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1 地球温暖化の現状と国際枠組
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出典：令和４年版 環境・循環型社会・⽣物多様性⽩書（環境省）

1(1) 異常気象は世界中で起きている

2021年の世界各地の異常気象
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〇2020年〜2050年の農業、林業及びその他の⼟地利⽤(AFOLU)
オプションの経済的緩和ポテンシャルは、
100⽶ドル／tCO2換算未満のコストで
80-140億tCO2換算／年と予測される。

○ 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)においては、気候変動に関する最新の科学的知⾒をまとめた第６次
評価報告書の作成が進められているところ。

○ 2021年から2022年にかけ第１作業部会（⾃然科学的根拠）、第２作業部会（影響・適応・脆弱性）、第３作
業部会（気候変動の緩和）の各報告書の政策決定者向け要約（SPM）が公表。最終的な統合報告書は、本年
末頃開催⾒込みの第57回総会において承認・採択⾒込み。

研究開発はすべてのAFOLU（農業、林業及びその他の⼟
地利⽤）分野の対策にとっての鍵。それでもなお、農業の
メタンと⼀酸化⼆窒素の緩和はコスト、農業システムの多
様性と複雑さ、収量増加の必要性の⾼まり及び家畜製品の
需要の増加によって制約を受ける。

（注）本紙はIPCC第６次評価報告書第１〜第３作業部会報告書政策決定者向け要約暫定訳
（関係省庁作成）及び農⽔省仮訳に基づき、「⾷や環境、農業、林業及びその他の⼟
地利⽤」の観点で農⽔省が独⾃で抜粋・要約したもの。便宜上、確信度やシナリオに
関する記述は省略することとした。また、画像はIPCCホームページから引⽤した。

【課題】
〇農業⽣産性は全体的に向上してきたが、過去50年間、気候変動によってその伸び率は世界全体で鈍化。
〇気候変動は特に脆弱な地域において、⾷料⽣産とアクセスに対する圧⼒を増⼤させ⾷料安全保障と栄養を低下させる。

AFOLU分野の炭素貯留及びGHG排出削減のオプションは
様々な⾯（⽣物多様性と⽣態系の保全、⾷料と⽔の安全保障、⽊材の供給、
⽣計）において共便益（コベネフィット）とリスクの両⽅が
ある。

✓⼈間の影響が⼤気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。
✓⼈為起源の気候変動は、⾃然と⼈間に対して、広範囲にわたる悪影響と、
それに関連した損失と損害を⾃然の気候変動の範囲を超えて引き起こしている。

関連分野の可能性

〇⼟地ベースのオプション（森林再⽣と森林保全、森林減少の回避、
持続可能な森林管理の向上、⼟壌炭素管理）はSDGsとの間で複数の
シナジーを持ちうる。

〇CO2⼜は温室効果ガス(GHG)の正味ゼロを達成しようとする
ならば、⼆酸化炭素除去（吸収源等）の導⼊は避けられない。

〇効果的な選択肢には、栽培品種の改善が含まれる。
〇管理された森林における適応オプションには、持続可能な
森林経営等が含まれる。
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⽇本では、⼀部の地域でコメの
収量が減少し、気温上昇に伴っ
て現在のコメ⽣産地域が適地と
不適地に分かれることが⽰唆。
（報告書本体：第10章より引⽤）

農業への影響例＜コメ＞
〇2100年までに北・南⼤⻄洋と太
平洋、インド洋で海洋バイオマ
ス量が15〜30%減少すると予測。

〇温帯性マグロと熱帯性メバチマ
グロは今世紀末までに熱帯域で
減少し、カツオとキハダは⾚道
太平洋の⻄部で減少すると予測。
（報告書本体：第５章より引⽤）

漁業への影響例

1(2) 気候変動等に関する最新の科学的知⾒（IPCC第６次評価報告書（AR6）の概要）



○ ⽇本の年平均気温は、100年あたり1.28℃の割合で上昇。
○ 2020年の⽇本の年平均気温は、統計を開始した1898年以降最も⾼い値。(2021年は過去３番⽬に⾼い値)
○ 農林⽔産業は気候変動の影響受けやすく、⾼温による品質低下などが既に発⽣。
○ 降⾬量の増加等により、災害の激甚化の傾向。農林⽔産分野でも被害が発⽣。

