度利用されております。これから単純計算いたしますと、

有機性廃棄物を堆肥として活用することで、390 億円の社会的コストの削減が図られると試算さ

れるところでございます。 

 そのような廃棄物処理コストの低減に加えまして、丸二つ目のまたはというところですが、有

機性資源の土壌還元によって、化学肥料の使用が低減されます。これによって、化学肥料の製造

に要するエネルギーの節減とか、製造に伴い排出される二酸化炭素の低減も図られるという効果

もあるところでございます。 

 ここでは、炭素貯留機能、物質循環機能についてのみ計算したわけでございますが、今回分類

させていただきました土壌の有する５つの公益的機能について、それぞれの機能を向上させる営

農活動は何なのかということをまとめたものが29ページ目以降でございます。 

 まず、作物生産機能でございます。堆肥等の有機物施用の生産性向上効果につきましては、左

側の図に示しておりますが、これは化学肥料区と有機物施用区の収量を比較した表になります。

まず、大分県の例では、化学肥料単用区の収量が556kgであるのに対して、有機物施用区では616kg、

栃木県の例では化学肥料単用区の531kg に対して有機物施用区560kg、山形県の例では化学肥料

単用区の613kgに対して有機物施用区644kgということで、有機物の施用によって５％から10％

程度の収量増が実現されております。 

 また、右側のグラフは、堆肥施用が冷害時における水稲収量に及ぼす影響について示したもの

でございます。東北地方では、昭和55年から58年に冷害があったわけでございますが、例えば



青森県の例を見ていただきますと、青が有機物無施用のほ場、そして赤が何らかの形で有機物を

施用したほ場でございます。昭和55年の無施用ほ場では収量378kgであったのに対して有機物施

用を行っていたほ場では431kg、56年を見てみますとそれぞれ395kgと416kgとなっております。

岩手県や宮城県の例でもこれと同様の傾向が見られるところでございまして、有機物を施用する

ことにより、冷害時においても作物の安定的な生産が確保されることが効果としてわかるかと思

います。 

 次に、30ページ目でございます。有機物の施用は、土壌中の炭素の貯留に非常に高い効果を示

すわけでございますが、その効果というものは施用される有機物の量、あるいは種類によって大

きく異なります。真ん中の左側は、家畜ふん堆肥の施用量と炭素貯留増加量の関係を示してござ

います。施用量が1.5トンの場合は、年間炭素貯留量はヘクタールあたり0.889から1.049トン、

２トンの場合には0.889から1.3トン、そして４トン施用いたしますと1.391トンということで、

有機物施用量がふえれば当然のことながら炭素貯留量がふえていく。 

 そして、右側でございますけれども、このデータにより、稲わらすき込みよりもこれを堆肥化

して施用した場合が、炭素貯留量が大きくなること、また、バーク堆肥の方が稲わら堆肥よりも

さらに貯留量が高くなるということが示されているかと思います。 

 諸外国でもいろいろ、堆肥施用と炭素貯留増加量の関係が示されております。ＩＰＣＣガイド

ラインの中でも、作物残渣の投入に加えて堆きゅう肥を投入した場合においては、残渣のみを投

入した場合と比べて、炭素貯留量は、温帯等で乾燥した地域では1.37倍、同じく湿潤地域の場合

は1.44倍、熱帯では1.41倍となるということが示されております。 

ＥＵにおいても、表層30センチに53炭素トンを含む実験ほ場について、仮に比重を１として

計算いたしますと 1.8％程度炭素が入っているものでございますけれども、この最大炭素貯留量

は年間0.38炭素トンあるということが示されております。 

 同様に、英国のデータにおいても、堆肥施用区では無施用区と比較して、1.13％ポイント炭素

の割合が高くなる。また、タイにおいても、対照区と牛ふん堆肥区において、やはり炭素の貯留

量に差があるということが示されているところでございます。 

 31ページ目をごらんください。有機物の施用は、生産性や炭素貯留のみならず、物質循環機能

や水質・大気の浄化機能についても大きく影響を与えます。有機物施用によって、土壌の微生物

の活性が高まり、土壌の有する物質循環機能が向上します。また、陽イオン交換容量、これは保

肥力というものでございますが、これが増加したり、あるいは土壌の団粒形成を通じまして、大

気・水の浄化機能を向上させるなど、有機物施用は、すべての土壌機能の健全な発揮に不可欠な

要素でございます。 

 それらについての実験データが下段にございます。有機物の施用によりまして、土壌微生物が

増加する。横軸は土壌の全炭素、縦軸はバイオマス－Ｃすなわち生物の炭素量を示しておるわけ

でございますが、炭素量が多い土壌ほど生物の炭素量がふえていくということが示されているわ

けでございます。 



 その下が、有機物施用による団粒形成ということで、横軸は有機物施用量、縦軸は団粒割合を

示しておりますが、有機物の施用量が多くなるほど団粒が発達するとことが示されてございます。 

 右の表でございますが、これは有機物の施用によって保肥力がどう増加するかということでご

ざいまして、化学肥料単用区では、1976年から1995年を見てみますとCECが10.9から10.47と

下がっているわけでございますが、稲わら区、あるいは稲わら・豚ふん区を見てみますと、いず

れにおいてもCECが向上しております。 

 32ページ目をごらんください。有機物の施用に際しての留意事項でございますが、有機物の施

用につきましては、例えば家畜ふん堆肥については窒素が一定程度入っているわけでございまし

て、その過度な施用につきましては、土壌中の窒素含有量の増加をもたらします。それによって、

地下水等環境への負荷を拡大することが懸念されることもございますので、有機物の施用に当た

っては土壌診断をきちんとしていただいて、有機物中の肥料の成分を勘案して適切な施肥を行う

ことが重要であります。 

 真ん中の図は前回もお示ししたものでございますが、堆肥の連用によりまして、土壌溶液の硝

酸態窒素の濃度は右肩上がりに上がっていっており、例えば６トン、９トンという単位で堆肥を

施用していきますと、連用７年目、８年目といった段階で土壌中の硝酸態窒素濃度が環境基準を

超えるようなこともあるということでございます。 

 下の表でございますが、適切な施肥の観点から、まずきちんと堆肥に含まれる窒素を勘案して

どの程度堆肥から窒素が供給されるかまず計算し、この結果に応じて化学肥料の養分を調整して

いきなさいという考え方が示されているものがございます。 

 33ページ目をごらんください。堆肥施用にあたっての留意事項の続きでございます。有機性廃

棄物由来の堆肥の中には、重金属をかなり高く含むものがあるわけでございます。例えば、お示

ししております実験例においては、各種堆肥の重金属含量を見ていきますと、特に豚ふん堆肥で

は銅とか亜鉛の含量が比較的高くなっているわけでございます。そういう中で、豚ふん堆肥を連

用した結果、この場合は24作つくった例でございますけれども、こういう堆肥を連用していくこ

とによりまして、土壌中の銅、亜鉛の含有量が非常に高くなるということでございます。 

 このように、有機物の施用により銅や亜鉛といった重金属の蓄積もありえますので、過度な施

用にならないように留意することが必要かというふうに考えるところでございます。 

 34ページ目でございます。次は、適正な施肥という営農行為でございます。我が国においては、

堆肥などの有機物施用量の減少が懸念されている一方で、前回お示ししたとおり、土壌養分の過

剰とか、あるいは塩基バランスの悪化といった先進国特有の問題もあるわけでございます。この

ようなことが及ぼす土壌機能全体への影響を簡単に示したものが左側の図でございまして、まず、

我が国土壌の現状として塩基の過剰や塩基バランスの悪化というものがあり、これらが品質・収

量の低下といった影響を及ぼしているのではないかと懸念されているところでございます。 

 その例といたしまして、右側に、チンゲンサイの例を挙げてございますが、ECが一定のレベル

まで達しますと、地上部の収量が落ちてくるということが示されているところでございます。ま



た、塩基過剰は微生物活用の低下をもたらし、物質循環機能にも悪影響を及ぼすこととなります。

同様に、水・大気の浄化機能も低下いたします。右下のグラフをご覧いただきますと、土壌溶液

の電気電動度が一定レベルを超えて高くなるに従って、微生物活性が下がっていくということが

示されております。 

 塩基の過剰や塩基バランスの悪化とは別に、窒素やリン酸の過剰といった形になりますと、有

機性資源の土壌への還元が制限されまして、循環型社会の構築に支障を及ぼすということでござ

います。これらを踏まえると、やはり今後の土づくりに当たっては、土壌診断に基づく適正な施

肥、あるいは堆肥の施用といったものが重要であるというふうに思っているところでございます。 

