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１．はじめに 

IPCC 第 4 次報告書 1）によれば、2005 年には世界の人為起源の温室効果ガス（GHG）の

10～12％を農業分野が排出しており、他の分野と同様、その排出削減が求められている。し

かしそれと同時に、農業分野は、GHG 排出削減のポテンシャルが大きいことも報告されて

おり、気候変動緩和への貢献が期待されている。また、排出を削減するだけでなく、吸収を

増加させる可能性を持つのは、農業や森林の分野だけであるため、この分野は他の分野とは

全く違った意味での気候変動緩和ポテンシャルを持っているといえる。ここでは、農業分野

の GHG 排出削減ポテンシャルの多くの部分を占めるとされる、農地土壌への炭素蓄積 2), 3)

に焦点を絞り、国内外の動向を紹介し、今後の研究課題について述べる。 
 
２．国外 

京都議定書では、農地管理により土壌炭素量を増加させた場合、その分の CO2吸収量を国

の GHG 排出量から差し引くことが認められている。細かく言うと、必ずしも土壌炭素量を

「増加させ」る必要は無く、減少の程度を和らげることでも、CO2 を吸収した勘定になる。

算定ルールでは、基準年（1990 年）と約束期間（2008～2012 年）の、土壌炭素の変化量ど

うしを比較するネット・ネット方式で算定するので、基準年の排出（つまり土壌炭素の減少）

量が大きく、約束期間の排出量がそれより小さい場合には、排出（つまり土壌炭素量が減少）

し続けているにもかかわらず「ネット・ネットで吸収」となる。土壌炭素量を増やすことは

難しくても、減るのを多少でも食い止めるとそれも評価されるルールになっている。しかし、

実際に、第 1 約束期間（2008～2010 年）においてこの農地管理による CO2吸収を算定する

ことを表明している国は、カナダ、デンマーク、スペイン、ポルトガルの 4 カ国にとどまっ

ている。ルール上は吸収量を計上できるのに、多くの国が実際に算定していないのは、国全

体の吸収量を算定するためのデータが不足していることなどが理由と考えられ、わが国も例

外ではない。上記の 4 カ国の取組状況は様々で、カナダやデンマークでは国独自のデータや

モデルを活用した算定方法の開発を推進し、IPCC ガイドライン 4）5）の Tier２（国独自のデ

ータを用いた原単位法）あるいは Tier3（メカニズムを反映したモデルの活用）の手法によ

る算定の準備を進めているが、スペインとポルトガルは、それほど取組が進んでおらず、IPCC
ガイドラインの Tier１（デフォルト係数等を用いた方法）を使って算定せざるを得ない状況

のようである。 
一方、京都議定書の第 1 約束期間以降（2013 年以降）の GHG 削減に向けた国際的な枠組

みについては、2010 年 12 月の国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）の第 16 回締約国会議

