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農業は気候変動のソリューション – キーメッセージ

2

 Agriculture has provided food, nutrition and joy
and will continue for our children in the future

 Soil forms the fundamental of agriculture
and can also remove carbon from the atmosphere

 Greenhouse gasses are emitted from agriculture, 
including from soil

農業は、食料、栄養そして生活に喜びを供給してきた。そ
の役割を未来の子供たちのためにも続ける。

「土」は、農業の基礎であると同時に、待機中の炭素を吸
収することができる。

農業（農地土壌を含む）は、温室効果ガスの排出源でもあ
る。



排出源（Source）を削減
（例）
 水田水管理によるメタン排出抑制

 窒素（肥料・飼料）の利用効率向
上

 食料の損失・廃棄の削減（つまり、
病気にかからないようにする、異
常気象に適応する作物品種を用
いる等も緩和に貢献しうる。）

気候変動における緩和（mitigation）

農業における気候変動「緩和」とは
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吸収源（Sink）を増加

（例）
 農地土壌への炭素貯留

土壌への堆肥投入、緑肥など
 森林管理、植林、再植林
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生産性と収
益性向上

気候変動への
適応力強化

緩和

科学技術の開発と現場での実施によって実現可能

農業と気候変動のトリプルウィンとは

Productivity and 
Profitability

Resilience and 
adaptive 
capacity

Mitigation

Possible by development and implementation of 
technologies



実用段階にある技術の例
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1. 水田からのメタン排出削減のための水管理

日本における中干期間の延長

アジア・ラテンアメリカ等におけるAlternate 
wetting and drying (AWD) 

2. 土壌への有機炭素投入を促進するための炭

素モデルと「見える化」ツールの開発



中干しの延長によるメタン発生の削減

慣行の中干し期間を一週間程度延長することにより、コメ収量
への影響を抑えつつ水田からのメタン発生を約30％削減できる。

下部の二色の横棒は湛水期間で、7月付近の空白期間が中干しを示す。
水色部分の面積が減少したメタン量に相当する。

→ 環境保全型農業直接支払い制度（地域特認取組） 6

生産性向上と気候変動緩和に資する日本の技術の事例

典拠：農業環境変動研究センターH24主要研究成果



        
     e maintaining 

IRRI提供：水位自動モニタリング装置

農業と気候変動「緩和」 技術の例
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常時湛水

AWD

経過日数

水深

湛水 落水 収穫

再入水の水深

イメージ図：国際農研 南川氏より

湛水・乾田繰り返し法 (Alternate Wetting and Drying)
国際稲研究所（IRRI）で開発・普及が進められている灌漑

水田用の水管理法。収量を維持しつつ、節水とメタン排出
削減の効果が示されている。（国際稲研究所(IRRI)等の説明より）



調査地点

モニタリング、土壌図、モデルによる予測

土壌炭素地図

(1) 農地土壌の長期モニタリング調査
 農林水産省が1979年から調査

 調査地点：約 4000 - 20,000 地点

(2) 土壌炭素と温室効果ガスの計算モデル

 農地土壌の炭素貯留量の変化: 改良RothCモデル

 水田からのメタン排出: DNDC-Riceモデル

 2015年以降、日本の温室効果ガスインベントリー報告にIPCC Tier 3により
農地草地管理を含む。

 物理化学性の分析

 土壌管理法について農家への

アンケート調査
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パリ協定と農林水産分野

2030年度排出削
減目標

▲26.0％（2013年
度比）＝

＋
排出削減対策

▲23.4％
（農林水産分野▲0.2%含む）

森林吸収 ▲2.0％
農地土壌吸収等

▲0.6％

14億800万
t-CO2

2030年度
目標

2013年度
排出量

10億4,200万
t-CO2

（参考）我が国の削減目標（約束草案）■ パリ協定における農林水産分野の取り扱い

○食料安全保障や森林等の吸収源の重要性を認識
○森林や農地の吸収量を各国の削減目標の達成に計
上することが可能

○途上国の森林減少・劣化に由来する排出を削減す
る取組を促進

【パリ協定の概要】

【農林水産分野の概要】

途上国を含む全ての国に削減目標の提出と対策
の実行を義務づける法的枠組み

削減目標は5年ごとに見直し
温度上昇を2℃以内に抑制し、1.5℃以内に向け努

力
長期の温室効果ガス低排出型発展戦略を策定・

提出するよう努める。
技術革新の促進は、気候変動への長期的な世界

全体の効果的な対応等のために不可欠
今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸

収の均衡を取る。



水田土壌からの温室効果ガス排出の将来予測

土壌への炭素投入を増やすことでCO2 排出を減らせるとの結果

他方、稲作に伴うメタンと窒素施肥に由来するN2Oが増加し、
トータルで温室効果ガスの排出は増加（緩和１シナリオ）

この結果から、日本の農業では、土壌炭素貯留対策にメタンと
N2O 排出削減対策を組み合わせる必要性が示唆された。

集約的な水田農業と窒素施肥が行われている他のアジア諸国
でも同様の予測となる可能性がある。 10

シナリオ C 投入 水管理 N 肥料 BAU（現状維持）と比較した緩和ポテンシャル
（kt CO2-eq./年：マイナスは緩和効果を示す）

CO2
(Soil C)

CH4 N2O CO2 (Fossil 
fuel)

Total
emissions

Business as 
Usual （現状
維持）

慣行 慣行 慣行 939 18,052 3,857 15,699 38,547

緩和1 +10% 慣行 慣行 -903 +1,637 +471 +1,205

緩和2 +10% 中干延長 慣行 -903 -1,316 +471 -1,748

緩和3 +10% 中干延長 -10% -903 -1,316 +234 -1,985

2014-2050年の平均（１年当たり）
２種類の気候変動シナリオの平均



農水省による国際共同研究プロジェクト
灌漑水田における節水管理技術（AWD) ＊による温室効果ガス排出削
減の実現可能性を明らかにすることが目的

 CH4+N2O 排出を減らす効果が示された。* Alternate Wetting and Drying

MIRSA Project (2013-2018)
(Greenhouse Gas Mitigation in Irrigated Rice Paddies in Southeast Asia)

2013-14 Dry season, Pati, Indonesia
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MIRSAフェーズⅢ (2018-2022)
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• AWDによりメタン排出を減らせることが明らかになった
が、生産者へのインセンティブが無い。

• このため新フェーズでは土壌炭素と生産性にも注目

• ３か国において、適切な管理方法の組み合わせ（灌漑
水、有機物、肥料、品種）を提示することが目的

Indonesia

PhillippinesVietnam

By Dr. Y 
Shirato, 
NIAES, 
NARO
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1. Technologies and practices are key for sustainable 
productivity growth in agriculture.  At the same time, 
adoption by farmers and other stakeholders is important 
to maximize their potential.

2. Incentives for farmers; quantification is key.
 On-farm measurement and modeling

3. Connect farmers and scientists!

生産と気候のための土壌炭素の管理

1. 技術や管理方法は農業の持続的な生産性向上のカギ。
同時に、これらの潜在能力を最大化するためには、生産
者や他のステークホルダーへの円滑・スムーズな導入
が重要。

2. 生産者への動機づけ。効果を定量的に示すことがカギ。
→農場での計測とモデルの両方が必要

3. 生産者と科学者をつなぐ！

まとめ – 農業生産と気候変動のための土壌炭素管理
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