 次に、35ページ目は品質への影響でございます。左側がホウレンソウでございまして、緑の棒

が収量、黄色が糖分の含有量、ピンクが硝酸、橙色がビタミンでございます。窒素の施用量がふ

えていくに従って、収量はふえていきますが、一方では硝酸の含有量が右肩上がりに上がります。

また、窒素の施用量が増えるのに伴って糖の含有量やビタミンの含有量が減っており、安全で高

品質な農産物を供給していく観点からも、土壌診断に基づいて適正な施肥を推進していく必要が

あると考えているところでございます。 

 そして、次に36ページ目をごらんください。土壌機能の向上に効果のある営農行為のうち三つ

目の不耕起栽培でございます。不耕起栽培、あるいは省耕起栽培とすることで、土壌中の生物や

微生物の活性が下がりますので、土壌有機物の分解が抑制されます。また、土壌の侵食の防止も

図られますので、土壌炭素の貯留に効果があることが示されているところでございます。 

左の上の図を見ていただきますと、岡山県のデータでございますが、不耕起を重ねていくと、

土壌の上層の炭素がふえていくというのが示されているわけでございます。下層の方では少し下

がるわけでございますが、総体としては、土壌の炭素量は高くなっていくということでございま

す。 

 その下には、普通畑における省耕起栽培による土壌炭素の貯留効果があるわけでございますが、

慣行の場合の年間2.88炭素トンの減少に対して、省耕起では1.98炭素トンの減少ということで、

省耕起によって、減り方が少なくなるということでございます。 

 そして、このような不耕起栽培につきましては、ほ場における生物の多様性の保全にもつなが

るわけでございまして、これも前回お示ししたデータでございますが、右上にありますように、

不耕起によってコモリグモというクモがふえていくということが示されているわけでございます。 

 右下に不耕起のメリットを整理いたしておりますが、炭素貯留のほかにも、土壌侵食の防止、

土壌水分の保持、労力・燃料の節約等々の効果があるところでございます。 

 37ページ目をごらんください。不耕起栽培の続きでございまして、特にアメリカでは、土壌侵

食が非常に深刻な状況になっている中で、不耕起栽培の普及が進められているところでございま

す。トウモロコシ、あるいは小麦の連作という条件下の中で、慣行栽培をやると年間、ヘクター

ル当たり0.105トンから0.46トンの炭素が失われていくわけでございますが、不耕起とすること

によって、逆に0.33から0.585トンの炭素がふえていくということが示されておるところでござ



います。その下は輪作及びカバークロップでございますが、同様に、慣行栽培では炭素が減って

いきますが、不耕起よって、炭素がふえるということが示されているわけでございます。同様の

実験データがやはりＥＵ、カナダでも整理されているところでございます。 

 ＩＰＣＣのガイドラインにおきましても、耕起方法別の炭素貯留の補正係数が定められており

まして、完全耕起を仮に１といたしますと、簡易耕起とすることによって、地域によって違いま

すが、２％から15％程度炭素が貯留される。さらに、不耕起とした場合には、10％から22％程度

炭素の貯留効果が高まるというのが示されております。 

 38ページ目をごらんください。不耕起のデメリットについて整理してございます。我が国のよ

うなアジアモンスーン地帯におきましては、不耕起とすることで、やはり雑草の繁茂による除草

の労力とか除草コストが増大したり、あるいは湿害の発生、粘土土壌における土壌孔隙率の低下

等物理性の悪化というものがあります。さらに、水田においては漏水といったデメリットもある

ということでございますので、我が国においては、麦、大豆で不耕起の実績はありますが総じて

取組み状況は低調なわけでございます。この実施面積を右上に示しておりますが、麦がピンク、

そして肌色が水稲、大豆が薄い青でございまして、麦で大体3,000ヘクタール、水稲で2,000ヘ

クタール、大豆で500ヘクタールと取組みは非常に小さく、いずれも作付面積の１％程度に過ぎ

ないという状況でございます。 

 39 ページ目をごらんください。次は、４点目の土壌侵食防止のための土壌管理でございます。

カバークロップの作付け、あるいは間作といった土壌管理につきましては、有機物を多く含む作

土の流出抑制を通じまして、生産性や土壌炭素の貯留に効果があるということが示されてござい

ます。 

 我が国においても、土壌保全基礎調査の結果によると、普通畑、樹園地においては、土壌侵食

を受けやすい一定の面積があるわけでございます。ただ、左下にございますように、土壌侵食を

軽減するための営農活動として、畝間にライ麦を植える、あるいは畝間に稲わらを設置すること

によりまして、無処理区と比べまして、土壌の流出量が平成9年にはそれぞれ17％と14％、平成

10年ではいずれも４％にまで軽減されたということが示されております。 

 土壌侵食防止の取組みの例ですが、前回お示ししたとおり、岐阜県のデータにおいては、表土

が年間10アール当たり10トン、あるいは８トン流亡するという地域もございまして、この地域

では、畝間の麦播種を行ったり、あるいは群馬県では、グリーンベルトを設置することによって、

土壌流亡を防ぐという取り組みを進めている地域もございます。 

 続きまして、40ページ目をごらんください。営農管理の５つ目、土壌改良資材の施用でござい

ます。土壌改良資材のひとつとして木炭があるわけでございますが、木炭の施用というのは、土

壌の透水性の改善が進むということで、物理性の向上が図られるわけでございます。その具体的

な試験データは、この左側にかいてあるものでございますが、黄色が気相、そして液相が青、土

色のところが固相でございまして、木炭の施用量をふやしていけばいくほど気相の割合がふえる

わけでございます。その右の図は有効水分についてのものですが、これも同様に、木炭を施用す



ることによって有効水分が高まり、透水性も高まるわけでございます。 

 大豆の収量に対する影響として示されているものが下のグラフでございまして、二つの土壌群

において、試験がされておりますが、無施用区に比べて、木炭を250キロ、あるいは500キロ入

れた場合には、いずれも無施用区に比べて収量がふえているのが示されているかと思います。 

 また、木炭につきましては、土壌中で安定的に貯留されるわけでございまして、右の上の稲を

かいたような絵がありますが、これは木炭の施用によって、土壌炭素の貯留がどうなるかという

ものを示したものでございます。左側の図では、植物が大気中の100のＣＯ2を光合成し、そのう

ち50が呼吸によって失われ、残りの50が作物残渣として土壌に還元されたものとしております。

この場合、土壌に還元された残渣のうちほとんどは微生物分解によりＣＯ2として大気に出ていく

こととなり、土壌へのネット貯留量は僅かな部分となってしまいます。 

対して右側の図は、光合成と呼吸の差し引きの50を、作物残渣としてではなく木炭化した上で

土壌に施用した場合でございます。この場合、木炭の生産過程において、25の炭素は大気中のＣ

Ｏ2となるわけでございますが、残った25 を木炭として土壌に施用しますと、これは微生物分解

を受けにくいため、５だけが分解され、残りの20は土壌中に長期間貯まるわけでございます。 

さらに、この木炭については、右下でございますけれども、メタンとか一酸化窒素といった、

温室効果ガスを吸収する効果もあるというのを示してございます。こういった形で土壌改良資材

の中にも土壌の公益的機能を高めるような資材があるというわけでございます。 

 最後41ページ目でございます。六つ目の営農行為といたしまして多毛作を掲げさせていただき

ました。冬の期間におけるレンゲなどの地力増進作物の作付けにつきましては、生産性の向上や

土壌侵食の防止、さらには土壌中に残った窒素を吸収することで、地下水への溶脱を減らすとい

った効果がございます。その例といたしまして、左側のグラフに、トマト後作へ緑肥を入れた場

合の増収効果を示しております。４年間の合計収量を比較してみますと、トマト単作では１株あ

たり21.8kgであったものが、緑肥との輪作体系でやると26.4kgということで、収量が増加して

おります。 

 右上でございますが、多毛作による炭素貯留効果についての実験データでございます。陸稲と

トウモロコシについて、単作の場合と二毛作とした場合とを比較したものでございます。単作の

場合は、陸稲では、ヘクタールで約3.1トンの炭素が減少しておりますが、二毛作をやることに

よりましてこの減り方が約2.6トンと少なくなっております。 

 しかし、下の参考を見ていただきますと、我が国においては、この耕地利用率のグラフに見ら

れるように、こういった二毛作というものがどんどん減っている現状にあるところでございます。 

 非常に長い説明でございましたが、以上で終わらさせていただきたいと思います。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

