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 バイオマスは持続的に再生可能な資源であることから これをエネルギー源又は製品の原材料として利用すること

１ バイオマス利活用に向けた取り組み

 バイオマスは持続的に再生可能な資源であることから、これをエネルギ 源又は製品の原材料として利用すること
は、地球温暖化の防止や循環型社会の形成に大きく貢献。

 地域のバイオマスを活用したグリーン産業の創出と地域循環型エネルギーシステムの構築のためにバイオマス事
業化を推進し、関係省庁連携の下、９月に「バイオマス事業化戦略」を策定。

 バイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまちづくり むらづくり（バイオマス産業都市）の構築を推進

バイオマス活用の現状と課題 バイオマス事業化戦略

 バイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまちづくり・むらづくり（バイオマス産業都市）の構築を推進。

平成24年２月に７府省合同の「バイオマス事業化戦略
検討チーム」を設置し、９月に「バイオマス事業化戦略」を
策定。

【バイオマス活用推進基本計画(H22年12月閣議決定)】

■バイオマスの活用の促進に関する施策についての基本的
な方針、国が達成すべき目標、技術の研究開発に関する
事項等について定める計画

（１）多種多様なバイオマス利用技術の到達レベル、実用化の見
通し等を評価した「技術ロードマップ」を作成。（概ね２年ごと
に見直し）

事業化戦略の概要
事項等について定める計画。

■2020年に約2，600万トン（炭素換算）のバイオマス活用
等の目標達成に向けて関係府省が連携し施策を推進。

農山漁村
の活性化

産業の発展
及び国際競

地球温暖化防
止及び循環型バイオマスの

活用の促進 に見直し）

（２）技術ロードマップに基づく技術とバイオマスの選択と集中によ
る事業化の推進。

【技 術】
タ 発酵 堆肥化 直接燃焼 体燃料化 液体燃料化

の活性化
争力の強化 社会の形成活用の促進

【課題】
メタン発酵・堆肥化、直接燃焼、固体燃料化、液体燃料化

【バイオマス】
木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物等

（３）地域のバイオマスを活用した産業化を目指すバイオマス産業

（１） 震災・原発事故を受け、地域資源を活用した自立・分散
型エネルギーの供給体制の強化が課題。

（２） 多種多様なバイオマス利用技術がある中で、どのような
技術とバイオマスを利用すれば事業化を効果的に進めら （３）地域のバイオマスを活用した産業化を目指すバイオマス産業

都市の構築（バイオマスタウンの発展・高度化）れるかが明らかでない。
（３） バイオマス事業化にあたっては、原料確保、適切な技術

の選択、販路確保等が課題。
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２ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入

○ 平成24年７月、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）がスタート。
約 生 能 ネ ギ 発電設備が導 され うち 割 が太陽光発○ ４月～10月で約115.5万kWの再生可能エネルギー発電設備が導入され、そのうち９割以上が太陽光発

電となっている。

固定価格買取制度における調達価格・調達期間 再生可能エネルギー発電設備の導入状況固定価格買取制度における調達価格・調達期間

従来制度下での売電価格の状況

太陽光（非住宅用） 40 円（※余剰のみ）

再生可能エネルギ 発電設備の導入状況

2012年度における再生可能エネルギー発電設備の導入状況（10月末現在）

太陽光（非住宅用） 40 円（※余剰のみ）

風 力 平均 10.0 円

水 力 平均 9.0 円

バイオマス 平均 9.4 円

定 格 制度 格 期固定価格買取制度の買取価格・期間

太陽光（10kW以上） 42.00 円

買取期間
風 力（20kW以上） 23.10 円

小水力 （200kW未満） 35 70 円
買取期間

20年
小水力 （200kW未満） 35.70 円

バイオマス（未利用間伐材等） 33.60 円

バイオマス（メタンガス発酵） 40.95 円

（出典）資源エネルギー庁ＨＰ
注：「2012年 ４月～10月末までに運転開始した設備容量」については、４月～６月末までに運転開始した旧制度に基づく

設備も含まれている。
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３ 農山漁村における再生可能エネルギー導入の可能性と支援措置

