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我が国全体の
2017年度総排出量
12億9,200万t-CO2

稲作に伴うCH4

1,363万t-CO2

（26.4％）

農地土壌からのN2O
541万t-CO2

（10.5％）

燃料燃焼による
CO2

1,829万t-CO2

（35.5 ％）

家畜排泄物管理による
CH4

232万t-CO2（4.5％）

農林水産業の
2017年度総排出量

5,154万t-CO2

CH4

（45.2%）

CO2

（36.6 %）

N2O
（18.2 %）

CO2

1,884万t-CO2

（1.5％）

CH4

2,331万t-CO2

（1.8％）

N2O
939万t-CO2

（0.7％）

農林水産業の排出量
5,154万t-CO2（4.0%）

家畜排泄物
管理によるN2O
392万t-CO2

（7.6％）

１．日本の温室効果ガス排出状況

出典：温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）

家畜による消
化管内発酵
によるCH4

728万t-CO2

（14.1％）
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現行地球温暖化対策計画
に基づく目標

2013年度比
304万t-CO2 eq 排出削減 脱炭素化社会

に向けた新た
な対策を講じ
たケース

収支

収支 収支

農山漁村地域外、他産業、海外
等の排出削減への貢献、クレジット
化

脱炭素化社会に向けた徹底的な
省エネ、イノベーション等による大
幅削減

？

？

？

？

？

排出削減趨勢

燃料燃焼CO2

稲作CH4

家畜消化管内発酵CH4

家畜排せつ物管理CH4

農地土壌N2O

家畜排せつ物管理N2O

省エネ設備・機器の導入による燃
料燃焼に伴うCO2の排出削減
（140万t-CO2）

稲わらすき込みから堆肥施用への
転換等による稲作に伴うCH4の排
出削減（64～243万t-CO2 eq）

施肥量の低減等による農地
土壌からのN2Oの排出削減
（10万t-CO2 eq BAU比)

2013年度 2030年度 2050年度

堆肥や緑肥などの有機物の施用
の推進（696～890万t-CO2 eq）

森林・林業基本計画に基づき、健
全な森林の整備、保安林等の適
切な管理・保全、効率的かつ安定
的な林業経営の育成に向けた取
組、国民参加の森林づくり、木材
及び木質バイオマス利用等を推進
（約2,780万t-CO2 eq）
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森林吸収源

農地土壌吸収源

5,140

4,840
4,480
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２．2050年に向けたGHG排出削減



• 施設園芸

• 農業機械

• 廃棄農業資材リサイクル

地中熱蓄熱

太陽熱

ヒートポンプ
木質バイオマス加温機
多層被覆設備等

未利用の自然の熱源（太
陽熱・地中熱等）を効率的
に利用する新たな加温シ
ステム

穀物遠赤外線乾燥機高速代かき機

省エネルギー対策

省エネに資する
機械の普及促進

３．現行の農林水産業の排出削減対策（CO₂）



N₂O排出削減

中干しのための溝切り 中干しの実施

出典：農研機構

CH₄排出削減

３．現行の農林水産業の排出削減対策（CH₄/N₂O）

土壌診断に基づく
適正施肥

施肥に伴う
一酸化二窒素削減

生産性は落とさず、
温室効果ガス約40%

削減



・堆肥の投入
・不耕起

光合成呼吸

土壌中の有機炭素

植物残さや堆肥由来の有機成分

ＣＯ2

【農地・草地土壌の炭素収支モデル】】

土壌炭素貯留＝微生物分解を受けにくい土壌有機炭素

土壌微生物
による分解

緑肥や堆肥の
施用促進

農地・草地土壌

環境保全型農業の推進

作物残さの農地への還元

・間伐
・再造林

ＣＯ2農地土壌

森林

４．現行の農林水産業の吸収源対策

＋



第１章：基本的考え方

野心的なビジョン：最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世
紀後半のできるだけ早期に実現することを目指すとともに、2050
年までに80％の削減に取り組む

 政策の基本的考え方：ビジョンの達成に向けてビジネス主導の非連続なイノベーション
を通じた「環境と成長の好循環」の実現、取組を今から迅速に
実施、世界への貢献、将来に希望の持てる明るい社会を描き
行動を起こす