 お疲れと思いますが、意見交換に先立ちまして、前回での検討会での議論を踏まえて、小川委

員より堆肥の施用による土づくりの重要性についての資料をいただいておりますので、それにつ

いて小川委員から説明をお願いいたしたいと思います。 



○小川委員 茨城県の小川でございます。 

 資料を出しましたのは、前回佐々木委員の方から最近の堆肥は成分が高くなって、良くなって

きたというような言い方をなされました。そして、堆肥の施用量が少なくなってきたということ

をおっしゃられた中で、では、実際に今の堆肥というのはどのような成分のものが流通している

のかということを茨城県で調査した事例がありましたので、それを少しご紹介させていただきた

いと思います。 

 堆肥の土づくりやその他に対する効果というのは、今、室長の方からいろいろ多岐にわたって

お話しがありましたので、堆肥の内容成分だけについて資料の表、並びに図を見ていただきたい

と思います。 

 これは、茨城県が農家に配っている「農業茨城」という雑誌に私が書いたものであります。 

 左上の図で説明いたしますと、ここでの堆肥というのは牛ふん堆肥、豚ふん、鶏ふんというい

わゆる畜種別のものに副資材として籾がらや、おが屑だのといろいろなものを入れてつくられた

堆肥でございます。 

 非家畜ふん堆肥というのは、食品系の残渣を堆積したものです。 

 それから、40年前の堆きゅう肥というものは、これは、土壌肥料関係の方はご存じでしょうけ

れども、茨城県に橋本秀教さんが土壌肥料部長としていらしていたときの昭和30年代のものです。

県内の堆きゅう肥を100点以上農家を廻って調査し、つくり方並びに成分分析をしたデータが研

究報告として残っております。それを40年前の堆肥といたしましてそこに挙げてあります。 

 これからいたしますと、今から40年から50年前ぐらいの堆肥、いわゆる私たちが土づくりの

ためにイメージしている堆肥というのは、風雨にさらされて、稲わらを積んで、自分の家で飼っ

ている数頭の家畜のふん尿を混ぜて積んだきゅう肥ということになります。図の見方ですが、窒

素の成分で見ますと、その円グラフの大きいところが 20 キログラムの線です。それから炭素が

10倍の200キロ、水分が1,000キロという単位になっております。堆肥を1t施用すると、窒素

で言いますと、２、３キロ、それから燐酸で２キロですか、カリで５、６キロという程度の投入

量になります。ですから、先ほど来出ております、稲わら堆肥を云々というのは、こういった堆

肥を１トン、２トン農地に施用して土づくりを行っていたというのが現状であります。 

 それが、現在、茨城県内で流通してる堆きゅう肥を畜種別に分析したのが右下の表ですが、や

はり150点程度は分析いたしました。それを分類してみてみますと、図の40年前の堆肥の真上を

見てわかりやすく豚ふん由来堆肥でご説明いたしますと、豚ふんを主体として先ほど申しました

副資材を入れて堆積した堆肥ですけれども、同じ１トン入れるだけで、現在ですと、窒素では約

20キロ、燐酸で30キロ、カリで15キロという多量な成分が、農家は土づくりのためと意識して

入れているものが、実は相当量の肥料成分が入ってしまうという状況になります。 

 右の鶏ふん由来の堆肥を見ますと、カルシウム――石灰で言いますと、60キロ入ることになり

ますので、炭酸カルシウムの肥料でいいますと、120 キロ施用したのと同じ量だけのカルシウム

が堆肥１トン入れるだけで入るという計算になるわけです。 



 このようにいろいろな成分が高くなったのは、家畜排せつ物法の関連もあり、養分が逃げる場

がなくなったということもありまして、かなり高濃度の畜ふんを中心とした堆肥が出回っている

ということで、従来どおりの２トン、３トンというような施用量は果たしていいのだろうかとい

うこともあります。やはり、こういったものを土に入れますと、最終的には、分解されて、無機

成分になり、化学肥料と同じような動態を示すということになりますもんですから、今後はこう

いった堆肥の使い方もただ単に土づくりというだけじゃなくて、先ほどもお話にありましたけれ

ども、肥料成分も考慮した――なかなかその辺は難しいんですけれども、使い方というものを考

えていく必要があるのではないかなということでここにお示しした次第です。 

 以上です。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、これから討議に入るわけでございますが、きょう５時までゆっくり時間をいただけ

るわけですから、ここで10分間休憩をいたしたいと思います。 

 

午後 ３時２１分 休憩 

午後 ３時３２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。 

 先ほど、小川委員の説明と、それから事務局よりも説明がありましたが、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というのを主題にいたしまして、ご意見、ご質問をちょうだ

