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In this talk
今回の内容

 Agricultural production and
challenge
農業生産と課題

 Carbon stock of Chinese
cropland
中国農地の炭素貯留量

 Action: Application of organic
material
取組：有機資材の施用

 Action: Land use rights 
transfer
取組：土地利用権の移転



China provides food and meat for 1/5 of the world population
中国は世界人口の1/5に食料と食肉を提供

Agricultural production
農業生産
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Grain yield increased 122% since 1980. Rice, wheat, and maize increased 49%, 136% and 
259%, respectively. It continuously increased in recent 12 years Meat, milk and egg 
production have increased 88%, 426% and 53% from 1996 to 2015
穀粒収量は1980年から122％増加。コメ、小麦、トウモロコシはそれぞれ49％、136％、259％増加。ここ
12年間継続的な増加を示している。1996年から2015年までに食肉、牛乳、卵の生産量がそれぞれ88％、
426％、53％の増加。

Agricultural production
農業生産
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Agricultural production
農業生産

Composition of GDP
GDP構成比

Composition of agricultural
農林畜産漁業の構成比

Source: China statistic yearbook 2018
出所：中国統計年鑑2018年版

Agriculture: ¥6.55 Trillion in 2018, account for 7.92%
農業：2018年の生産額は6兆5500億元（約100兆円）、GDP構成比の7.92％

を占める



Climate change
気候変動

Source：Third National Climate Change Assessment Report, 2017
出所：第3回気候変動国家評価報告書（2017年）

Most vulnerable agriculture !!!
もっとも脆弱な農業
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Challenge
課題



Method
手法

Target year
対象年

Area (Mha)
面積（百万ha）

Soil depth (cm)
土壌深度（cm）

SOC change rate (Tg
C a-1)

SOC変化率（Tg C/a）

Reference
参照文献

DNDC model
DNDCモデル

1990 130 30 -95 Li et al., 2003
Liら、2003

DNDC model
DNDCモデル

1998 96.8 30 -78.89 Tang et al., 2006
Tangら、2006

Meta analysis
メタ分析

1980~2000 118 20 15.6~20.1 Huang et al., 2006
Huangら、2006

Meta analysis
メタ分析

1980s~2000s
1980年代～2000年代

155.76 Soil profile
土壌断面図

23.61 Xie et al., 2007
Xieら、2007

Meta analysis
メタ分析

1980~2000 130 30 21.9 (16.6~27.8) Sun et al., 2010
Sunら、2010

Meta analysis
メタ分析

1985~2007 138.7 20 25.5 Pan et al., 2010
Panら、2010

National soil census
全国土壌調査

1980~2007 130 20 9.6 Yan et al., 2011
Yanら、2011

Agro-C model
Agro-Cモデル

1980~2009 130 30 24.3 (11~36.5) Yu et al., 2012
Yuら、2012

DNDC + Century 1980~2008 130 20 17.8 Zhao et al., 2015
Zhaoら、2015

SOC stock in Chinese cropland
中国農地のSOC貯留量

SOC change rate (1980 ~ 2010): -78.89 ~ 36.5 Tg C a-1

SOC変化率（1980年～2010年）：-78.89 ~ 36.5 Tg C/a



Method
手法

Process
プロセス

Area (Mha)
面積（百万ha）

Soil depth (cm)
土壌深度（cm）

carbon sequestration 
potential 

炭素隔離ポテンシャル

Deduced from long-
term field monitor
長期現地モニタリン
グからの推定

Statistical model + scenarios of
fertilization, straw residue return and no
till (Qin et al., 2013)
統計モデル＋施肥、わら残渣還元と不耕
起栽培のシナリオ（Qinら、2013）

60.7 - 5.96~34.4 Tg a-1

Saturation level statistical model (Sun et
al., 2010)
飽和水準統計モデル（Sunら、2010）

140 30 2.7 Pg

Empirical
formulation
経験的定式化

Empirical model + NPP
acceleration/straw return/scenarios of no
till (21et al., 2018)
経験的モデル＋NPPの加速・わら還元・不
耕起栽培のシナリオ（21et al、2018）

130 30 2~2.5 Pg
(2000~2005)

Process based
ecological models
プロセスベースの生
態学モデル

Agro-C + yield/straw return/scenarios of
no till (Yu et al., 2013)
Agro-C＋収量・わら還元・不耕起栽培のシ
ナリオ（Yuら、2013）

130 30 20.3~88.4 Tg a-1

(~2050)

Century + DNDC + no till/straw
return/scenarios of organic manure
(Zhao et al., 2015)
Century＋DNDC＋不耕起栽培・わら還
元・ 有機肥料のシナリオ（Zhaoら、2015）

130 30 0.12~0.71 Pg
(2009~2028)

Soil carbon sequestration potential
土壌炭素隔離のポテンシャル

SOC stock in Chinese cropland
中国農地のSOC貯留量



National policies & action plans
国の政策とアクションプラン

 State Council
国務院
 2017, “Opinions on Accelerating the Resource Utilization of Livestock and Poultry 

