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ウ 農林水産分野における地球温暖化対策の総合的な推進

(農林水産省地球温暖化対策総合戦略を策定）

農林水産分野における地球温暖化対策の加速化を図る観点から、2007年６月に「農林省地

同戦略では京都議定書の６％削減約束球温暖化対策総合戦略」が策定された（図Ⅰ－49）。

の達成に貢献するため、森林吸収源対策等既に京都議定書目標達成計画で数値目標が設定さ

れている施策に加え、施設園芸や農業機械の温室効果ガス排出削減対策や、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で新たな数値目標を設定し、

施策を推進するなど地球温暖化防止策を推進することとされている。また、今後避けること

ができない地球温暖化に対応するため、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するとともに、我が国の技術を活用した国際協力を推進する

こととされている。

（品目別に適応技術の普及・指導等を実施）

現在発生している農作物への被害状況や影響等を的確に把握・分析し、必要な技術や対応

方針の普及・指導を推進していくため、農林水産省では、これまでの全国調査の結果や研究

機関における技術開発の成果等を踏まえ、2007年６月に「品目別地球温暖化適応策レポート

・工程表」を取りまとめ、生産現場への普及指導を行っている（図Ⅰ－50 。）

図Ⅰ－50 「品目別地球温暖化適応策レポート・工程表」の概要

図Ⅰ－49 農林水産省地球温暖化対策総合戦略のポイント

資料：農林水産省作成

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

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

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

　　（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）

地球温暖化防止策

農林水産分野の国際協力

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）

　・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

地球温暖化適応策

　

項目
生産現場に
おける現象

当面の適応策 今後の対応方針

内容

具体例

13品目

・水稲
・麦類
・大豆
・りんご
・なし
・ぶどう

・トマト
・いちご
・花き
・茶
・飼料作物

○作成した品目 ○構　　成

・うんしゅうみかん
・肉用牛、乳用牛

うんしゅ
うみかん

○浮皮の発生

○日焼け果の増加

地球温暖化の影響
と思われる高温障
害等生産現場での
現象を記載

生産現場に対し導
入可能な既存技術
に基づく当面の適
応策を記載

今後、実施すべき
研究開発、行政に
より取り組むべき
課題を記載

○カルシウム剤の
　施用
○表層摘果の実施

○発生機構の解明
○被害軽減栽培管

理方法の開発

　レポートと同様の品目に
対し、今後、技術開発が必
要と考えられる研究課題、
取り組む必要がある行政課
題を短期・中期・長期に分
けて、都道府県の意見も踏
まえ、整理。
※短期（今後３年以内）
　中期（2030年ごろまで）
　長期（2030年以降）

（１）適応策レポート （２）工程表
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（暑さに強い品種の開発や栽培体系の見直し等の研究開発が必要）

、 、 、さらに 既に発生している農作物被害や将来懸念される農作物被害等に対処するため 稲

果樹等の作物別に暑さに強い品種の開発を行うとともに、栽培体系の見直し、品種転換の実

施に向けた検討を行うなどの取組が推進されている 例えば 独 農業・食品産業技術総合。 、（ ）

研究機構九州沖縄農業研究センターでは、九州地域の主力品種「ヒノヒカリ」と同レベルの

食味と高温でも安定した玄米品質、多収性をもった新品種「にこまる」を開発した。高温条

件下では「ヒノヒカリ」に比べ「にこまる」は整粒が多くなっている（図Ⅰ－51 。）

（農地も二酸化炭素吸収により地球温暖化防止に貢献）

土壌は、地球規模での炭素の循環、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いわれている（図Ⅰ－52 。また、有）

機物の施用、不耕起栽培、多毛作、木炭等土壌改良資材の施用等の適切な土壌管理が炭素の

貯留に効果があると指摘されている。

今後、農地は適切な管理により、土壌中の炭素を増加させることで、温室効果ガス排出削

減または吸収源として貢献する可能性を有しており、地球温暖化の防止に貢献する農地の管

理手法を開発することが求められている。

図Ⅰ－51 地球温暖化へ適応する品種の開発例（水稲： にこまる ）「 」

資料：長崎県総合農林試験場

図Ⅰ－52 世界の土壌、大気における炭素ストック量の推定

資料：OECD「土壌有機炭素に関する専門家会合報告書」(2002年) （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年)を基に農林水産省で作成

注：図中の重量は炭素換算の値。



*1 食品製造業から排出されている二酸化炭素は 大別するとエネルギー起源 燃料の燃焼で発生・排出される、 （
もの と非エネルギー起源 廃棄物の焼却等 があるが ここでいう二酸化炭素はこのうちエネルギー起源を） （ ） 、
指す。

*2 食品産業ではこのほか、食品流通業１団体、外食産業１団体が計画を策定。
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（食品産業からの温室効果ガス排出削減も重要）