 ⽇本の年平均気温偏差の経年変化

年平均気温は⻑期的に上昇しており、特に1990年以降、⾼温となる年が頻出

年平均気温偏差
5年移動平均値

⻑期変化傾向

 １時間降⽔量50mm以上の年間発⽣回数

 農業分野の被害

浸水したキュウリ
（令和元年８月の前線

に伴う大雨）

2012年〜2021年の10年間の平均年間発⽣回数は約327回
1976年〜1985年と⽐較し、約1.4倍に増加

被災したガラスハウス
（令和元年房総半島台風）白未熟粒(左)と正常粒(右)の断面

・⽔稲：⾼温による品質の低下 ・りんご：成熟期の着⾊不良･着⾊遅延
 農業分野への気候変動の影響

1(3) 温暖化による気候変動・⼤規模⾃然災害の増加
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物管理
239

稲作
1,200
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384

農⽤地の⼟壌
581

 ⽇本の農林⽔産分野のGHG排出量

単位：万t-CO2換算

＊温室効果は、CO2に⽐べメタンで25倍、N2Oでは298倍。
出典：国⽴環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス「⽇本の温室効果
ガス排出量データ」を基に農林⽔産省作成

5,084万t-CO2
（2020年度）

CO2
(37.3%)

CH4
(43.5%)

N2O
(19.2%)

総排出量
11億5,000万t-CO2

（2020年度）

1(4) 世界全体と⽇本の農林⽔産分野の温室効果ガス(GHG)の排出
○ 世界のGHG排出量は、520億トン（CO2換算）。このうち、農業･林業･その他⼟地利⽤（AFOLU）の

排出は世界の排出全体の23％。（2007-16年平均）
○ ⽇本の排出量は11.50億トン。農林⽔産分野は5,084万トン、全排出量の4.4%。（2020年度）

＊エネルギー起源のCO2排出量は世界⽐約3.2％(第5位、2021年(出典:EDMC/エネルギー経済統計要覧))
○ 農業分野からの排出について、⽔⽥、家畜の消化管内発酵、家畜排せつ物管理等によるメタンの排

出や、農⽤地の⼟壌や家畜排せつ物管理等によるN2Oの排出がIPCCにより定められている。
○ ⽇本の吸収量は4,450万トン。このうち森林4,050万トン、農地・牧草地270万トン（2020年度）。
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単位：億t-CO2 換算（2007‐16年平均）
出典：IPCC ⼟地関係特別報告書（2019年）

農林業その他⼟地利⽤
（AFOLU）

約120億t‐CO2/年
（23%）

農業
(Agriculture)

62億t
(11.9%)

全⼈為起源のCO2排出量
約520億t‐CO2 /年

（2007‐16年平均）

林業とその他
⼟地利⽤(FOLU)

58億t
(11.1%)

世界の農林業由来のGHG排出量

農林⽔産分野の排出量
5,084万t-CO2（4.4%）

（2020年度）
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1990年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

排
出

量
（

億
t-C

O2
換

算
）

⾷品飲料製造業 農林⽔産業 その他

12億
1,200万t

（同 -14.0%）
11億

5,000万t
【前年度⽐-5.1%】
（2013年度⽐
-18.4%）

14億
900万t

12億
7,500万t

13億
6,000万t

（2013年度⽐
-3.5%） 13億

2,200万t
（同 -6.2%）

13億
500万t

（同 -7.4%）
12億

9,200万t
（同 -8.3%） 13億

4,800万t
（同 -11.5%）

⽇本の温室効果ガス排出動向
（出典）国⽴環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス「⽇本の温室効果ガス排出量データ」を基に農林⽔産省作成

（確報値）

1(5) ⽇本の温室効果ガス排出動向と農林⽔産分野の排出割合
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注：「⾷品飲料製造業」は温室効果ガスのうち、CO2のみの数値である。

○ 2020年度の我が国の温室効果ガス総排出量は11億50百万トンで、排出量を算定している1990年以降で最少。
○ 近年、農林⽔産分野の排出割合は４％前後で推移。

0

4.4%

1.7%



国連気候変動枠組条約（1992年採択 1994年発効）
 締約国は197か国・地域
• 究極の⽬的は、⼤気中の温室効果ガスの濃度安定化
• 先進国は2000年までに削減努⼒し、「共通であるが差異のある責任」の原則
• ⼈為的な排出量を1990年レベルへ回復
• 締約国は、温室効果ガスインベントリ報告の義務

京都議定書（1997年採択 2005年発効）
 締約国は192か国・地域
• 先進国の排出量について法的拘束⼒のある数値⽬標を設定
• 第１約束期間：2008〜2012年の5年間 第２約束期間：2013〜2020年の8年間
• 京都メカニズム（共同実施、クリーン開発メカニズム、排出量取引）