いいたしたいと思います。 

 どこからでも結構でございますので、西尾委員どうぞ。 

○西尾委員 最初に言葉の問題ですが、土壌が有する「公益的機能」というという言葉を使って

いいのかが気になります。 

 というのは、前回（議事録の24ページ）、私、公益的機能は作物生産機能を入れてないはずだ

といいました。パブリックサービスですから、作物をつくって市場でお金を稼ぐような、作物生

産は公益的機能じゃないはずだと理解しています。ここに書いてあるのは広い、通常の意味での

多面的機能だろうと思います。それが相変わらず公益的機能ということになっていて、私が間違

えた解釈をしているのかと思ったのですがどうでしょうか。 

○事務局 今回説明させていただいた資料１の６ページにも掲げてございますが、ここでの作物

生産機能は、食料安全保障の観点も含めてのものであると考えております。確かに、2000年に農

業の公益的機能について検討した際には、作物生産機能を外した経緯があるわけでございますが、

今回の整理としては食料安全保障も含めてより広い意味で捉えて、土壌の公益的機能として含め

てもいいのではないかと考えているところでございます。 

○熊澤座長 よろしゅうございますか。 

○西尾委員 報告書にそうした定義をしっかり記載していただければ。 



○松本委員 誤解を招かないように。 

○熊澤座長 例えば、どういうふうに。 

○松本委員 今、西尾委員が言われたようなものを、少し具体的に書くと同時に、事務局からの

報告も誤解を招かない報告になると思う。 

○熊澤座長 はいどうぞ。 

○伊藤委員 目次のところとも関係するんですが、用語のことでございます。恐らく１のところ

は、土壌一般、広い意味での土壌についての機能ということを述べられていると思います。とり

わけＥＵは土壌一般の記述だと思います。 

 ところが、２のところに行きますと、農地土壌のことと、それから一般の土壌のことが混じっ

て説明されています。５ページから18ページではずっと混じっております。土壌一般論を述べた

後、ここで検討する農地土壌を位置づけて記述をスタートしたほうがよいのではないかと思いま

す。データも、一般の高速道路があったり、いろいろなのが混じっていますので、私も最初ちょ

っと混乱しましたので、少し整理をしていただいた方がいいかなと思います。 

○熊澤座長 はいありがとうございます。 

○事務局 ご指摘の点おっしゃるとおりでございまして、特にＥＵの土壌戦略は、農地土壌だけ

ではなくて、土壌一般を全て含めたものを対象としてございます。そこの分についてはきちんと

表記させていきたいと思います。 

 なお、今回、農地土壌が有する公益的機能として５つを挙げさせていただいたわけでございま

すが、ここでは、農地土壌に限った検討となりますので、ＥＵが掲げる機能の中で、例えば、ア

メニティ機能とか、歴史的・文化的機能等については、農地土壌に限ったものではないというこ

とで省かせていただきました。 

○熊澤座長 はいどうぞ。 

○西尾委員 本日の資料の13ページに、家畜排せつ物のうち農地土壌に還元される窒素量として、

農地還元利用が47万トンの窒素と書いてございますが、これは、とんでもない誤解を招く数値の

はずです。 

 というのは、いろいろな生産費調査にある堆肥の施用量を見てみれば分かりますが、これだけ

の堆肥が実際の作物生産には利用されていないわけです。利用されているのはごくわずかなわけ

ですね。それで、畜産農家の中に滞留しているのが物すごいいっぱいあるわけです。野積み禁止

となっていても、実際上は、畜産農家では売れないから野積同然になっているケースが多くあり

ます。 

 それから、畜産農家の方で野積みすると法律違反になっちゃうから、最近では耕種農家の耕作

放棄地に野積みしているケースもある。そういう形で極在して、利用されていない堆肥がむちゃ

くちゃ多いわけです。 

 そういったような問題を作物生産の立場からきちんと指摘もしないで、畜産サイドの数値をそ

のまま持ってきて、それがあたかもまともに利用されているかのように言って問題提起もしない



というのは、土壌保全の観点から甚だ問題だと思うんですが、いかがでしょうか。 

○熊澤座長 重要な点ですね。どうぞ。 

○事務局 西尾委員ご指摘のとおり、このデータについては畜産部のデータを使っているわけで

ございます。他方、生産費調査における堆肥の施用量については、基本的に購入堆肥のデータで

あるわけでございます。このため、例えば無償で畜産農家から耕種農家に渡った部分というのは

割愛されている部分もございまして、そこについても、少し内容を再整理させていただいた上で、

また次回以降に対応させていただければと思います。 

○西尾委員 この点については、もうちょっと古いデータですが、1998年時点で、統計情報部が

農業生産環境調査で、作物の種類別にどれだけの堆肥などが利用されたかというデータを収集し

ました。それを、私、統計情報部から正式に借用して、実際の作物にどれだけ家畜ふん堆肥が利

用されたかというのを全部積み上げて推計してみました。そういうのと照らし合わせても、実際、

それよりも最近は家畜の堆肥の利用はふえているとは思いますけれども、とても47万トンがまと

もに作物生産に利用されているとは夢思えないわけです。 

○事務局 委員ご指摘のとおり、1998年は家畜排せつ物法の施行前の段階でございます。そうい

う面では、今は当時よりは堆肥の利用が進んでいる部分もあろうかと思いますが、我々も十分な

データを持ち合わせてない部分もございますので、もう一度データがあるかどうかも含めて、少

し検討させていただければというふうに考えてございます。 

○熊澤座長 はいどうぞ、佐々木委員。 

○佐々木委員 堆肥が余っているのという反面、足りなくなってきているというのも反面、環境

全型農業の推進で、ここ二、三年言われていて、私ども足りなくて困っている地域なんですけれ

ども、畜産の衰退というとあれですけれども、やっぱり減少とあわせてということもあると思う

んですけれども、ただ、かなり企業が行っている畜産については余っているというお話もあって、

ただ、それもかなり今利用に入っていて、とりわけ農地・水などの制度が出てきた段階で、その

利用もまた変わってきたということもあるんで、やっぱりこれは新しいデータと言うとあれです

けれども、ここ二、三年の変化を的確につかんでおく必要もあるんじゃないかという気がするん

ですけれども。その辺はお願いしておきたいと思うんですけれども。 

○事務局 まず、佐々木委員ご指摘のとおり、堆肥の地域的偏在というのは、もうこの十数年ず

っと言われてきております。この中で、農水省といたしましては、ストックポイントの整備など、

いろいろやっているわけでございますが、なかなか、うまくいっていない状況にあるわけでござ

います。先生ご指摘の点について、近年のデータがあるかどうかについて、よくまた内部で検討

いたしまして進めていきたいと思います。 

○松本委員 市場マーケットに出ているものも含まれていますか。 

○事務局 含めてです。 

○松本委員 含めて。 

○事務局 ええ。 



○熊澤座長 13ページの、今、西尾委員がご指摘になって、松本委員もちょっと補足されたよう

なことで、そこの家畜排せつ物のうち農地土壌に還元される窒素量、この中身の野積み・素堀り

というふうに書いてある部分が、恐らくデータとして上がってきていて、そのほかのものはもう

ありませんよ。したがって、行くところがないから、当然堆肥の方になっているだろうというよ

うなことで数値が出されてきたんじゃないかというふうにも思われますね。 

 したがって、農家のところに持っていくのは野積みという分類に入っているとすれば、上のと

ころか減るということになるんだけれども。適当なデータがなくて、公式に畜産関係で出されて

いる資料をここで採用したということですね。大変まずいですかね。 

○西尾委員 私は、別のデータからこの点を推定したのを持っていますけれども、公的な農水省

のお立場で、同じ生産局の中の畜産部との関係もおありでしょうから、畜産部のデータを取り出

すのはいいのですが、その中で、47万トンの窒素が素直に農地で作物生産に利用されているとい

う解釈はできないという注釈をしっかりつけていただきたいと思います。 

○事務局 はい。 

○熊澤座長 それは大変貴重なご意見ですね。そのように注意をするのにしたらどうかと思いま

すが。 

 はいどうぞ。 

○合瀬委員 すみません。初めて出席させていただきましたので、検討会の趣旨なんかも含めて

考えるところを述べたいと思います。全く農業というか、詳しくない人間にとって、こういう土

壌が炭素蓄積量という機能があるというのは、実を言いますと恥ずかしながら初めて聞いたわけ

です。でもほとんどの人たちがこういう感想だろうと思うんです。今後政策へと方向付けをして

いかれると思うのですが、普通の人がわかるような説明の仕方にしてほしいというのが一つ。 

 それから、多分１回目でおやりになったのかどうかわかりませんが、追加資料で、経営規模別

の土づくり及び環境保全型農業の取り組み状況についてというのがあります。これは、それぞれ

の面積を持っている人たちがどういう取り組みをしているかということを示した図だと思うんで

すが、もっとざっくりと、例えば、今、日本の中で、どのくらい環境保全型農業をやっていて、

残りがどのくらいあるのか。どの部分をターゲットとする研究会なのかはっきりしていただける

とわかりやすいと思います。日本全体の炭素吸収源というのを概念として考えられているんです

が、今、実際にどのくらい環境保全型農業が行われていて、どのぐらい実践している人が増える

と、どのぐらい大気中の炭素量が減るのか。それをターゲットとした研究会なんだという、もう

少し大くくりところがあればわかりやすいと思いました。もう少し大づかみでどこのところを目

標としてやるものだということがわかればいいなということです。 

 それから、いろいろなＣＯ２排出量みたいなのが出てきますが、これは一体どうやって計測し

たものかとか、文系人間にとってはちんぷんかんぷんでありまして、これは当然オーソライズさ

れているもんだと思いますが、そうしたことを丁寧に説明していただきたい。もう一段下がって

ちょっとわかりやすくかみくだいてやっていただけると議論に参加しやすいなと思います。 



 もう一つ、環境保全型というと、堆肥を入れて土壌を向上させることが土壌の多面的な機能を

発揮するいい手段なんだよということ。そして、そのためにはきちんと土壌診断をして、その土

地土地にあった取り組みをしないとだめですよということを書いてあると思うんですが、そうす

ると、じゃそれをやるために一体どのぐらいのコストがかかるのかと、土壌診断に一体どのくら

いのコストがかかるのでしょうか。そういうメリットとコストのところをもう少しざっくりとや

っていただくと理解しやすいと思いました。 

○事務局 いろいろなご指摘をいただきました。土壌の公益的機能というのはまだまだ国民共通

の認識にはなってない部分ございまして、我々といたしましてもわかりやすさに留意しながら、

基礎的なものも含めて資料を提示していきたいと思ってございます。 

 ちなみに測定方法につきましては、土壌を焼くと二酸化炭素が出てきますので、それを測ると

いうのが一般的でございまして、そういうことも含めて、きちんとお示しさせていきたいと思っ

てございます。 

 ２点目の、環境保全型農業のターゲットでございますが、今回の検討会の趣旨といたしまして

は、一つは土壌機能をきちんと維持していくための取り組みを検討していくということです。も

う一つは、環境保全型農業でございまして、これは平成４年からとり進めているわけでございま

すが、これまで化学肥料、化学農薬の低減という視点だけでとらえ、エコファーマーの数の増加

を主たる目標としてきたわけでございますが、このほかにも環境保全型農業には、本来、温暖化

の防止や生態系の保全などといったような目的もあるわけでございます。こういった目的をきち

んと整理して施策の体系化を図っていきましょうというところが二つ目の検討課題でございます。 

その部分に関連いたしまして、アンケート調査によりますと、土づくりや化学農薬の低減など

環境保全型農業に取り組む農業者の割合は約48％ということです。このような取組みを基本的に

はすべての農業者に行ってもらえるようにというのが目標になろうかと思うんですけれども、そ

こについても、単に化学肥料、化学農薬の低減だけではなくて、より多様な目標として水質の保

全や、生態系の保全などといった取組みも含めて、100％を目指していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○合瀬委員 48％というのは、やっている農家比率ですか。それとも面積比率ですか。 

○事務局 農家でございます。すみません、正確には47％です。 

○合瀬委員 面積比率としてはどのぐらいですか。 

○事務局 今、手元にないんですが、この資料から類推しますと、大規模農家の方が環境保全型

農業への取組割合が高いということですので、農家戸数で見るよりも面積比率で見た場合の方が

割合は高くなると思います。 

○熊澤座長 この研究会、かなり専門家も多いものですから、なるべく成果というのは、やはり

国民に理解してもらって、その中からこういう方向に行きたいというようなことが理解してもら

わないといかんということなんで、やはり、今、ご意見ございましたような点については、十分

に注意していく必要があると思いますね。 



 第１回目に、環境保全型農業というものの現在までのあり方などが議論されて、その中で、先

ほどちょっと出ましたけれども、農業の持つ多面的機能とか、公益的機能とか、環境保全型農業

は一体どの段階まで来ているかというような話があるんですけれども、大体土の問題と、肥料の

問題と、農薬の問題というのが出てくるんですけれども、最も基本的になっているのは土づくり。

土づくりというのは、国民がみなだれでも感覚的には理解するわけです。それが、土壌とか、そ

ういう問題はなかなかちょっと感じられにくいというようなところがあって、ヨーロッパでも水

と大気の問題については、国民的な理解が相当進んできているけれども、それに比べて、環境の

三大要因のうちの一つである土壌に対する関心がまだいまひとつ足りないんではなかろうかと、

しかし、その点についてみてみると、土壌というのは、特に最近の地球温暖化問題などに関係し

ても非常に重要な位置を占めていると。また、将来の持続可能な社会発展、持続可能な農業政策

等々の中の基礎になるものだけれども、それに対する力の入れ方が足りないんじゃないかという

ようなことがあったんです。それで、その土壌のまた一つが、先ほど説明ありましたような炭素

貯留能力というものが、これはもう明らかに人間の働きによって上げることができるんだけれど

も下がってきている。今までも問題があって下がってきたと、それを上げることができるんだけ

れどもと。上げることの量的な評価をして、今おっしゃいましたような、それに対する経済的な

メリット、デメリットと、デメリットというのはおかしいかな。そういうものも全部出していっ

て、それで社会に訴えていこうじゃないかというのが世界的な行き方になっていると思うんです

ね。日本の場合は、ちょっと出発が遅かったと思うんですけれども。 

 木村先生、きょうおいでになりますけれども、名古屋大学の出版界で立派な本をお出しになっ

ていて、その本が出たのが、四、五年前でしょうか。今の炭素貯留の問題ということを主にして

やっているんですけれども。まだまだ、一般の人たちにはなかなかわからないので、この際、な

るべくわかりやすいものを用意していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 ほかにどうでしょう。はいどうぞ。 