○ 再生可能エネルギーの発電設備の設置に農地への復元が困難な耕作放棄地や荒地を利用することは、地域
限 ある 地資 き き た を る 重の限りある土地資源のいきいきとした活用を図る上で重要。

○ 地域主導で再生可能エネルギーを供給する取組を推進するため、各種支援措置を実施。

24年度における再エネ導入への支援措置土地利用の観点から見た再生可能エネルギーの導入のあり方

１．農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査支援事業
（補助事業） ※23年度４次補正予算 【３５０百万円】

２ 農山漁村再生可能エネルギ 供給モデル早期確立事業

・ 農山漁村における再生可能エネルギーの具体的
な導入可能性の調査（発電適地のマッピング）

24年度における再エネ導入への支援措置

２．農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業
（補助事業）

・ 農山漁村において、農林漁業者等の参画を得た
生 能 ネ ギ 電気 供給 デ 構築等

【５３２百万円】
【上記のほか復旧・復興対策分 ２３７百万円】耕作放棄地の活用可能性

再生可能エネルギー電気の供給モデルの構築等へ
の支援

３．小水力等農村地域資源利活用緊急促進事業
（ 事 事 ）

・ 小水力等発電設備の導入に係る調査設計や協議
調整の支援、低コスト小水力発電施設の導入等に

（補助事業、委託事業） 【６９２百万円】
【上記のほか復旧・復興対策分 ６０２百万円】

３

調整の支援、低 スト小水力発電施設の導入等に
向けた実証等の取組への支援



○ 「 見える化 は 成 年 月 「農林水産分野 おける省 効果 表 指針 を策定 基本的

４ 農林水産分野における「ＣＯ２の見える化」の推進

○ 「ＣＯ２の見える化」については、平成21年3月に「農林水産分野における省ＣＯ２効果の表示の指針」を策定し、基本的
な考え方、表示の在り方を整理。農林水産業関係者が効率的な削減を図るにあたり、自ら温室効果ガス排出量を認識す
るための環境整備をするとともに、自らの経営改善、農林水産物に「ＣＯ２見える化」の表示をすることで消費者が排出量
に関する情報を得られるようにすることが重要。

○農林水産物の生産工程等に係る排出量データを調査し、排出量を簡易に算定するためのツールを作成

○39品目の農産物と加工品で簡易算定

可能（米、小麦、大豆、にんじん、ピーマ
ン、リンゴ、みかん、味噌、豆腐、米粉等）
○今年度 算定可能品目の拡充を予定○今年度、算定可能品目の拡充を予定

簡易算定ツール ツールによる算定結果

○農林漁業者の努力により達成した温室効果ガス削減量等の効果的な表示、活用方法を検討

ポータルサイトの開設 各種の情報発信
４



５ クレジット制度の新たな展開

○ 国内クレジット制度とＪ－ＶＥＲ制度を統合し、新たなクレジット制度を2013年度から展開。

○ クレジットの買い手にアピールできる地域資源を活用したクレジットの発行及びクレジット制度を活
用した農山漁村地域の振興を展開。

クレジット制度

国内クレジット

買い手にアピールできるクレジット

地域資源を有効に活用したクレジットは 売れやすい・高く国内クレジット
・中小企業、農林水産業等の
低炭素投資を促進し、温室効
果ガスの排出削減を推進す
るための制度として、2008年
に開始

Ｊ－ＶＥＲ
・カーボンオフセットの取組に
より、国内における排出削
減・吸収を一層推進するため
の制度として2008年に開始

地域資源を有効に活用したクレジットは、売れやすい・高く
売れる
(例）・ホタルの源流を守る森林整備

・震災復興プロジェクト
（間伐によるクレジット収益の一部を震災復興に寄付）

に開始

新クレジット制度のあり方についての概要
(有識者等による検討会の取りまとめ) クレジットを活用した

（間伐 よるク ジッ 収益 部を震災復興 寄付）

農林水産分野での温室効果ガス削減
等を推進するとともに、クレジットの活)