（COP16）の時点では合意に至っていない。しかし、農地管理による CO2吸収については、

今のところ、現行の京都議定書のルールを大きく変えるという議論がないため、次期枠組み



の下でも現在と大きくは変わらない仕組みが存続すると予想される。従って、わが国として

農地管理による CO2吸収を算定するために、現行のルールの存続を念頭に置いて必要なデー

タや算定システムの整備を進める必要があり、研究はそこに大きく貢献できる。 
農地管理と土壌炭素量の関係については、決して新しい研究テーマではない。土壌有機物

は農地の生産力を大きく左右するため、古くから土壌肥料学の重要なテーマであった。圃場

単位で、どのような管理をすると土壌炭素量はどの程度増減するのか、に関しては、古くか

ら研究され、データも蓄積されている６）。しかし、近年になって気候変動緩和との関連で土

壌炭素の蓄積が注目され出してから、国レベルで吸収量を算定する必要が出てきたために、

広域評価の必要が高まってきた。広域評価については、圃場レベルの研究に比べて古くから

の研究蓄積は少ない。土壌炭素に関する広域評価には、現在の土壌炭素量の推定と、管理を

変えた場合の予測の 2 種類があり、前者にはモニタリングをベースとしたものが、後者はモ

デリングを活用したものが多い。世界的にみても、モニタリングに基づく土壌炭素量の国レ

ベルでの計算は、近年になって報告が急増している。一方、モデルを用いた土壌炭素量の将

来予測も、近年になって増加傾向ではあるが、まだまだ報告は少ない。 
 
３．国内の政策 

前述したように、わが国も、第１約束期間では農地管理による土壌の CO2吸収量を算定し

ないこととしているが、次期以降にそれを算定するための準備は進んでいる。農水省により

2009 年 11 月 27 日に開催された第 2 回農林水産省地球温暖化対策本部７）で公表された、農

業分野の温暖化緩和ポテンシャルの試算は、農地土壌による CO2の吸収量を年間 380 万トン

CO2 としている。これは、緑肥の作付面積の拡大や、たい肥施用量が少ない水稲において堆

肥施用量を倍増するなどの活動を実行した場合の吸収量を、京都議定書のルールと同様のネ

ット・ネットで試算したものである。なお、農水省は、これらの土壌炭素を増や農法は、耕

畜連携等地域資源の循環利用の促進、化学肥料の低減、地力の増進などにも資することを併

記しており、地球温暖化対策としての土壌炭素を増加させる取り組みは、環境保全型農業、

あるいは持続的農業と両立することを強調している。 
さらに農水省は、土壌による CO2 吸収を促進するために、平成 23 年度予算８）で、「環境

保全型農業直接支援対策」として、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動

に取り組む農業者に対して直接支援する、いわゆる「直接支払い」を計上している。その中

では、農業者等が、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組とセットで、地球

温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合、取組面積に応じた支援

（国の支援額：4,000 円/10a）を実施するとしている。具体的な営農活動として、カバーク

ロップの作付け・リビングマルチ・草生栽培の実施、冬期湛水管理・有機農業の取組などが

挙げられている。この直接支払いが国民の支持を得るには、これらの営農活動がどんな効果

を持つのかを示す必要があり、ここでも研究の貢献が求められている。 
 

４．国内の研究 
上記のような国内の政策の動向も踏まえ、研究サイドでも農水省のプロジェクト研究「農



林水産分野における地球温暖化対策のための緩和及び適応技術の開発」が 2010 年度から開

始された。その中の農業分野の緩和技術に関する課題の中で、農地（水田、畑地、果樹園、

茶園）・草地における温室効果ガスの精密測定、炭素・窒素統合循環モデルの構築、全国スケ

ールの土壌炭素蓄積量の解析、農地下層における炭素の長期貯留技術の開発、農地・草地土

壌における温室効果ガス排出量削減・吸収源機能向上技術の開発などが目標として設定され

ている。土壌炭素については、その動態のモデル化と全国評価が求められており、緩和技術

の開発課題から出てくる技術のうち有望なものについて、その技術を適用した時の緩和ポテ

ンシャルをモデルにより全国評価する、という構成になっている。このプロジェクトに限ら

ず、研究の手法として、モニタリングとモデリングの両方が重要であることは間違いないが、

モデリングの重要性が近年大きくなってきている。また、技術開発については、全く新しい

新規の技術開発ではなく、既存技術の応用やマイナーチェンジとなっている。これは、農業

である以上生産性が大事であり、温暖化緩和のためとはいえあまり突拍子もない技術は現実

的でないことから当然と言えるかもしれない。 
もうひとつ、農水省の土壌由来温室効果ガス・土壌炭素調査事業では、その中の土壌炭素

に関する定点調査により、毎年約 3000 点の農地の 0～30cm 深さの土壌炭素量を測定してい

る。過去のモニタリングでは、作土のデータが大半であったが、ここでは作土下の次表層も

対象にされていることは注目すべきである。また、同時に、調査対象農地への有機物投入量

など農地管理に関するアンケート調査もセットで実施しており、農地管理と土壌炭素の関係

についての貴重なデータが集積されつつある。 
 
５．今後の課題 

モデル化、あるいはそれを用いた広域評価については、精緻化が課題となる。モデル出力

値の不確実性には、モデル自体の不確実性と入力データの不確実性が含まれることから、精

緻化には、モデル自体の改良と、入力データの改善や精緻化がともに必要となる。そのため

には、モニタリングとモデリングの両方を充実させる必要がある。 
モデルを用いてある管理技術の効果を精緻に予測できたとしても、その技術を導入する前

に、以下のような注意すべき点がある。1 つめは、他の温室効果ガスとのトレードオフであ

る。有機物の投入量を増やした時に、土壌炭素が増加したとしても、有機物の投入は一酸化

二窒素（N2O）の発生も増加させる可能性があり、水田においては、さらにメタン（CH4）

の増加も考慮しなければならない。これら 3 つの温室効果ガス、すなわち CO2、CH4、N2O
は、それぞれのガスの地球温暖化係数（Global Warming Potential: GWP）を考慮して、純

netGWP に換算して比較できるので、そのような評価が必要となる。 
2 つめは、LCA（Life Cycle Assessment）の導入である。例えば、「堆肥の施用」を例に

とると、土壌の炭素が増加するとしても、堆肥の製造や運搬、散布などに土壌への炭素蓄積

効果以上の CO2排出があっては意味がない。そこで、LCA により、「全体としてどうなのか」

を評価することが有効になる。農業分野でもこの手法への期待が高まっているが、評価の例

は、まだ少数である。今後は、このような解析の事例を増やすことにより、「全体としてどう

なのか」を知った上で営農管理方法を選択することができるようになることが望まれる。 



3 つめは、他の環境負荷とのトレードオフである。例えば、有機物の投入増加は、硝酸性

窒素による地下水汚染や閉鎖性水域での富栄養化などを引き起こす場合もある。また、都市

ゴミコンポストなどには重金属など有害物質が付加されるなどの問題もある。同じ温室効果

ガス同士であれば、上述したように純 netGWP を用いることでひとつの物差しで総合評価が

可能となるが、異なる種類の環境負荷を比較し、総合的に評価するには、評価手法の開発自

体も研究課題となる。この面での研究の発展が今後期待される。 
農地の土壌有機物含量の維持増進には温暖化防止や土壌の肥沃度増進の意味があるが、多

量に投入すると問題を引き起こす場合があることも理解し、土壌を単に有機物蓄積の場と考

えるのではなく、持続的に農業生産を行うための適切な施用を行うことが必要である。地球

温暖化問題との関連で土壌炭素の蓄積が注目を浴びている今、改めて、農業生産を支えてい

る貴重な資源である土壌についての認識が広まることを期待している。 
最後に、研究のチャレンジとして、全くの新技術開発も必要では？と日々考えているが、

突拍子もない、あるいは画期的な技術、というのはそう簡単に出来るわけではなく、無い知

恵を絞っているところである。 
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