○八木委員 炭素貯留量のことで。今回ご用意いただいた資料の中で、農地土壌の公益的機能の

評価という中で炭素貯留機能について評価いただきまして、これは、生産局の方で、現在の土壌

環境基礎調査とのデータを用いて試算していただき…… 

○熊澤座長 何ページ。 

○八木委員 19ページからの部分になります。ただ、ここで示されております農地が京都議定書

第一約束期間における我が国の６％削減量の約 10％程度の耕地土壌に蓄積可能だという数字を

ここで掲載されているんですが、これにちょっと懸念を、これほどあるかなと、余り土壌に過大

な期待を持たせるのも問題かなと思いましてコメントしたいと思います。 

 実は、こういった計算は、本来であれば、私たちの研究の分野がすぐに提出できるような資料

として用意するべきものだと思うんですが、いろいろ問題がありまして、コピーライト等々の問

題がありまして、また十分できてないんですが、これ、今、技術会議のプロジェクト、５年間の

プロジェクトで今２年目なんですけれども、できるだけ精密に、日本全国を目標は１キロメッシ



ュが目標以下なんですけれども、そこで土壌、炭素の現存量、それとご紹介いただきましたＲoth

Ｃモデルを使って、将来予測、そういったものを含めた成果を出すように、今、仕事を進めてお

ります。ですが、今回の計算していただいたのは重要だと思います。ただし、どんな計算でもそ

うなんですけれども、計算結果には誤差がつきます。どんなに豊富なデータ、正確な方法を使っ

ても誤差ができますので、そういったことをこの数字だけを公表されるのではなくて、誤差です

とか、注意事項、そういったものもつけ加えるといいと思います。 

 その内容として、一つは、ここで計算されている炭素貯留の増加量というものが基準点調査で

すか、化学肥料連用に比較した場合の土壌炭素増加量ということにされていると思うんですが、

実際、京都議定書等で炭素貯留の増加量というのは、1990年時点の管理に伴う土壌炭素量の変化

に比べて第１約束期間でどうかということですから、ベースラインをすべて化学肥料とするわけ

にはいきませんで、90年時点での管理になると思います。 

 例えば水田では、もう既にわらをそのまま還元したり、あるいは堆肥を入れたりしている水田

が半分以上を占めておりますので、それに比べて90年時点のそういった処理に比べて20年後に

土壌炭素がどうかとそういった評価にしなればいけないということが１点。 

 ２点目は、この土壌炭素の変化というのが、もともとの土壌炭素の量によって非常に異なって

くることです。もともと土壌炭素の豊富な土は土壌に炭素をためにくい。逆に減る場合が多い。

もともと土壌炭素が少ない土は有機物を投入すれば比較的容易に土壌炭素がふえるということが

明らかにされています。 

 中央農研等での同じデータを使った計算によりますと、畑の場合は、化学肥料ですと土壌炭素

含量は 1.5％ぐらいのところにスレッシュホールドがあって、これは水田ですともう少し上がっ

てきますし、有機物を投入した場合はもっと高いところでふえるか減るかの境が出てくるという

ことですので、これはきちんと研究すれば出てくると思うんですが、今回のこの資料を取りまと

めになるときは、そういったこともぜひ留意事項として示していただけるといいと思います。 

 最後に、24ページの計算なんですけれども、水田面積が256万ヘクタールになりますか、これ

は平成17年とされていますけれども、水田と区分されているところで、実際、この全部が水田と

して耕作されているわけではありませんので、恐らく現在では170万ヘクタール程度だと思いま

す。残りは転換畑、畑として利用されていたり、あるいは耕作放棄されています。畑として利用

されていればその部分がそっくりそのまま普通畑等に繰り込まれるわけですので、計算結果はそ

れほど違わないかもしれませんが、耕作放棄地は除く必要があるかもしれません。 

 この３点を指摘したいと思います。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

 はいどうぞ。 

○西尾委員 今の八木委員のご発言に関連するのですが、こういったような問題を考えるときに、

私は、以前に行われた農水省の有機物施用基準の策定の特別研究の結果を参考にしています。つ

まり、炭素と窒素の放出・蓄積のシミュレーション式が出されていまして、炭素と窒素の水田で



の蓄積は、鴻巣での50年間の土壌への蓄積量と照合して、大体使えることが確認されています。

それに基づいて、100 年間の計算をして、そのグラフを事務局に送っておいたんですが、無視さ

れました。そういうのを見ていただくと非常によくわかるのですが、同じ種類の有機物資材を毎

年同じ量連用していきますと、最初の二、三十年間は、急激に炭素が蓄積していくわけです。と

ころがそれから蓄積率はどんどん小さくなって、100 年もたつと１年間に施用した炭素が全部Ｃ

Ｏ２になって逃げてしまうという状況になるわけです。一定の土壌管理をしていれば、そこでつ

くられる平衡状態に達するのに時間がかかるけれども、そこに達したら、蓄積効果はゼロだよと

いうことを意味しているわけです。ローザムステッドの式も曲線もだんだんカーブが寝てきてい

るわけです。 

 そういったようなことから、土壌への蓄積を考えるときには、その連用してからの年数を重要

なファクターとして考慮してもらわないといけないということをつけ加えておいてもらいたいと

思います。 

○熊澤座長 はいどうぞ。 

○木村委員 13 ページと24 ページを見ながらなんですけれど、今の議論といいますのは土壌中

に有機物を施用するとどれぐらいの炭素の貯蔵量がふえるかという議論だと思います。24ページ

の方ですと炭素で量を考えますと、752 万トンというのは205 万トンでしょうか、こういう数値

になると思います。 

 それで、今度13ページを見るんですけれども、これは窒素で換算をした輸入の食飼料と、あと

は畜産物というのがありまして、1997年で見ますと121万窒素トンで、これが食料・飼料全体で

すので、有機物を考えましたら大体炭素に直すと1,000万トンのオーダーに来るんではないかと

いう気がするんです。ＣＮ比の問題が入りますが、そう考えたときに、案外、土壌中で、生産機

能という方を考えたときに、一方で今の食料の自給率の40％ということを考え、炭素を一生懸命

今の西尾委員のお話もありましたが、努力して土の中にためようとしていながら、片一方で、安

易にと言いましょうか、自給率の方でこれぐらいの炭素を毎年持ち込んでいるんだということを

考えたときに何らかの形で、食料の輸入ということと、国内で食料を生産して、かつその上で炭

素を蓄積するとか、案外数値からして、うまくリンクするような考え方というものを持ち込んだ

方がいいんではないかと、ちょっと思いました。実際の数字はわかりませんが、ラフな計算です

から。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○岡崎委員 23ページの、炭素の貯留機能の数値なんですけれども、もし、水田が９地点で、畑

が８地点ということで、もう少し大きな数にならないとなかなか一般論で言うのは難しいのかな

というふうに思っております。土壌環境基礎調査の基準点の調査から採用されてはいるんですけ

れども、ぜひ全国レベルで農水省が、まとめをしていただいて、その数値に基づいて出していた

だければ非常にありがたいというふうに思っているんです。もちろん、土壌肥料関係の雑誌には



そのときどきにまとめた何巡目かのまとめを出してはいるんですけれども、全部のことについて

はなかなかページの数も決まりがあるということで出せないもんですから、全体のまとめをして

ほしいなというふうに思っております。もし、予算的な措置をしていただければ、まとめられる

だけの力もデータもあるというふうには思っておりますので、ぜひその点を、炭素の貯留の機能

も含めて、窒素、それからリン、カリについても、まとめられれば、地域の試験場についても、

もう既に数値は出ているはずですので、日本全体のまとめをぜひ急いでやっていただければなと

いうふうに思っております。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○西尾委員 今、岡崎委員の言われたことはぜひお願いしたいのですが、例えば土壌の炭素の貯

