
◇近年､人間活動の拡大に伴い、二酸化炭素やメタン等の大気中濃度が増加し、吸収・
放射される赤外線が増加することで、地球規模で気温が上昇する地球温暖化現象が

第２節 地球環境対策と農村資源の保全・活用
（１）地球温暖化対策の加速化
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◇IPCC第４次評価報告書（2007年11月）によると、①世界の平均気温はこの100年で
0.74℃上昇し、②最近12年（1995～2006年）のうち1996年を除く11年の世界の地上
気温は、1850年以降で最も温暖な12年に入る、③20世紀中に平均海面水位が17cm上
昇、④世界各地で異常気象が頻発といった影響。

地球 暖化 カ ズ地球温暖化のメカニズム
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現在の地球（2006年)
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◇また、同報告書では、今後予想される影響として、化石エネルギー源を重視しつつ
高い経済成長を実現する社会を仮定した場合、21世紀末までに平均気温が2.4℃～
6.4℃上昇し、平均海水面水位が26～59cm上昇すると予測。

◇食料生産への影響については、世界の潜在的食料生産量は、地域の平均気温の上昇
幅が ℃ま は増加する地域と減少する地域があり 全体と は増加する

資料：気象庁作成

幅が１～３℃まででは増加する地域と減少する地域があり、全体としては増加する
と予測されているが、それを超えて上昇すれば減少に転じると予測。

地球温暖化による水と食料生産への影響

湿潤熱帯地域と高緯度地域での水利用可能性の増加

中緯度地域と半乾燥低緯度地域での水利用可能性の減少及び干ばつの増加水

０ ５℃４２ ３１

小規模農家、自給的農業者・漁業者への複合的で局所的なマイナス影響

低緯度地域における穀物
生産性の低下

中高緯度地域における

中緯度地域と半乾燥低緯度地域での水利用可能性の減少及び干ばつの増加

数億人が水不足の深刻化に直面する

水

食料
低緯度地域における
すべての穀物生産性の低下

いくつかの地域で

資料：IPCC第４次評価報告書第２作業部会を基に農林水産省で作成

　・「　　　」は関連する影響を示し、「　　　」は気温上昇に伴って影響が継続することを示す。
　・各記述の左端は、影響が出始めるおよその位置を示す。
　・すべての記述の信頼度は高い。

中高緯度地域における
いくつかの穀物生産性の向上

いくつかの地域で
穀物生産性の低下

０ ５℃４２ ３１





◇農林水産分野における地球温暖化対策の加速化を図るため、2007年６月に「農林水
産省地球温暖化対策総合戦略」を策定。暖 」 定

◇同戦略では、６％削減約束の達成に貢献するため、森林吸収源対策等に加え、施設
園芸や農業機械の温室効果ガス排出削減対策、環境保全型農業の推進による施肥量
の適正化・低減、漁船の省エネルギー対策に新たに数値目標を設定し、施策を推進。

◇また、暑さに強い品種の開発、農林水産業に与える影響予測等地球温暖化適応策を
推進。さらに、我が国の人材・技術を活用した国際協力を推進。

農林水産省地球温暖化対策総合戦略農林水産省地球温暖化対策総合戦略

①削減目標値の達成に向け施策を加速化
　○森林吸収源対策
　○バイオマス資源の循環利用
　○食品産業等の環境自主行動計画
②新たな削減目標値の設定と達成に向けた施策を推進
○施設園芸･農業機械の温室効果ガス排出削減対策

地球温暖化防止策

①地球温暖化適応策の推進
　・既存技術の生産現場への普及・指導
　・新たな技術の導入実証
　・影響評価に基づく適応策の推進
②技術開発等の推進
・生産安定技術の開発（高温耐性品種の育成等）

地球温暖化適応策

①違法伐採対策等の持続可能な森林経営の推進
②我が国の人材・技術を活用した協力

　○施設園芸 農業機械の温室効果ガス排出削減対策
　　（2010年度までに年間約17万４千CO2t 削減）
　○環境保全型農業の推進による施肥量の適正化･低減
　　( 2010年度までに年間約18万1千CO2t 削減)
　○漁船の省エネルギー対策
   （2010年度までに年間約４万７千CO2t 削減）
③その他の排出削減の取組を推進
　（農業農村整備事業の対策、地産地消の推進、技術開発等）

農林水産分野の国際協力

・生産安定技術の開発（高温耐性品種の育成等）
　・農林水産業への影響に関する予測研究
　・影響予測に基づく適応技術の開発

◇土壌は、地球規模での炭素循環、貯留の場として重要な役割を果たしており、土壌
に保存される２兆tの炭素の４割は農林業の影響下にあるとの指摘。

◇2013年以降の枠組み構築に向けて、農地を温室効果ガス排出削減または吸収源とす
る農地の管理方法の開発を進めていくことも重要

資料：農林水産省作成

農林水産分野における地球温暖化対策を総合的に推進し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業を実現