・2013年度以降もクレジット制度を継続することが必要
・国内クレジット制度とＪ－ＶＥＲ制度を統合すべき

新クレジット制度の理念

農山漁村の振興
等を推進する も 、ク ジットの活
用により農山漁村地域の振興に貢献

（事例）

じゅんさい栽培の水源と里山

＜事業者＞

・多様な主体が参加できる制度とする

・使いやすく適用範囲の広い利便性のある
制度とする

・地域資源の活用による温室効果ガス削減

じゅんさい栽培の水源と里山
を守るプロジェクト

・森を守ることで清らかな水が守
られ、じゅんさいを生産

＜購入者＞

クレジット

に向けた地域の取組やクレジットの地産地
消を後押しし、地域活性化につながるよう
な制度とする

・クレジット購入者に「じゅんさい摘
み取り」等の体験ツアーを企画

資金拠出

じゅんさいツアー

５



６ 森林吸収源対策

○ 昨年行われたダーバン会合(ＣＯＰ17等)において、森林吸収量の算入上限値が各国一律3.5％で合意
されるとともに伐採木材製品(ＨＷＰ)等のルールが新たに決定。

○ 一方、人工林資源の高齢級化に伴い、面積当たりの年間平均森林吸収量は減少傾向。
○ これらを踏まえつつ 2013年から2020年までの平均で3 5％(基準年総排出量比)の確保を目指すこと○ これらを踏まえつつ、2013年から2020年までの平均で3.5％(基準年総排出量比)の確保を目指すこと
等が政府の方針として位置づけられたところ。

「日本再生戦略」改革工程表
（H24.7.31閣議決定）

【2013年以降の対策に関する政府方針】 【伐採木材製品（HWP）に関する新たなルール】

燃焼
分解

国内の森林 伐採木材製品

国産の木材中の炭素については、木材製品が廃棄された時点で排出量を計上。

「森林・林業再生プラン」を踏まえて策定さ
れた「森林・林業基本計画」の着実な実施

○森林吸収量3.5％（2013‐2020年平均）の
確保や「将来枠組み」を見据えた森林の
整備 保全 木材利用等 推進等

分解

埋立
処分

森林から
搬出

整備・保全、木材利用等の推進等

○森林吸収源 森林 適 な

「革新的エネルギー・環境戦略」
（H24.9.14エネルギー・環境会議決定）

第一約束期間のルール

この時点で排出を計上

2013年以降のルール

この時点で排出を計上

m³/ha 樹木の年間成長量（スギ）
【高齢級化する人工林資源】

5

10

15○森林吸収源については､森林の適正な
整備や木材利用等の推進により、2013
年から2020年までの平均で、国際的に
合意された算入上限値3.5%の確保を目
指す 成長量が低下

長

0

5指す。
○2020年以降も吸収量が確保できるよう、

成長に優れた種苗の確保、適切な森林
資源の育成を進める。

成長量が低下

⇒ 吸収量も低下

2 4 6 8 10 12（齢級）
６



７ 農地土壌炭素貯留

○ 我が国の実態に合わせて改良したRothCモデル（土壌有機物動態モデル）を活用した我が国の農地土壌○ 我が国の実態に合わせて改良したRothCモデル（土壌有機物動態モデル）を活用した我が国の農地土壌
炭素量の算定方法について、適正性・妥当性についての評価を確立するため、国内外における学会等で
発表するとともに、専門家による評価を実施。

○ 中央環境審議会地球環境部会における本年６月のとりまとめにおいて、農地土壌の炭素貯留を計上す
ることを検討すべきとの位置づけ。「革新的エネルギー・環境戦略」（平成24年９月エネルギー・環境
会議）において、吸収源対策を積極的に進める旨位置づけ。

