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TE MANA – or Wagyu LAMB
テマナ –和牛に比肩する羊肉

Policy disruption
政策の途絶

Climate change 
resilience
気候変動に対
する強靱性

Efficiency
効率性

Innovation
革新
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Disruption… 1984; 
1984年の途絶

Removal of family benefit for sheep
30 different production subsidies and export incentives were cut -
OVERNIGHT……..
It was not easy… BUT….
Farmers responded to market signals, 
Efficiency and yield increased
一夜のうちに、羊に関する30の生産補助金・輸出補助金が削減された
……
簡単なことではなかったが、農業者は市場のシグナルに対応し、
効率性と生産高が向上した



1990年代以降、養牛・養羊業界は、生産性と環境効率を大幅に改善し、より少ない資源
でより多くの生産を行っている。

しかし、畜産農家は、特に土壌浸食、流
出、気候変動に関して、まだまだやるべ
きことがあると考えている。
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The agricultural sector is larger 
Gross domestic product (GDP) rose from 14.2% in 1986-87 to 16.6% in 
1999-2000 
Agriculture accounts for 11.4% of the total workforce. 

Employment on farms has fallen BUT…
Rural employment has increased 
Rural economy has diversified 
Rural communities are now less vulnerable to cyclical downturns in 
agriculture
農業セクターは大きい
GDPに占める割合は、1986/87年の14.2%から1999/2000年には16.6%に
全労働人口の11.4%が農業に従事
農場の雇用は減少しているが、農村の雇用は増加
農村の経済は多様化している
農村は、農業が低迷しても影響を受けにくくなっている
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排出の概略

・農業からの排出の割合が高い ・排出の40％以上はメタン ・排出強度は1990年から34%低下
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最新のニュージーランドの気候予測

年間平均気温 年間平均気温

低排出 高排出
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最新のニュージーランドの気候予測

真夏日 真冬日

高排出高排出



Agricultural Emissions Trend by Activity
部門別の農業からの排出の動向
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Greenhouse Gas Emissions from Agriculture for Different Activities
For selected years 1990, 2000, 2010, 2014 megatonnes of carbon dioxide-equivalent

部門別の農業からの温室効果ガス排出 単位：100万トン（二酸化炭素換算）

More dairy cows
Less sheep
乳牛は増加、
羊は減少

New Zealand’s Greenhouse Gas Inventory 1990-2014
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2017年のニュージーランドの農業から
の排出
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So where too 
from here?
これから

どうする？
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In short its all about….. 
better genetics, weights at key times, animal health, feed quality and feed 
management, meteorological information, access to internet for up-to-date 
market information
More fertile soils
Farmer training including through Commodity Levy Act funded organisations –
Beef+Lamb etc
Data, data and more data – economic, environmental and production 
information
簡単に言うと……

より良い遺伝子、重要な時期の重量、家畜の健康、飼料の品質と管理、気象情報、最新の市場情報を得るた
めのインターネット環境
もっと肥沃な土壌
物品税法による資金援助を受けている団体による農業者研修 –牛＋羊など
データ、より多くのデータ -経済、環境、生産の情報
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Policy and Practice
Climate Change Adaptation
Zero Carbon Bill
Farm Plan (by 2022) – all farms
Extension services
Carbon neutral red meat – Beef and Lamb NZ
Precision agriculture 
The Primary Growth Partnership - $708m 
National Science Challenges 
政策と実践
気候変動適応
ゼロ炭素法案
農場計画（2022年までに） - 全ての農場で
改良普及事業
炭素中立な赤肉 - 牛肉、羊肉
精密農業
一次産業成長パートナーシップ – 7億ドル
全国科学チャレンジ

How…..
どうやって
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Innovation
2018 national lambing percentage 129% - up 1.7% on 2017 increased hogget 
lambing
There is a sheep breeding programme to create a climate resilient high 
performance New Zealand sheep flock using imported world-leading genetics
Improved pastures, dryland species e.g. Lucerne, chicory, plantain, sub-clover 
(lower N fertilizer)
Demonstration farms
Tools to monitor and measure climate impact
Inventory development and improvement
Enabled through funding 

革新
2018年の羊の出産率129%(雌羊100頭あたり129頭出生) – 2017年から1.7%増
世界有数の遺伝子を輸入し、気候変動に強く優れた羊を作る品種改良プログラム
牧草地の改良 ルーサン、チコリー、プランテン、クローバー（窒素肥料の削減）
普及農場
気候変動の影響を監視・測定するツール
インベントリの開発と改良
資金調達を通じて可能に
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Questions?
ご質問がありましたらどうぞ
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