大気中炭素ストック 7, 600億t

る農地の管理方法の開発を進めていくことも重要。

世界の土壌、大気における炭素ストック量

世界の二酸化炭
素排出量

72. 3億t

植物体ﾊﾞｲｵﾏｽ　5, 000億t
土壌－大気間　600億t / 年の交換

化石燃料の燃焼等に伴う排出

土壌有機炭素ストック土壌有機炭素ストック
　　２兆t  (表層1m)

　うち、４割が農林
　業の影響下

資料：OECD「土壌有機炭素に関する専門家会合報告書」(2002)、（財）日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット「EDMC/
エネルギー・経済統計要覧」(2007)を基に農林水産省で作成
注：図中の重量は炭素換算の値である。



◇「国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表」を2007年２月に作成。2011年
度に単年度で国産バイオ燃料５万k Yの導入を目指すとともに、食料供給と競合しな
い稲わら・間伐材等のセルロース系原料や、多収穫米等の資源作物からエタノール
を高効率に生産する技術開発、原料の収集・運搬コストの低減等を図る施策を推進
し、バイオマス利活用を加速化。

バイオ燃料生産拡大工程表 バイオ燃料地域利用モデル実証事業採択地域

オエノンホール
か かわぐん

北海道バイオ
エタノール（株）

設置場所：茨城県土浦市
施設能力：300k Y/ 年
原　　料：ひまわり

サンケァフューエルス（株）

設置場所：北海道苫小牧市
施設能力：1. 5万k Y/ 年
原　　料：米

ディングス（株）
と　ま　こ　ま　い　し

かみかわぐん

つ　ち　う　ら　　し

設置場所：新潟県新潟市
施設能力：0. 1万k Y/ 年
原　　料：米

JA全農
に　い　が　た　し

清水町
しみずちょう

設置場所：北海道上川郡
　

　

施設能力：1. 5万k Y/ 年
原　　料：てん菜、小麦

設置場所：東京都江戸川区
施設能力：120k Y/ 年
原　　料：廃食用油

エコデス（株）

設置場所：福井県永平寺町
施設能力：750k Y/ 年
原　　料：廃食用油

福井BDF（株）
えいへいじちょう設置場所：福岡県久留米市

施設能力：600k Y/ 年
原　　料：廃食用油

（株）フチガミ
く　る　め　し

西田商運（株）

え　ど　が　わ　く

＜環境負荷の少ないライフスタイルの実践＞
私たちは 食事を通じて間接的に多くの二酸化炭素の排出を

資料：農林水産省作成
資料：農林水産省作成
注：1) 赤網掛けはバイオエタノール混合ガソリン事業を示す。
2) 青塗りはバイオディーゼル燃料事業を示す。

設置場所：福岡県新宮町
施設能力：0. 2万k Y/ 年
原　　料：廃食用油

しんぐうちょう

私たちは、食事を通じて間接的に多くの二酸化炭素の排出を
行っています。フード・マイレージや燃料エネルギー消費量を減
らすことで、二酸化炭素排出量を削減することが可能です。低
環境負荷のライフスタイルを実践するには、一人ひとりが食生
活を見直すことも重要です。
○フード・マイレージ*1

我が国は世界最大の農産物輸入国であり、食料輸送量に輸送
距離を乗じた「フード・マイレージ」の概念に基づく試算では

各国のフード・マイレージ

9, 002

6, 000

8, 000

10, 000
億ｔ・km

距離を乗じた「フ ド マイレ ジ」の概念に基づく試算では、
我が国のフード・マイレージは約９千億t ･kmと試算され、他国と
比べて格段に多くなっています。その結果、国内輸送による二
酸化炭素排出量９百万CO2t の約1. 9倍に相当する１千７百万CO2t
が食料輸入により排出されると試算されています。
○ライフサイクルアセスメント*2

食品の生産（農林水産業）から消費・廃棄物処理に至る過程
で必要となる燃料エネルギーの総量をライフサイクルアセスメ

3, 172 2, 958

1, 880 1, 718

0

2, 000

4, 000

日本 韓国 米国 イギリス ドイツ

資料：中田哲也「フード・マイレージ」(2007年9

ント（LCA）手法により分析すると、お米は6, 330kcal / kg、
パン類は9, 510kcal / kg、めん類は15, 040kcal / kgとなります。

注：1) フード・マイレージについては、例えば、温室栽培で国内生産を行った方が海外から輸入を行うよりも二酸化炭素排出量が多くな
る場合があるなど、輸送以外の要因も含めて環境負荷の判断を行うべきとの指摘がある（英国環境・食料・農村地域省）。
2) LCAとは、製品の材料調達段階から廃棄に至る各段階におけるエネルギー（燃料）、資源の投入と排出を把握し、製品、サービス
の環境への負荷を分析、評価し、負荷の少ない生産への移行を検討する手法である（出典：久守藤男「飽食経済のエネルギー分析」)。

月、日本評論社）を基に農林水産省で作成
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