留機能ということを言ったときに、日本での削減目標量に対して 9.9％だと、こうした数値を出

していくというのも手でしょう。しかし、日本の農地面積が非常に小さくて、さらに減っている

のでは、耕作放棄も起きているしと言われてくると、その数値がだんだん下がってきちゃうんで

すよね。9.9％が９％だ、8.5％だって。そうなるとちょっと格好悪いんですよね。 

 そういったようなことからすると、ＣＯ２だけに限らないで、先ほどＣＯ２の固定のところでは、

ほかに温室効果ガスのことは考えていませんという説明があったわけですが、ＬＣＡ、ライフ・

サイクル・アセフメントで温室効果ガスについてＬＣＡ計算をやって、その作目ごとにＣＯ２換

算にして大体どのくらいの温室効果ガスが排出されるかを計算すると、若干、作物生産に伴って

温室効果ガスの排出プラスがあるのが通常だと思います。その排出プラス分を営農方法の改善に

よって減らして、農業はセルフでプラスマイナス最低ゼロ、あるいはマイナスを達成する、それ

こそ温室効果ガスフリーの農業を営むことを目指します、そういうようなキャッチフレーズの持

っていき方もあるんじゃないかと思います。 

 そういったようなことをやろうとすると、今までの研究実績から、温室効果ガス、ＬＣＡでの

データを八木さんあたりの方にしっかり出していただいて、それで具体的な営農でどのくらいの

削減が可能になるか、いろいろなデータ調べて試算する。 

 例えば、不耕起栽培が盛んに出ていますが、畑の方はいいのですが、水田で不耕起栽培をやる

とメタンがふえるよというのがあって、じゃメタンがふえた分と炭素が固定された分と差し引き

どうなるのというようなことが大変気になるわけで、そういったトータルの温室効果ガスでの評

価をして出していかないと、ちょっと後で格好悪いことにならないかという気もします。 

○熊澤座長 はいどうぞ。 

○松本委員 外国からの大量の食飼料の導入に相まって、国内では農家の担い手の高齢化、そう

したものが勢いでご承知の休耕田、あるいは耕作放棄地になっていますね。これ耕作放棄すると

当然雑草がはえて、見かけ上一応ＣＯ２の補填も行っているわけですが、農水省の本館とかいろ

いろなところに入りますと、耕作放棄地の有効化を図りましょうということで、いろいろなとこ

ろでスローガンが見えます。やっぱり国民に対してメッセージを出すには、耕作放棄地はこうい



うふうな格好で利用すれば、これだけ、大分公益的な格好、ＣＯ２が増えますよとか、逆に、場

合によっては減りますよと言っても結構だと思います。そういう現在の日本の状況、特に私は耕

作放棄地、これも無視することはできんじゃないかと、そこでの物質システムを即考えていただ

きたい。 

 これについては余りデータがないかもしれませんが、そう難しいことではないと思います。や

れと言えば秋田県立大学でも。やれんことはないと思います 

○事務局 ただいまのいろいろなご意見に対しまして、少し事務局としての考え方をお示しした

いと思います。 

 まず八木委員のご意見でございますが、今回のデータについては、いろいろな制約のもとで出

した数字であって、かなり誤差があり、その旨の注意書きをつけるべきということでございまし

たが、これはおっしゃるとおりでございまして、事務局の方でも何分十分なデータがない中で整

理している部分がございます。また、炭素貯留増加量は地目別に整理しているわけでございます

けれども、実際に作付けられた作物ごとに整理すべきというご意見も確かにおっしゃるとおりだ

と思います。また、耕作放棄地も農地として入ってくるといった技術的な問題もございます。 

こういう部分もございますし、また、西尾委員からございましたように、有機物施用に伴うメ

タン等の発生について勘案していないといった部分など、今回は、土壌の炭素貯留について、か

なり割り切った形でお示しさせていただいたわけです。 

ただ、将来的には吸収源・排出源の如何によらず、第２約束期間においては農地土壌からの温

室効果ガスの純排出量の算定を行うことが義務づけられておりますので、そのときにはきちんと

トータルの収支として、ＣＯ２だけじゃなくて、他の温暖化ガスも含めてきちんと定量していく

ことが必要になってくると思います。この際、データがきちんとしたものになるように、我々も

試行錯誤しながら科学的知見を集約していきたいというふうに考えてございます。 

 そして、木村委員からございましたように、物質循環機能については、窒素だけではなく炭素

の循環とか、そういう観点からもきちんと整理すべきだということは、おっしゃるとおりでござ

います。この点については、研究レベルで昔からやっておられた部分もあろうかと思いますが、

委員の先生方にご意見なり、ご知恵を借りながら引き続き検討していきたいと思います。 

 あと、西尾委員からご指摘いただきました、農地面積が減っていく中では、農地土壌による炭

素貯留量はだんだん小さくなっていくのではないかという点ですが、そのような問題は確かにあ

ると思います。IＰＣＣのガイドライン上は、営農管理がどう変わったかを追跡して、それに伴う

純排出量の増減をカウントするということが基本的な取り決めになっております。農地面積が減

っていくという問題はありますが、きちんと管理された農地による純吸収量がこれを相殺し、プ

ラスの方向に働いていくようにしていきたいと思っているところでございます。 

○熊澤座長 はい。 

○西尾委員 今の点については、政治家の考え方は非常に短期的なわけです。約束期間内にＣＯ

２固定量がトータルふえて、削減率が達成できればいいという短期的な見方なわけです。先ほど



申し上げたように、それが長期的にそういった営農行為をやっていれば、やがては、年間に投入

された堆肥中のカーボンが全部ＣＯ２になって、固定能ゼロということになって、問題を次の世

代に先送りするだけになりかねないんですよ。だから、連用年数というものとか、それから、使

う資材、分解しやすい資材か木質のようなものがいっぱい入り込んだ堆肥かよっても蓄積のスピ

ーﾄﾞが違うわけです。そういったものを考えていかなきゃいけないわけです。 

 それは、何年か前にタイで国際土壌科学会議が開かれたときにそういうことについて土壌がＣ

Ｏ２固定のシーケストレーションの機能があるというふうな決議がなされたんですが、そのとき

にもそういったようなことが伏せられているんです。そこのところはやっぱり考えてほしいと思

います。 

○熊澤座長 はい。 

○八木委員 西尾委員のおっしゃるとおりだと思いますが、現在の第１約束期間は、1990年から

来年からの５年間ですから、約20年間のスパンでやっていくんですけれども、この土壌炭素の問

題は、農耕地については、第１約束期間以降に実際各国で義務化されるだろうという指標になり

ます。それで、計算方法というのは政治家がつくっているわけではなくて、世界の科学者が集ま

ってガイドラインというものをつくっているわけで、そのガイドラインの現在の最新版は 2006

年に出ているんですけれども、2006年版の中には、特に排出の多い国、あるいは京都議定書の約

束をした国については、より高度な方法で、特に将来予測の可能なプロセスベースのモデルを使

ったような算出方法を推奨する方向に動いています。実際、アメリカ、ヨーロッパ、そして我が

国もそういったモデルを使った試算の研究は進んでおります。 

 そのモデルを使った試算というのは、恐らく次の期間には10 年、20 年という短い期間ではな

くて、もう少し長い時間を対象にした発生量、削減量、固定量、そういったものが評価されるこ

とになると思います。日本の政府も、前の安倍さんですか、あとほかの国も2050年ということを

今一つのターゲットに見ております。置いていると思います。ですから、2010 年から 2050 年、

40 年ぐらい、そのくらいのタイムスパンの評価を行うと、評価をもとに政策に生かしていくと、

そういった考え方が今後必要になると思います。 

○熊澤座長 はいどうぞ。 

○木村委員 土壌中に炭素がふえるということがどういう意味を持つか、ただ単にふえるという

だけじゃなくて、少し農業的なことを考えながら発言をさせていただきたいと思います。 

 いろいろの土壌があると思いますが、そこに有機物を掘り込むということによって、当然土壌

に腐植が増えます。そうすると、もちろんその中で肥料成分というか、養分成分がふえると思う

んですけれども、一方では、水の動態が変わる。案外、今まで水の動態という指摘はなかったと

思いますけれども、地域によっては水自体が養分よりも制限要因になっている作目とか、地域が

あると思います。したがいまして、有機物を施用することによって、むしろ有効水が、単に土壌

水という概念じゃなくて有効水がふえると、こういうような機能等も見ることによって、有機物

をどれぐらい入れるとポテンシャルと言いましょうか、生産に結びつくかとか、何かもう少し有



機物を入れて、単に炭素の蓄積というだけじゃなくて、それ自身が持っている機能に関してもも

う少し広く見てもいいんではないか。こんなことを申し上げますのは、今まであります地力保全

基本調査のデータをうまく使って、今の土壌関連の学問を考えれば、案外有効水がどれぐらいふ

えるか評価できるではないかという気がしておりまして、ぜひ、そういう形で公益的な視点から

見ていただければなという、そんな気がしております。 

○熊澤座長 どうぞ。 

○伊藤委員 この会での検討ですが、結局最終的には、土壌管理を適切に行って、目的に近いん

でございますけれども、ＣＯ２の削減に貢献するというようなことで、24 ページに数字も出して

いただいています。結局、営農活動をするのは生産者の方で、幾ら削減に貢献するとは言っても、

今やっていらっしゃる生産活動についてどういう影響を与えるか、マイナスはないけれども、少

なくともある程度メリットがあるというのがわからないと、なかなか取り組めないのではないで

しょうか。示していただいている資料でも、まだ半分の方ぐらいしか土づくりには取り組んでい

らっしゃらないようです。その方に少しでも取り組んでいただくためには、ここで稲わら堆肥を

入れた場合、これをすることによって、どれだけ生産の方にもメリットがあるのかというのを示

していくことが大切だと思います。 

 そのことが29ページあたりに一つグラフが出ていますが、もう少し何かしっかりしたデータの

ようなものをつけることができないのかと思います。 

 それから、もう一つは、合瀬委員から出ていた土壌診断の件でございます。 

 これについてお尋ねです。現在、生産者の方どれくらい土壌診断というものをやっていらっし

ゃるのかということ、生産者の規模による違いはどうなのか、どれくらいの頻度でやっていらっ

しゃるのかとか、あるいは費用はどれくらいかかるのかということがもし可能であれば、いつで

も結構ですので教えていただきたいと思います。 

 それから、３点目は、先ほどあった耕作放棄のことです。ここは営農との関係なんですけれど

も、結局広い意味では耕作放棄も関係すると思います。今後増えることが予想されますが、中山

間も含め、これに補助金をつけて生産を促すことがよいのか、それともヨーロッパかアメリカで

ありましたけれども、そこに植林してしまうなどの方策もあるということを示すこともあっても

よいのではないかと思います。狭い意味での営農にはなりませんけれども、この目的からすれば

それを少し触れておく方がいいのかなという気が素人ながら思いました。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 ひとつ今の一番最後にお触れになったところは大変重要なポイントになるんですが、単なる土

壌炭素というだけにすれば、これはもう単純な比較でもとの森林の方がはるかに炭素は多いよと

いうことはありますしね。アメリカでは湿地を開墾したところをもとに戻すことに対して、当初

のときから非常に大きな力を入れて、それを保全対策というふうにして打ち出しているというこ

ともあるんですね。その辺もどういうふうに取り扱っていくかというのは、今後の課題になると

思いますが。 



 はいどうぞ。 

○佐々木委員 今回、技術検討会ということになって内容を見るときに、一つ炭素の問題が出て

きているということで、一面、京都議定書にかかわる国の施策の中で、これを入れて早期に決着、

一定の方向づけをしなければならないのかなということから出てきているのかなという気もする

んですけれども、それはそれとして。それであれば、やっぱりきちんとした数値と、それから発

生の抑制などもあわせて、この技術の検討なり、技術の分野で示していかなければならないと。

今までの議論の中で、その辺は出てきたと思うんですけれども。そうしていかないと、現場、営

農をしているところにきちんと落ちていかない、単なる作文上の数字だけになってしまうんでな

くて、きちんとそれを日本の国内の農民、生産者が、きちんと営農活動をやると、同時に国民が

それを理解するというような内容じゃないといけないんじゃないかと思うんです。今、我々が、

窒素収支の問題ようやく少しわかりつつある程度ですかね。それが今度炭素の問題ということに

なってくると、やっぱりきちんとこれもわかりやすいように示していかなければならないでしょ

うし、営農活動の中で、それではこれをどう成果として出していくのかということが国の施策と

しては、課題として出てくるでしょうから、それをやる側にもきちんと早急に示していかなけれ

ばならないんではないかと、それが、この検討会の役割なのかなという気がするんですけれども。

ただ、技術検討会という名称から言いますと、炭素問題だけじゃなくて、やっぱり最終的には、

全体での環境保全型農業の技術の検討ということが、最終結論としては全体像を示していかなけ

れば結果的にはならないと思うので、そういう意味でのご配慮をお願いしたいという気がします。 

 それから、同時に、国民的な課題という立場から言いますと、自給率の問題とか、やっぱり先

ほどお話ありましたように輸入農産物の問題、これは窒素収支の問題なので私たち非常に問題に

しているんですけれども、そういうことも含めた全体的な日本の農業、食と農が置かれている面、

それをこの中でうたってほしいなと思っています。 

 ただ、現場はどうなのかというと、ことしの夏の高温で、いろいろな農作物の被害が出たりし

ていて、気候の問題については非常に関心が高まっていると。 

 実は、先日、宮城県でもシンポジウムを環境省の関係でやって、私とか、森は海の恋人でカキ

の養殖屋でハタケヤマさんなども、ハタケヤマさんが、もうカキの種というのは宮城が中心だっ

たんですけれども、岩手あたりまで、それがもう自然のカキが北海道でも見られるようになって

きたよと。それは顕著な温暖化の影響ではないかという話などもなされていたと思うんですけれ

ども、そんな話を一緒にしてきましたけれども、やっぱり農業の分野でも、温暖化なり、気候変

動に対する対応と、それから自分たちが果たす役割について、意識としては持ちつつあるわけで

すので、それに早急に対応できるような視点をぜひこの中に入れてほしいなと思っています。 

 それから、先ほど伊藤委員さんからの、じゃどれぐらい農家が土壌分析してやるのかというこ

とで、多分野菜はかなりの比率でやるだろうと、果菜類は９割、８、９割はやりなさいと、私た

ちも、例えば、葉物などでもpHとなどは簡単に自分で測定してみんなやりますので、水田は低い

と思いますけれども、野菜の分野ではかなり、自分でやったり、あとは改良普及センターがやっ



たり、農協がやったりしているのではないかなという気がしています。それで、有機物施用の量

も判断し、化学肥料なり何かの使用量も判断して、全体としてはやっているんじゃないかと思っ

ております。 

 以上です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 今後のスケジュールというのをごらんいただければわかると思いますが、やはり全体としては、