第２章：各部門の長期的なビジョンとそれに向けた対策・施策の方向性
第１節：排出削減対策・施策（エネルギー、産業、運輸、地域・くらし）

第２節：吸収源対策

第３章：重点的に取り組む横断的施策
第１節：イノベーションの推進
第２節：グリーン・ファイナンスの推進
第３節：ビジネス主導の国際展開、国際協力

第４章：その他の部門横断的な施策の方向性（人材育成等）

第５章：長期戦略のレビューと実践

５．パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（仮称）（案）



脱炭素化社会に向けた農林水産分野の基本的考え方について

2050年以降の脱炭素化社会に向けて、農山漁村における資源を最大限に

活用し、農林水産業の脱炭素化を目指した農林水産分野の基本的考え方をと
りまとめた（2019年4月22日公表）

脱炭素化社会に向けた2050年ビジョン

１ 農山漁村における再生可能エネルギーのフル活用及び生産プロセ
スの脱炭素化

２ 農地・畜産からの排出削減対策の推進と温室効果ガスの削減量の
見える化等による消費者の理解増進

３ 農山漁村における炭素隔離・貯留の推進とバイオマス資源の活用

４ 海外の農林水産業の温室効果ガス排出削減の貢献

６．脱炭素化社会に向けた2050年ビジョン



農山漁村に賦存する再生可能エネルギーの利用

農山漁村資源をフル活用し、再生可能エネルギーを農林水産
業及び域内へ安定供給（農山漁村のRE100の実現）するほか、他
地域や都市、他産業へ供給する環境を整備

農林水産物の生産プロセスの脱炭素化

スマート農林水産業の加速、農林業機械や漁船の電化等による

再生可能エネルギーのフル活用により、農林水産物の自給率向上
や輸出促進と農林水産業の脱炭素化の両立を実現（農林水産業
における化石燃料起源のCO₂のゼロエミッション）

（１） 農山漁村における再生可能エネルギーのフル活用及び
生産プロセスの脱炭素化



農山漁村 他地域、都市・他産業

農山漁村における再生可能エネルギーのフル活用及び生産
プロセスの脱炭素化のイメージ



農地・畜産からの非CO₂温室効果ガスの排出削
減

CH4の排出を抑制する家畜飼養管理技術の開発、稲品種の開
発、N2Oの発生を抑制する飼料、微生物等の開発等による削減・
抑制

消費者への脱炭素型農林水産物・食品の選択
機会の提供

サプライチェーン全体での脱炭素化の「見える化」など、企業・

消費者が脱炭素型農 林水産物・食品の選択を拡大するための
コミュニケーションの促進

（２） 農地・畜産からの排出削減対策の推進と温室効果ガス
の削減量の見える化等による消費者の理解増進



農地・森林・海洋への炭素隔離・貯蔵

農地や森林、海洋（藻場・干潟）において、生物多様性・生態系
の保全にも配慮しつつ大気中のCO2の炭素を有機物として隔離・
貯留することを推進

農地 藻場・干潟 森林

（３） 農山漁村における炭素隔離・貯留の推進とバイオマス資
源の活用



エネルギー集約型マテリアルからバイオマス由来マテリ
アルへの転換

都市の高層建築物等の木造化に向けたイノベーションの創出、
バイオマス新産業の創出など、バイオマス資源をフル活用した炭
素循環型社会の構築

バイオマスを活用した再生可能エネルギー等の農山漁
村域外・他産業への供給

エネルギー利用

バイオマス
（バイオマス資源を100%使い尽くすとともに多段階で繰り返し使用するカスケードシステムの構築）

バイオマス由来マテリアルの利用拡大等
バイオマスの高度利用都市の木造高層建築物等バイオマスプラスチック

への代替

回収・再利用

木材 林地残材

作物残渣 非可食作物

家畜排せつ物 水産系残渣

（３） 農山漁村における炭素隔離・貯留の推進とバイオマス資
源の活用



排出削減等の技術開発

世界全体の脱炭素化に貢献

衛星画像
による解析

評価手法開発

国内技術

排出削減技術等の移転・JCMの活用

出典：炭素市場エクスプレスウェブサイト
（https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/）を加工して作成

国際機関等との連携、JCM（二国間クレジット制度）の活用等によ

り、我が国の優れた技術を海外に展開し、温室効果ガスの排出削
減に貢献。

（４） 海外の農林水産業の温室効果ガス排出削減の貢献



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

被害を回避・
軽減する

適応

〇 気候変動は現実のリスク。これに対処するため、
「気候変動適応法」を制定。(2018年12月1日施行)

〇 2018年11月27日に「気候変動適応計画」を閣議決定。

気候変動適応法
出典：環境省資料

７．農林水産分野における気候変動への適応

地球温暖化対策推進法



白未熟粒(左)と正常粒(右)の断面

（気候変動による影響）
・高温による品質の低下。
・高温耐性品種への転換が進まない場合、
全国的に一等米比率が低下する可能性。

（例）水稲

〇 農林水産業は気候変動の影響を受けやすく、高温による生育

障害や品質低下などが既に発生。

（気候変動による影響）
・りんごやぶどうの着色不良、うんしゅうみかんの浮皮や
日焼け、日本なしの発芽不良などの発生。
・りんご、うんしゅうみかんの栽培適地が年次を追うごと
に北上する可能性。

（例）果樹

りんごの着色不良

うんしゅうみかんの浮皮

農林水産分野の気候変動による影響



・高温耐性品種の開発・普及
・肥培管理、水管理等の基本技術の徹底

広島県 高温耐性品種
「恋の予感」

〇 一方で、気温の上昇による栽培地域の拡大など気候変動がも

たらす機会を活用。

・りんごやぶどうでは、
優良着色系統や黄緑色系統の導入
・うんしゅうみかんよりも温暖な気候を好む
中晩柑（ブラッドオレンジ等）への転換

愛媛県 高温に強いブランド品種
「ブラッドオレンジ」

農林水産分野の気候変動への適応

（例）水稲

（例）果樹



緩和
・排出量の削減
・吸収源の増加

適応
気候変動が

もたらす機会を活用

８．農林水産業と気候変動対策

農林水産業は
気候変動と食料安全保障に貢献



ご静聴ありがとうございました

もっと知りたい方はこちらにアクセスください。
URL：http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/index.html
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