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終わりに



Población (billones)
人口（10億人）

FAO (2007)

Increasing world population
増加する世界人口



Increasing role of farming in worldwide
food security

世界の食料安全保障における農業の役割の増大



Changes in traditional agricultural systems
伝統的農業システムの変化

 ~50% more livestock in 2050 (FAO)
2050年までに家畜が50％増加(FAO)
 Grow expected in Asia and Latam countries
アジア及びラテンアメリカ諸国で増加の見込み

 Potential negative externalities of food chains
フードチェーンの潜在的な負の外部性

 New consumer
新たな消費者

 International negotiations
国際交渉



Climate Change and Greenhouse Gases
気候変動と温室効果ガス



Agriculture and greenhouse gases
農業と温室効果ガス



Greenhouse gases relevant for the agriculture sector
農業セクターに関連する温室効果ガス

Gas
気体

Life
(years)

寿命（年）

PGW

(100 years)

Origen

起源

CO2 - 1 Respiration, use of fosil fuels
呼吸、化石燃料の使用

CH4 12 25 Rice cultivation, ruminants, manure
management
稲作、反すう動物、家畜排泄物処理

N2O 121 298 Soils under grazing or with nitrogen
fertilizer application, manure mangement
and application to soils
牧草地、窒素肥料を使用する土壌、家
畜排泄物処理と土壌への施用

Fuente: IPCC (2013)



Greenhouse gas emissions at a global scale
地球規模の温室効果ガス排出

FAO (2009)



Contribution of agriculture and forestry sector to global emissions 
(AFOLU)

地球規模の排出に対する農林業セクターの貢献
（農林業その他土地利用(AFOLU)）

IPCC, FAOSTATS (2014)



Agriculture as carbon sink
炭素吸収源としての農業

The goal of the Initiative is 
to engage stakeholders in 
a transition towards a 
productive, resilient 
agriculture, based on a 
sustainable soil 
management and 
generating jobs and 
incomes, hence ensuring 
sustainable development
フォーパーミルイニシアチブの
目的は、関係者を持続可能な
土壌管理に基づいた生産性が
高く強靱な農業への移行に酸
化させて、仕事と収入を創出し、
それによって持続可能な発展
を確保すること



Some options
選択肢

• Soils can be a major source of CO2 sink
• 土壌は、主要なCO2吸収源となり得る
• Soil carbon sequestration refers to the storage of C in soils
• 土壌炭素隔離とは、土壌への炭素貯留



Contributions of agriculture beyond climate change
気候変動を超えた農業の貢献

Contribution to landscape
景観への貢献

Water and nutrients cycles
水と栄養の循環

Biodiversity
生物多様性

…