今後の環境保全型農業をどういうふうにしていくか、施策を進めるのにどういうところに行くか

で、当然営農活動と、それをいい方向と言いますか、理想の方向に進めるためにどのような土壌

管理が必要か、両方ともいいという、単に土壌炭素をふやすだけというようなことだけでなくて、

それ自体が営農活動の中に無理なく含まれていくような形で進めていかなければ、それは納得が

いかないだろうというようなことがあって、一番当初に西尾委員がおっしゃったようなことのと

ころが一番基本になって、そこへ最後は行くというふうに思うんですが、なんせ土壌が現在の農

業の状態ではある部分は全く使われてない、ある部分は水田だけれども畑として使われていると

かあるわけです。だから、そういうデータをある程度区分分けしながら、場合によったら、現在

の用途と、それから最大限使った場合の状態とに分ける。最大限使うというのは、水田だったら

稲を全部つくった場合というような、稲もいろいろの種類がありますから、飼料用の稲とか飼料

用の米とかいうまでも含めていけばということですが、それらはいずれも別の面から、経営的な

面からのいろいろなご意見もあるでしょうけれども、土壌の観点から言うと、そういうふうに幾

つかに仮定を置いて計算をしていく必要があると思いますね。 

 それから、さっき、岡崎先生も、それから松本先生もおっしゃいましたけれども、しかるべき

配慮をしてくれるんならば、大学である程度データを計算して出してもいいよというようなこと

のようですが、農水省はそういうお金は持ってないですか。 

○松本委員 自治体にはあると思いますけれども。 

○熊澤座長 特殊なことに関しては。ちょっと事務局たけでは手がおえないようなところもある

んじゃないですか。どうですか。 

○事務局 おっしゃるとおりでございまして、なかなか、我々もデータをどうやってうまく咀嚼

してつくり上げていったらいいかというのを悩んでいる部分もございますので。 

○熊澤座長 はいどうぞ。 

○佐々木委員 現場ではどんな、いたずらめいたこともいっぱいやっているんですよ。 

 例えば、堆肥や有機物をすき込んでガスが出ると、それを減らすためには、いつごろ耕起をし

たらいいかとか、堆肥はどういう役割を果たすかとか、それでは生物多様性の関係を私たちはイ

トミミズの数をどうふやしていけば、それが有機物を食べてくれてガスの発生を抑えるんじゃな

いかと、それでイトミミズの数を数えてみたり、それから藍藻類、藻とか微生物が光合成をする

ものがあるんですね。６月に田んぼの中で光合成をすると、その溶存酸素を調べたり、pHの変化

を調べたりして、これは酸素をつくっているんだと言ってみたり、そんないたずらめいたことは



国内の生産の現場でいろいろやられているんで、今回いろいろなメニューとかは、出すと同時に、

生産の現場に、農業というのはそういう価値も生み出しているんだということを国民が認めてあ

げることが、より営農活動でそういうものに取り組む姿勢が出てくるんじゃないかなという気が

しています。pHの測定などというのは結構いろいろなところでやっていて、藍藻類が多いところ

は、どれぐらい上がったとか、あそこの田んぼは上がらないとか、農法との関係でいろいろやっ

ているんです。それは、田んぼの場合は２カ月ぐらいの藻なんかが生きているというのは、だと

思うんですけれども、そういうものがあったり、イトミミズの研究というのは岩手あたりの農業

試験場などもやっているみたいですし、宮城教育大学も、何かそんなこの間シンポジウムをやっ

たりしていましたりして、全国でいろいろな取り組みをやっているんで、今回これを取りまとめ

して、そんな取り組みを国民全体でやろうよという声がけをしていただければ、いろいろな民間

でのそういう取り組みがふえてくるんじゃないかなという気はします。 

 以上、お話ししておきたいと思いますが。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 荘林委員。 

○荘林委員 事務局のご説明並びに委員の先生方のお話聞いて大変勉強になりました。二、三コ

メントでございます。 

 １点目、先ほどの木村委員のお話とも関係するわけでございますけれども、堆肥を投入するこ

とによって水がどうなるのかという観点についてです。例えば29ページで、冷害に及ぼす効果、

冷害への耐性を書いておられるわけですけれども、同じように、渇水への耐性が堆肥施用によっ

て高まるのか？もしそうだとすると、冷害への耐性とか、渇水への耐性が高まるというのは、あ

る意味保険機能、インシュアランス機能が高まるということではないかというふうに思うんです。

そうしますと、個人的な感覚としては、29ページの左側の反収を伸ばすということと、インシュ

アランス機能を高めるということは、微妙に整理学としては違った方がいいんじゃないかという

気がしておりまして。 

 と言いますのは、反収が単純に伸びるという話だけですと、それは農家にとっても大変結構な

話なわけですから、どうぞ頑張っておやりくださいというふうになるわけでございますけれども、

インシュアランス機能を高めるということについては、必ずしも国家的な食料安保の観点と農家

がインシュアランスをどういうふうに考えるかという観点が一致しないことがございます。そう

いう意味で、インシュアランス機能を高めるということについての政策的な介入というのは、単

純に反収を高めるときの政策的な介入とまた違った形態があってしかるべきだというふうに思っ

ておりまして、それらを分けて議論するというメリットもあるんじゃないかという気がしており

ます。 

 ２点目のコメントが、先ほど来の八木先生、あと西尾先生のご議論を拝聴して思ったわけでご

ざいますけれども、例えば議定書上のベースラインの話と、グッドファーミングプラクティス、

あるいはグッドアグリカルチュラルプラクティス、すなわち、標準的な、常識的な農法の関係と



いうものが、ＣＯ２貯留という観点に立ったときにどうなるのかということです。例えばベース

ラインを上回るＣＯ２貯留を行うものがすべて社会的な責任の範疇に属するものなのか？その場

合はベースラインと、ＣＯ２貯留という観点でのGAPを同一視するという感じになると思います。、

あるいは、私自身は、そうではなくて、排出権上のベースラインの話とGAPの話というのは微妙

に違うんじゃないかという気がしております。そのあたりの概念的な整理をどこかの段階でする

必要があるのじゃないかなというふうに感じる次第でございます。 

 また、その関係で、例えば先ほど来お話にありましたように、土壌のＣＯ２貯留というのは、

何十年間で満杯になる。すなわちダムのようなものだと思うんです。そうすると、ダムをどのく

らいのスピードで満杯にするのが国家戦略として最も効率的なのかという議論とも多分ＣＯ２に

関係したGAPというのがかかわってくるんじゃないか？つまり国家戦略上なるべくこのダムは早

目に満杯にした方がいいという立場に立ちますと、なるべく早く満杯になるような政策的支援が

必要になるのかもしれない。その場合はＣＯ２貯留上の GAP を低く設定した方がいいのかもしれ

ません。そうではなしに、このダムはなるべくゆっくり使うんだということになるとまた違った

話になるんじゃないかと、何となくそんなことを思ったところでございます。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 どうぞ原委員。 