【学会発表 概要】 （参考）ＲｏｔｈＣモデルを用いた土壌炭素量の算定【学会発表の概要】

● 我が国の農地土壌における炭素量について、日
本全国の土地利用の変化、気象、営農活動、土壌
特性等のデータに基づき、我が国の実態に合わせ

（参考）ＲｏｔｈＣモデルを用いた土壌炭素量の算定

● 我が国の農地土壌の炭素貯留量の算定に当た
り、 RothCモデルが畑地を対象としていることから、
我が国の農業形態、土壌特性を踏まえ、水田用及特性等のデ タに基 き、我が国の実態に合わせ

て改良したRothCモデル（土壌有機物動態モデル）
により推定を行う方法について、以下の学会におい
て発表。

 EULOSOIL2012(イタリア ７月)

● 農地土壌炭素調査の結果から得られる土壌の特
性や管理に関するデータ及び気象データから、改良
したR thCモデルにより 全国の土壌炭素量を算

農 、 壌 、
び黒ボク土用にモデルを改良。

 EULOSOIL2012(イタリア、７月)

 農業分野における炭素隔離及び気候変動緩
和に関する国際会議（北京、７月）

 日本土壌肥料学会（鳥取、９月）

【入力データ】
 気象 ： 気温、降水量、水面蒸発量（月別値）
 土壌 ： 粘土含量 作土深 初期の炭素含有率

したRothCモデルにより、全国の土壌炭素量を算
定。

【専門家による算定方法の評価】

● 農地土壌の専門家、温室効果ガスインベントリ報
告 専門家等により 当該算定方法に 評価

 土壌 ： 粘土含量、作土深、初期の炭素含有率、
仮比重

 管理 ： 植物残渣・堆肥からの炭素投入量、植被
の有無

７

告の専門家等により、当該算定方法について評価
を受けたところ。今後、環境省温室効果ガス排出量
算定方法検討会において、検討が行われる。

ＲｏｔｈＣ
モデル

【出力データ】
毎月の土壌炭素量



○避けられない温暖化に対する適応策として 高温耐性品種の開発や管理技術など高温下での安

８ 地球温暖化適応策について（１）

○避けられない温暖化に対する適応策として、高温耐性品種の開発や管理技術など高温下での安
定生産技術を開発。

高温環境に適応した品種・系統の開発 高温下での生産安定技術の開発

●生産現場で生じている高温障害対策技術を開発
●影響評価を踏まえた生産安定技術を計画的に開発

高温環境に適応した品種 系統の開発 高温下で 生産安定技術 開発

・ウンシュウミカンの浮皮発生低減技術の開発

高温環境に適応した水稲の品種の開発

【縞葉枯・いもち病抵抗性】 中国IL3号 ウンシュウミカンの浮皮発生低減技術の開発
・帰化アサガオ類のほ場周辺管理技術の開発

ウンシュウミカン浮皮とその

【縞葉枯 もち病抵抗性】 中国 号
【いもち病抵抗性】 関東IL11号

【高温による胴割れが少ない】 羽系1205，羽系1208
【高温による品質の低下が少ない】

北陸221号（耐性：やや強）， 関東256号（耐性：やや強）
関東257号（耐性：やや強）， 中国201号（耐性：やや強）
中国207号（耐性 やや強） 西海283号（耐性 やや強） ウンシュウミカン浮皮とその

防止技術マニュアル
果実写真の左は浮皮(果皮と
果肉間に隙間ができる)。
右は健全果。

中国207号（耐性：やや強）， 西海283号（耐性：やや強）
はるもに（耐性：やや強）

開発中の気候変動対応型水稲の品種・系統
各地期での栽培条件で高温による品質低下が起こりにくい 高温・各地期での栽培条件で高温による品質低下が起こりにくい、高温

耐性を備えた水稲系統の開発が進んでいる。

【ヒノヒカリ】 【にこまる】 【西海283号】

感受性 耐性強

帰化アサガオ類の圃場周辺管理技術マニュアル

アサガオ類の種類や蔓延の仕方及び防除方法などを写真入りで解
説。

高温耐性水稲系統での品質低下の改善
・高温耐性水稲では高温による品質低下が起こりにくい。
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地球温暖化適応策について（２）