パリ協定（2015年採択 2016年発効）
 締約国は193か国・地域 ※2022年６⽉現在
• 世界共通の⻑期⽬標として2℃⽬標の設定。1.5℃に抑える努⼒を追求
• 途上国を含む全ての締約国は⾃国が決定する貢献（削減⽬標）を提出し実施状況を報告
• 2020年からの本格運⽤に向けて、2018年12⽉のCOP24で実施指針を採択
• 2021年11⽉のCOP26で第６条（市場メカニズム）をはじめとする重要な交渉議題で合意に⾄り、

パリ・ルールブックが完成

1(6) 気候変動に関する国際枠組
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2 国内の取組
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2(1) 地球温暖化対策の概要
○ 農林⽔産省では、地球温暖化の防⽌を図るための「緩和策」と、地球温暖化がもたらす現在及び将来

の気候変動の影響に対処する「適応策」を⼀体的に推進。

（環境省資料を基に作成）

温室効果ガス

の増加

化石燃料使用による

二酸化炭素の排出など

気候変動

気温上昇（地球温暖化）

降雨パターンの変化

海面上昇など

気候変動の

影響

生活、社会、経済

自然環境への影響

緩和
温室効果ガスの
排出を抑制する

適応
被害を回避
・軽減する

・地球温暖化対策推進法
1998年法律第117号
2021年⼀部改正

・地球温暖化対策計画
2016年5⽉13⽇閣議決定
2021年10⽉22⽇改定

・農林⽔産省地球温暖化対策計画
2017年3⽉14⽇策定
2021年10⽉27⽇改定

・気候変動適応法
(2018年法律第50号)

・気候変動適応計画
2018年11⽉27⽇閣議決定
2021年10⽉22⽇改定

・農林⽔産省気候変動適応計画
2015年8⽉6⽇策定
2021年10⽉27⽇改定

緩和策：気候変動の原因となる温室効果ガスの排出削減対策
適応策：既に⽣じている、あるいは、将来予測される気候変動の影響による被害の回避・軽減対策
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農林⽔産省地球温暖化対策計画 農林⽔産省気候変動適応計画

策定時期
2017年３⽉

2021年10⽉27⽇改定
2015年８⽉

（2017年3⽉、2018年11⽉⼀部改定）
2021年10⽉27⽇改定

根拠 農林⽔産省が⾃主的に策定 農林⽔産省が⾃主的に策定

⽬的 温室効果ガスの排出の抑制
（緩和策）

気候変動の影響による被害の回避・軽減
（適応策）

政府の
関連計画

地球温暖化対策計画
（2021年10⽉22⽇閣議決定）

気候変動適応計画
（2021年10⽉22⽇閣議決定）

計画期間 2030年度まで 当⾯10年程度
（2026年度改定予定）

概要

・農林⽔産分野の地球温暖化対策を総合的かつ
計画的に推進するため、農林⽔産省が策定。

・農業、⾷品、⽔産等の分野別の温室効果ガス排
出削減対策、森林や農地等の吸収源対策、分野
横断的な施策、研究開発等について記述。

・2050年カーボンニュートラルや2030年度46%削
減⽬標、「みどりの⾷料システム戦略」等を踏まえ、
農林⽔産分野における地球温暖化対策を最⼤限
推進。

・農林⽔産分野の気候変動適応策を総合的かつ
計画的に推進するため、農林⽔産省が策定。

・ 「気候変動影響評価報告書」（令和２年12⽉
環境省公表）及び 「みどりの⾷料システム戦略」を
踏まえ、気候変動に適応する⽣産安定技術・品種
の開発・普及等について最新の情報に更新。

・政府の「気候変動適応計画」の⾒直しに反映。
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2(2) 農林⽔産省の地球温暖化対策関連計画



パリ協定

2021年10⽉
地球温暖化対策計画
政府が策定する地球温暖化に関
する総合計画

2021年10⽉
気候変動適応計画
気候変動による被害を軽減・回
避するため、農業、防災、熱中
症等各分野の国の基本的な計画

閣議決定

2021年10⽉
農林⽔産省地球温暖化
対策計画
農林⽔産分野の地球温暖化対策
を総合的かつ計画的に推進する
ため策定

2021年10⽉
農林⽔産省気候変動適
応計画
気候変動に適応するため⽣産安
定技術・品種の開発・普及等農
林⽔産分野の適応計画を策定

2(3) ｢みどりの⾷料システム戦略｣と地球温暖化関連計画

省計画

2021年5⽉
みどりの⾷料システム戦略
⾷料・農林⽔産業の⽣産⼒向上と持続性の両⽴をイノベーションで実現させるための新たな
政策⽅針として策定
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