○原委員 私も文科系でございまして、現場では営農の技術的なことよりも集団づくりとか、担

い手集団づくりとか、そういった仕事をやっておりますので、今日いろいろな面で非常に勉強に

なっております。先ほど、伊藤委員もおっしゃっていましたし、佐々木委員もおっしゃっていま

したけれど、農業の現場で、既に堆肥を入れた有機農業が、いろいろな土地で、いろいろな形態

で行われております。私も、先週末に、宮崎県の綾町にあります早川農苑にお邪魔していろいろ

な勉強をさせていただきましたけれども、農家の皆さんに環境保全型農業という形で話しかけて

いくときに、ＣＯ２の固定の問題とか、窒素の収支の問題とかいう大きな話は話としても、一方

では、各地域で長年行われてきている環境保全型農業、有機農業を、それぞれの県の試験場なり、

県の農業大学校などで調査したデータがあるんではないかなと思います。そういった調査データ

をお示しして、例えば透水がよくなったとか、有効水がふえたとか、反収が上がったとか、具体

的にどこどこの農園、どこどこの土壌で、こういうことでいろいろな効果があったということを

示していくことが、環境保全型農業を推進する上では必要であると思います。今後の検討会の中

で、そういった具体的な知見、事例というのを、いろいろな形で示していくことが必要ではない

かなと思っております。 

 それから、先ほど有効水という話が出ましたが、これは伊藤委員の方がご専門かもしれません

が、消費者から環境保全型農業を見たときに、ＣＯ２、窒素、そういった問題のほかに、きょう

の資料でも一部触れてございますけれども、水という問題に、相当ご関心があると思われます。

したがって、これは農業者にとっても大変重要な問題でありまして、環境保全型農業を推進して、

生産物を買っていただくという、一連の農業経営を考えたときに、いい水が確保されない限り幾



ら堆肥を投入しても、生産物に対して実際にお買いいただく消費者や、業者の皆様が、こういう

水系のところのものはとても買えないよという話になるわけでございまして、各水系の水質調査

が非常に重要な要素になってきて、そこを無視することはできないと思っております。今後の議

論でそういったところについても、先生方には深い知識がおありでしょうから、よろしくお願い

申し上げたいと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 どうぞ西尾委員。 

○西尾委員 私がちょっと言いたかったのは、最初合瀬委員から、この検討会はそもそもいきな

り何でＣＯ２固定なんだと言われたことが、ずっと引っかかっています。環境保全型農業のあり

方がメインテーマですが、今まで環境保全型農業と言いながら、そのとらえ方が全方位的ではな

かったと思います。環境汚染を起こさないとか、それから、多面的機能ということも入れました

けれども、主には環境負荷を減らすということが概念上は主であったと思います。だけどそこで

環境負荷を減らすために、じゃどういう施肥を行ったらいいか、土づくりを行ったらいいか、そ

こに具体的な技術指針がなくて、それでややもすると、一般的な意味合いで、化学肥料や農薬を

使わない方がいい、だから有機農業がいいよというような方向に世間の関心が行って、環境保全

型農業の全国コンクールでの表彰でも、有機農業をやっているところがやたらと推薦されてくる

のだと思います。しかし、有機農業だってやり方次第では化学肥料の過剰施用と同じようなこと

になりかねない。 

 そういったようなことで、この具体的な環境保全型農業というものをどういう側面で評価し、

どういう技術で進めていくのかというところが、今問われているんだろうと思います。そのとき

に、京都議定書の問題が出てきて、それで今まで土ということを考えたときに日本で考慮してこ

なかったＣＯ２固定の要素もあると気づいたのだと思います。今まで考慮していなかったＣＯ２の

問題も含めて、環境保全型農業というものを位置づけし直していこうよということになってきた

んだと思います。 

 そのときに、佐々木さんがいろいろおっしゃっているような生物多様性の問題、こういったよ

うなこともできればきちんと位置づけていこうと。そういったようなこともあって、それで、土

づくりで堆肥の問題を考えたときに、今までさんざん堆肥の研究はやっているけれども、農業者

の人たちにはっきり、あるいは具体的に言えるデータは余りないのです。歴然と堆肥の効果をい

いにくい。それで、29ページにあるような、冷害時の水稲の減収低減効果とか、そういったよう

なことで幾つかはあるけれども、堆肥を使っていれば絶対セキュリティー効果がありますよとか

いうことも言いにくいわけですよ。それはなぜかというと、堆肥を入れたら化学肥料はどれだけ

減らしたらいいかについて技術指針がないわけです。それで、特に冷害時には稲では窒素の過剰

施用は非常に危ないんです。冷害を招きやすいわけです。そのときに、堆肥を入れたなら、化学

肥料も控えなきゃいけないわけです。そこで化学肥料をどれだけ減らして堆肥をどれだけふやし

たらいいのかという技術指針がなくて、失敗した例とうまくいった例とが混在しているわけです。



堆肥連用試験も、さんざん行われていますけれども、化学肥料をこれだけ、堆肥これだけと施肥

設計を決めたら、それで何十年も突っ走るわけです。そうすると堆肥から放出されてくる窒素量

がどんどんふえてきて、必ず窒素過剰になって収量がマイナスになってくるのです。だから堆肥

の効果をきちんと示した堆肥連用試験がきわめて少ない。 

 そういったようなことで、堆肥の位置づけを世の人にきちんと訴えるのは大変苦しいわけです。

そんなときに、ＣＯ２固定の話も出てきたし、多様性も出てきたからそういう側面も入れて、そ

れで何とかうまくいけば、農地・水環境保全向上対策の中で、化学肥料や農薬50％以上削減とい

うところに堆肥を使ってもらって、新しい堆肥の機能の側面も入れて、農業者支援をしていく理

屈づけを新たにつくっていこう。そんなようなことだろうとも私は理解しています。だけれども、

そういうことをやるためには、ＣＯ２固定なんかについてもきちんと皆さんが納得してくれるデ

ータを出していかなきゃいかん。今度、農家の人が実際にやるにはどういう技術をやったらいい

か、そういう技術のガイドラインも出していかなきゃいかんというふうに思います。 

○熊澤座長 きょうは、土壌のたくさんの公益的機能の中で、本日は特に炭素貯留機能というの

を検討課題にしているんです。それだけをやろうというんじゃ決してないですから。ほかの諸機

能もありますから。 

 貴重なご意見大変ありがとうございました。 

 あと時間わずかになりましたが、第１回目からの流れから言いますと、いろいろなデータが出

ているんですけれども、環境保全型農業を進めていく中で、有機物施用による土づくりというの

は基本になっている。それである程度、畑と水田について施用基準が出ている。しかし、ご承知

のように、施用基準に対して到底達していない。野菜畑だとか、果樹園とか、そういうのは容易

にたくさんになって、そこで先ほど小川委員がおっしゃったようないろいろなひずみができる問

題がある。これはまたそれはそれとして、当然検討していかなきゃいけない。堆肥の質という、

やり方とかというのは、生産との関係、一般的には、先ほど大規模な農家で環境保全をやってい

るところが土づくりの云々というのはありましたけれども、しかし、その他の非常に大きなとこ

ろが置き去りになっていて、それが統計資料的には明らかに出ている。そこのところはなぜそう

かというと、やはり経済的なメリットがない。あるいはそういうことをやることによって、かえ

ってマイナスになってしまうというならば、しかも、そこに有機物を入れることは、非常に炭素

貯留という点で、別の面から評価されるんならば、何らかの、ほかからの応援をしてもいいんじ

ゃなかろうかというような考え方は一般的にはあるんです。しかし、先ほどから出ているように、

データがしっかりしていないとだめなんですね。ところが、日本の場合は――外国もそうかもし

れませんけれども、非常に激しく農業状態が動いているんだけれども、土壌調査というのが果た

したそれに対応しているかどうかというと、さっき応援してもいいよという場合が出たと同じよ

うに、なかなか足りないから、そういう必要なところは補うようなことを同時にやっていく。こ

れは個別的な農家の経営努力ということとは別に、国が土壌をひとつの国家的な資源として見て

いった場合に、その状態をどういうふうに把握していくかということの方と連動させていく。そ



ういうことをやるにしても、やはり基本的な考え方を理解してもらわなきゃいかんというような

ことがあるんです。 

 大気汚染との関係で言えば、当然これは、第１回のときに出ていますけれども、稲わら堆肥と、

あるいはそれと土壌の管理とをどのように一緒にするのがメタン発生との関連から言って最もい

いのかというようなのも当然この検討会で提示されなきゃならないと思います。 

 それから、NOXの問題もそうですし、地下水の硝酸過剰の問題、これもトータルとしてどう管理

していくかというのも含まれてこないと、有機物といっても、堆肥の性質がさっき出ているよう

に非常に昔の堆肥と違っていますから、同じような基準で行っていいのかというようなこととあ

わせて、そういうこともご検討願わなきゃいけないんじゃないかと思うんです。 

 きょうは、そういうことで、炭素貯留という最もややこしいようなことが最初に出てきたわけ

ですけれども、非常に貴重なご意見をいろいろ伺いました。あと必要なデータ、きょう出た中で

これは必要だというようなものはそろえてまた事務局で次回でも提示するというようなことにし

たらどうかと思うんですが。 

 ほかに何か。 

○松本委員 事務局では、いろいろきょうの資料だって作るのが大変だと思うんだけれども、こ

れは日本全体のひとつのこういう数字であるということでとらえればいいわけですけれどもね。

実際には、やっぱり日本の農家に語りかける場合には、日本のように南北に長いところで、非常

に気候的背景とか、そういう農業を取り巻く環境そのものが変わるわけですから、できれば、北

海道、東北、関東、それと東海地方、それから関西、中国、四国、九州と、少なくとも暖かいと

ころと寒いところで比較するとどのくらい違うんですよという、そのデータは、例えば東北の農

業と土壌、九州の土壌と農業というふうに、土壌学会から出ていますから、それを、もしなけれ

ば私がお送りいたしますので、それを参考に少し細かく見て回ってもいいのかなと思います。 

○熊澤座長 あるいは、きょう小川委員からご提出いただきましたけれども、あれと同じような

ことを松本委員資料とか、岡崎委員資料とか、何か出していただくとまたこれも非常に役に立つ

んですよ。事務局は、努力をもちろんしますけれども。 

○松本委員 そうですね。 

○熊澤座長 どうぞ、ご遠慮なく、そういうのがあったら出していただければ。 

 何か。きょう、小川委員の堆肥の資料についてはまだ十分なご意見出てないんですけれども、

また今後もいろいろあると思うんですが、何か特にございますか。 

○小川委員 現実的にきょうの炭素の話も含めまして、今後の堆きゅう肥の、いわゆるＣＮ比と

言いますか、そういった成分全体の話も当然今後出てくるのではないかなという気がいたしてお

ります。 

○熊澤座長 何かありますか。 

○事務局 本日いただきましたご意見なり、ご助言については、また次回の資料できちと反映さ

せていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 



○熊澤座長 それでは、予定の時間になりましたので、本日の議事はこれにて終了させていただ

きます。 

 今回は、各種の営農活動に伴う土壌への炭素貯留量を初めとして、これまでの研究成果を踏ま

えたデータをとりまとめるとともに、これに基づくある程度の試算を行うということなど内容が

盛りだくさんになっているわけでございますが、これはもう既にご存じと思いますが、きょうの

資料は事務局が用意したものでございますけれども、内容については、まだまだ慎重な検討が必

要だというふうに思いますので、いわゆる一般的にぱっと使っていい資料というような形ではな

くて、どうぞこの資料そのものはさらに皆さん方のご意見を踏まえまして、引き続き検討を重ね

ていくというような取り扱いにさせていただきたいというふうに思います。 

 あと、冒頭にも申しましたが、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、農林水産省のホームページ等で公表するということといたします。 

○事務局 どうもありがとうございました。 

 今後の予定でございますが、資料３の一枚紙を見ていただければと思います。 

 次回、第３回でございますが、約２週間後の11月12日月曜日でございます。午後２時から５

時を予定してございまして、北別館８階第11会議室での開催でございます。本日に引き続き、農

地土壌が有する多様な公益的機能と土壌の管理のあり方についてのご検討となりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○熊澤座長 それでは、次回はこことは違って別の会議室だと、そこに書いてございますが、お

間違いのならないようにどうぞご注意ください。 

 本日はどうも長時間ありがとうございました。 

 では、これで散会いたします。 

午後 ５時０４分 閉会 

 