○ 高温耐性品種の導入等による地球温暖化適応策は、地域での取り組みが行われている。

高温耐性品種等適応策の普及状況

水 稲 近年 白未熟粒の多発など高温障害が顕在化する中 高温耐性品種（従来品種と比べて登熟期の高温耐性を

主食用米と高温耐性品種の
作付 積推移

近年、白未熟粒の多発など高温障害が顕在化する中、高温耐性品種（従来品種と比べて登熟期の高温耐性を
有する品種）の作付面積が伸びている状況。（例：にこまる、つや姫）

九州地方等を中心に普及が進んでいる。

作付面積推移

H21年産を100とし
た場合の指数で
表示

高温によるぶどうの着色不良に対し、「環状はく皮技術」による軽減効果が実証済み。果樹（ぶどう）

出典：生産局農産部農業環境対策課調べ
注：都道府県から報告のあった高温耐性品種の作付面積

左：はく皮5㎜、右：無処理環状はく皮技術
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○ 水産資源の回復及び水産物の安定供給の確保○気候変動が農地、農業用水、土地改良施設に及ぼす
影響が懸念

地球温暖化適応策について（３）

の観点から、水産分野においても地球温暖化適応
策に積極的に取り組んでいる。

地球温暖化による沿岸漁場環境への影響評価・
農地・農業用水・土地改良施設における地球温暖化対応策

影響が懸念。

地球温暖化による沿岸漁場環境への影響評価
適応技術の開発

○高水温耐性、耐病・耐虫性等を有する養殖品種の
等 育 技

平均気温の上昇
降水形態の変化 等

開発のため、ＤＮＡマーカー等を活用した選抜育種技
術の開発

【農地・農業用水と
土地改良施設への影響】

○高温障害による作物被害
○厳しい渇水の頻度の増大
○集中豪雨の程度、頻度の増大

（農地への影響）
○農地の乾燥化

農地災害 増加

【農業への影響】

高水温耐性ＤＮＡマーカー高水温耐性ＤＮＡマーカー

集中豪 程度、頻度 増大
○農地災害の増加

（農業用水への影響）
○必要用水量の増大
○地下水涵養量の減少

集中豪雨による農地の湛水被害

高水温耐性

短期間で効率的に
優良な形質を有す
る養殖品種を生産

（土地改良施設への影響）
○排水能力の不足

地球温暖化に適応した養殖品種の開発
●水管理の徹底 （高温障害回避のためのかんがい手法の導入等）

●ハザードマップの整備

●既存施設の有効利用（水田の洪水調節能力）

水産業への地球温暖化影響の回避・低減

●既存施設の有効利用（水田の洪水調節能力）

●地下水位制御システムの活用

●排水機場の増強
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○集中豪雨の頻発、海面上昇といった影響等によって、山地災害の頻発や海岸林の消失などの懸念。
○気温上昇等の気候変動により 長期的には 植生の変化や 森林における動植物の生態・活動へ影響