食品製造業からは、我が国の温室効果ガス総排出量の1.1％に当たる1,458万CO t（2006年2

度 の二酸化炭素 を排出している この排出量の約半分を占める食品製造業16団体は団体ご） 。
*1

とに自主行動計画 を策定し 削減目標を定めており 農林水産省はその達成を確実なものと
*2

、 、

するため、毎年度、フォローアップを実施している。

また、一層の排出削減を図るため目標値の引上げや策定業種の拡大等が推進されている。

環境負荷の少ないライフスタイルの実践

私たちの食生活は、膨大なエネルギー消費の上に成り立っています。言い換えれば、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。では、実際にはどのくらいの量のエネルギーを使っているので

しょうか。２つの指標を紹介します。

(１)フード・マイレージ
我が国は世界 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、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CO tの約1.9倍に相当する１千７百万CO tが食2 2

料輸入により排出されると試算されています。

(２)ライフサイクルアセスメント
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。

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。

各国のフード・マイレージ お米､パン類､めん類にかかる燃料エネルギー量

資料：中田哲也「フード・マイレージ （2007年９月、日本評論社 、久守藤男「飽食経済のエネルギー分析 （2000年３」 ） 」

月、農山漁村文化協会）を基に農林水産省で作成

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の輸送によって輸入を

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（英国環境・食料・農村地域省）があることに留意する必要がある。

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。
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エ バイオマス利活用の加速化

（バイオマスは再生可能な生物由来の有機性資源）

、 。バイオマスは生物が合成した有機物であり 生命と太陽がある限り枯渇しない資源である

また、バイオマスを燃焼する際に放出される二酸化炭素は、生物の成長過程で大気から吸収

されるものであるため 大気中の二酸化炭素を増加させない カーボンニュートラル とい、 「 」*1

う特性を有している。バイオマスの利活用は、地球温暖化防止や循環型社会の形成に役立つ

といわれ、農林水産業の新たな領域を開拓するとともに、エネルギー問題にも対応できるた

め、政府全体で積極的に推進することとされている（図Ⅰ－53 。）

図Ⅰ－53 主なバイオマスの分類例

（世界各地でバイオ燃料の取組が進展）

近年、地球温暖化や原油価格の高騰を背景に世界各国でバイオ燃料の生産、利用が進めら

れている 表Ⅰ－９ このうち 主にとうもろこしやさとうきびを原料に生産されるバイオ（ ）。 、

エタノールの生産量は 5,132万kℓ 2006年 とこの５年間で1.6倍に増加しており 米国(全、 （ ） 、

生産量の39％ 、ブラジル（同35％）の２か国で世界の生産量の７割（3,768万kℓ）を占めて）

いる また 主になたね油や大豆油から精製されるバイオディーゼル燃料は 欧州が世界の*2。 、 、

生産量の76％（362万kℓ、2005年)を占めており、輸送用燃料として利用されている 。*3

資料：農林水産省作成

表Ⅰ－９ 世界のバイオエタノールへの取組

資料：F.O.Licht「World Ethanol & Biofuels Report 、エコ燃料利用推進会議資料を基に農林水産省で作成」

注：ETBEとは、石油製造過程の副産物であるイソブテンとバイオエタノールから製造されるガソリンの添加剤。

*1 ［用語の解説］を参照。
*2 F.O.Licht「World Ethanol & Biofuels Report」
*3 BIOFUEL BAROMETER2006
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（将来的に国産バイオ燃料の大幅な生産拡大を目指す）

我が国では、国産バイオ燃料の本格導入に向けて、2007年２月に「国産バイオ燃料の大幅

な生産拡大に向けた工程表 が作成されており 図Ⅰ－54 今後 技術開発や実証等を通じ」 （ ）、 、

バイオ燃料の利用率を向上させ、2011年度に単年度で国産バイオ燃料５万kℓ、長期的には2030年

ごろまでに大幅な生産拡大を図ることを目指している（農林水産省試算では600万kℓ可能 。）

（技術開発や資源作物の開発が重要）

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大には、食料供給と競合しない稲わら、間伐材等のセルロ

ース系原料からエタノールを効率的に生産する技術開発をはじめ(図Ⅰ－55)、原料の収集、

運搬コストの低減やエタノールを大量に生産できる作物の開発といった、様々な課題を克服

しつつ、取り組む必要がある。

破砕

セルロース系
（稲わら、間伐材等）

糖化

酸による
加水分解

発酵

組成（稲わら）

セルロース
（６炭糖）

45％

ヘミセルロース
　30％
（５炭糖と６炭糖
の結合体）

その他
（リグニン等）

25％ （セルロース等を単糖化）

蒸留
脱水

エタノール

「でんぷん」であれば、酵素により糖化できるが、セルロース等は、
加水分解が一般的なため、技術的な障壁が比較的高い。

濃度99．5％以上の
無水エタノール

実用化に向けて
技術開発が必要

資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成

図Ⅰ－55 セルロース系原料からのエタノール生産工程

図Ⅰ－54 バイオ燃料生産拡大工程表