地球温暖化適応策について（４）

山地災害等の防止対策

ニホンジカなどの野生鳥獣が気温上昇により活動
を広げ 森 高 植 等 食害が拡

野生鳥獣被害への対応

○気温上昇等の気候変動により、長期的には、植生の変化や、森林における動植物の生態 活動へ影響。

農山村の過疎化や

域を広げることで、森林や高山植生等への食害が拡
大する恐れ。

特に、高山生態系は、温暖化に脆弱な生態系の一
つであり、ニホンジカの食害は、高山生態系の脆弱性
を高めるため、被害調査や森林の保護対策を実施。

狩猟人口の減少等に
加え、積雪の減少も

増加の一因と考えら
れる。

松くい虫被害対策

ニホンジカ全国分布メッシュ比較図
（環境省自然環境保全基礎調査）

1時間降水量50mm以上の年間発生回数
（1000地点あたり）
（温暖化から日本を守る適応への挑戦）

保安林 計 的な指定と管
マツノマダラカミキリなど、低温下ではあまり活

発に活動しない病害虫等が気温上昇によって活
動域を広げることで、被害が拡大する恐れ。その
ため、徹底的な防除や樹種転換等の各種被害
対策を推進。

保安林の計画的な指定と管理
治山施設と荒廃森林の一体的な整備
の推進

対策を推進。

現在と温暖化時（+2℃）におけるマツ枯れ危険域の予測
（地球温暖化「日本への影響」‐最新の科学的知見‐）

緑の回廊の設定

災害防備等の公益的機能の発揮が求
められる森林について、保安林の計画
的な指定の推進と適切な管理を実施。

治山施設の整備と荒廃森林の整備と
の一体的な推進のほか、海岸林の適
切な保全の推進。

ハ ド ソフト対策等による総合的 山地災害の危険性の高い箇所の把

多様な種や生態系が、時間をかけて温暖化に適応し、環境の変化に幅広く
対応できるようにしておくことが重要。

国有林野では、野生動植物の生息・生育地を
結ぶ移動経路を確保することにより、個体群の
交流を促進して 種の保全や遺伝的な多様性を

ハード・ソフト対策等による総合的
な治山対策

新たな施設整備や既存施設の防災機

山地災害の危険性の高い箇所の把
握と予測

交流を促進して、種の保全や遺伝的な多様性を
確保するため、「保護林」を中心にネットワーク
を形成する「緑の回廊」を設定。
（全国24箇所、総面積約59万2千ｈａ）

新たな施設整備や既存施設の防災機
能の強化等のハード対策、山地災害危
険地区情報の周知等のソフト対策を組
合わせた総合的な治山対策を推進。

より精度の高い山地災害の危険性の
高い箇所の把握手法の検討等を推
進。
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(参考) 我が国の適応計画の策定について〔中央環境審議会報告書より抜粋〕

○既に温暖化により生じている可能性ある影響が農業、生態系などの分野に見られているほか、短時間の強雨による
洪水や土砂災害による被害などの関連性が指摘され 将来 極端な現象の大きさや頻度が増大することが予測される洪水や土砂災害による被害などの関連性が指摘され、将来、極端な現象の大きさや頻度が増大することが予測される。
○既に現れている温暖化影響に加え、今後中期的に避けることのできない温暖化影響に対し、影響のモニタリング、評
価及び影響への適切な対処を計画的に進めることが必要である。

今後の我が国における適応の取組の方向性

・リスクマネジメントとしての取組

→ダーバン合意等での２℃目標の下での適応を基本としつつ、２℃を超えた場合の温暖化影響に備える取組。

総合的 計画的な取組

今後の我が国における適応の取組の方向性

・総合的、計画的な取組
→政府全体での統一的な影響予測・評価の実施、それに基づく長期的な見通しを持った、費用対効果を分析・検

証した総合的、計画的な取組。

・地方公共団体との連携・地方公共団体との連携

→国レベルだけでなく地方公共団体レベルの総合的、計画的な取組。

我が国の「適応計画」の策定へのステップ

①我が国における温暖化の影響に

関する最新の科学的知見のとりま

とめ（24年度末）

② 政府全体の「適応計画」策定のための予測・評

価方法の策定・実施（25年度末目途）

・IPCC第5次評価報告書の最新の知見をできるだけ

③ 政府全体の「適応計画」の策定

（26年度末目途）

・短期的、中期的、長期的に適応策を重点

我が国の 適応計画」の策定 の テップ

とめ（24年度末）

・「地球温暖化とその影響評価統

合報告書（日本版IPCC 評価報告

書）」を策定

第 評価報告書 最新 見を

活用し、日本の温暖化とその影響を予測・評価す

る方法を策定し、予測・評価を実施

・適応計画策定に必要な機能を持った予測・評価

方法とするため、関係府省と連携、協力

短期的、中期的、長期的に適応策を重点

的に講ずべき分野・課題の抽出

・抽出された分野・課題別の適応策を関係

府省において立案し、政府全体の総合的・

計画的な取組としてとりまとめ

定期的な見直し（5年程度を目途）
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９ 国際協力

食料輸入国である我が国にとっても世界の食料安全保障の確保は重要な課題である。温暖化の進行は、
食料生産・供給の不確実性を増大させており、特に、生産基盤が脆弱な途上国では、気候変動への適応
が重要な課題となっている。
このため、我が国は気候変動にも対応して食料安全保障を確保するための国際協力として、

○ 気候変動に適応した灌漑技術および水管理技術の普及○ 気候変動に適応した灌漑技術および水管理技術の普及
○ 気候変動下で食料安全保障が脆弱な地域の可視化
○ 国際稲研究所（IRRI）における気候変動に適応した水稲栽培システムの開発

等に取り組んでいるところ。

アジア地域において、集中豪雨や台風の巨大化による湛水被害や高潮被害などが深刻化してお

○ 灌漑技術の普及

り、水管理手法や灌漑排水施設の在り方など気候変動や異常気象に適応した対策の検討が喫緊の
課題になっている。気候変動に適応した灌漑排水施設の整備手法や水管理手法に係る技術的な支
援を行う。

気候変動要因により食料安全保障に影響が及ぼされる地域を特定しうる「気候変動下での食料
安全保障地図」を開発し、気候変動により生じる食料安全保障上の問題に各国の政策立案者が的

○ 気候変動下で食料安全保障が脆弱な地域の可視化

安全保障地図」を開発し、気候変動により生じる食料安全保障上の問題に各国の政策立案者が的
確に対応できる体制を整備するとともに、ワークショップを通じて適応策の普及を図る。

○ 水稲栽培システムの開発

IRRIにおいて、イネに関する広範囲な専門研究者と密接に連携することにより、現時点で予測しうる
気候変動条件の下で安定して生産を持続させることができるような水稲栽培システムの構築を支援する。
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気候変動下での食料安全保障地図活用事業

気候変動により生ずる食料安全保障

（新規） 気候変動下での食料安全保障地図
（Analysis and Mapping of Impacts under Climate change for 
Adaptation and Food security : AMICAF）を作成

(現行） 食料安全保障地図化システム
（Food Insecurity and Vulnerability 
Information and Mapping System: FIVIMS）

本システムを活用することにより以下が
可能

気候変動により生ずる食料安全保障
上の脆弱性（イメージ）

１．気候変動による食料安全
保障の脆弱性について、現
在及び将来（2030年）の地脆弱性

小

域毎の影響評価

２．地域毎の脆弱性に応じた
適応策オプションの特定

脆弱性

大

適応策オ ションの特定

３．地域により緩和策を含む
適応策オプションを検討

既存のFIVIMSに、

気候変動指標等を

既存のFIVIMSに、

気候変動指標等を

４．上記1～３を踏まえた事業
実施国への提言・適応策オ
プション等の普及

気候変動指標等を

重ねる形で開発

気候変動指標等を

重ねる形で開発

・ 食料不安等に係る分野横断的な
分析を促進

・ 食料不安等に係る分野横断的な
分析を促進

５．本事業の他国での応用
＜気候変動指標＞

・気温
・降水量
・水資源
海面

分析を促進
・ フィリピンにおける飢餓緩和加速

計画の優先地域の認定にも活用

地域の農地面積割合、GDPにお

分析を促進
・ フィリピンにおける飢餓緩和加速

計画の優先地域の認定にも活用

地域の農地面積割合、GDPにお ・海面
・サイクロン
・洪水
・地滑り
・干ばつ 等

地域の農地面積割合、GDPにお
ける農業のシェア、貧困率、平均家
計所得、失業率、 低体重率等の
データのみで 気候変動指標が含ま
れていない

地域の農地面積割合、GDPにお
ける農業のシェア、貧困率、平均家
計所得、失業率、 低体重率等の
データのみで 気候変動指標が含ま
れていない

・作物への影響
・穀物需給への影響＋
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