Breeding Waste”
2017年「家畜および家禽畜産廃棄物の資源利用の促進に関する意見書」

 Ministry of Agriculture and Rural Affairs
農業農村部
 2015, “Action Plan for Zero Growth of Chemical Fertilizer Use by 2020”

2015年「2020年までに化学肥料の使用のゼロ成長を実現するためのアクションプラン」
 2015, launched the Non-profit project “crop and straw returning to the field”

2015年に非営利事業「農地への作物及びわら還元」を発足
 2019, “Expanding demonstration of organic fertilizer to replace fertilizer”

2019年「化学肥料の代替としての有機肥料施用に関する実証事業の推進」
 2019, “Accelerate the resource utilization of livestock and poultry breeding waste”

2019年「家畜および家禽畜産廃棄物の資源利用の促進」
 2019, “Accelerate the green development of agriculture and rural areas”

2019年「農業と農村地の緑化に配慮した開発の促進」

 NDRC, MOF, MARA & MOEE
NDRC、MOF、MARA及びMOEE
 2015, “Further accelerate the comprehensive utilization of crop straws and the 

ban on burning”
2015年「包括的な穀物わら利用と野焼き禁止のさらなる促進」
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Straw return rate of stable food crop of China in the recent 30 years
ここ30年における中国の主食作物のわら還元率

Rice
コメ

Wheat
小麦

Maze
トウモロコシ

Actions: straw residue return
取組：わら残渣還元



Actions: straw residue return
取組：わら残渣還元

 Househood survey
2016~2017
2016年～2017年の世帯調査

 More than 71% of crop straw
was returned to field in
different forms
穀物わらの71％以上が様々な形
で農地に還元された。

 Among them, mechanical
turned down is the most
popular one, followed by
crush return
そのうち、機械によるものがもっと
も一般的であり、次いで圧搾によ
る方法が続く。

(Qin et al., 2018, unpublished) / （Qinら、 2018（未発表））
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Actions: organic fertilizer
取組：有機肥料

 to quantify change in SOC stocks under various 
fertilizer treatments and straw return, in different 
climatic zones, soil types, and land uses
様々な気候帯、土壌の種類、土地利用での、各種肥料
の施用とわら還元によるSOC貯留量の変化を定量化

 to identify strategies for enhancing C sequestration 
to mitigate climate change and ensure food security
気候変動の緩和と食料安全保障の確保に向けた炭素
隔離強化のための戦略を特定

 33 long-term fertilization experiment (>20 years)
33の長期施肥実験（20年以上）



 CF, OF, CFOF, and SR significantly enhanced SOC concentration by 27, 66, 47, and 26% (p < 
0.05) , respectively
CF、OF、CFOF及びSRにより、 SOC濃度がそれぞれ27％、66％、47％、26％（p < 0.05）ずつ著しく向上。

 OF, CFOF, and SR significantly decreased soil bulk density by 11, 5, and 9% (p < 0.05), 
respectively
OF、CFOF及びSRにより、土壌容積重がそれぞれ11％、5％、9％（p < 0.05）ずつ著しく減少。

Actions: organic fertilizer
取組：有機肥料
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 Effect of long-term organic fertilization on
SOC stock
SOC貯留量に対する有機肥料の長期施用の効果

 The IPCC default factors often 
overestimated the SOC gain in the cool 
temperate zone with moist climate and 
underestimated the soil C gain in other 
zones
IPCCのデフォルト値を用いた算定方法では、湿潤
気候を有する冷温帯のSOC増加量を過大評価、

その他の地帯の土壌炭素増加量を過小評価してし
まうことがよくある
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Actions: organic fertilizer
取組：有機肥料
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Actions: organic fertilizer
取組：有機肥料

 Black soils had the highest initial SOC stock in cropland soils
農地土壌中の初期SOC貯留量は、土壌に黒色土を用いた場合、もっとも高い
数値を示した

 Significant effects (p < 0.01) of initial SOC stocks were observed on 
the response ratio of SOC stocks under different fertilization regimes
様々な施肥形態において、SOC貯留量の応答比に対する初期SOC貯留量の
顕著な効果（p < 0.01）が観測された

 Using the linear relationship between the SOC stock response ratio 
and initial SOC content based on data from long-term organic 
fertilization (OF and CFOF) experiments, we extrapolated the 
maximum SOC retention in the top 30 cm of cropland soils in China 
to be 35.9 Mg C ha −1 for upland soils under dry climate, 60.5 Mg C 
ha −1 for upland soils under moist climate and 74.3 Mg C ha −1 for 
paddy soils under moist climate
長期有機施肥（OFおよびCFOF）実験で得られたデータに基づく、SOC貯留量
応答比と初期SOC含有量の線形関係を用いて、地上から深さ30cmまでの中
国農地の土壌中の最大SOC保持量について、乾燥気候下の高地土壌では
35.9 Mg C/ha、湿潤気候下の高地土壌では60.5 Mg C/ha 、湿潤気候下の水
田土壌では74.3 Mg C/haであると推定された
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Long-term fertilization experiment
長期施肥試験

Wangcheng, Hunan province, 36-year  long-term fertilization
湖南省望城区における36年にわたる長期施肥
l No fertilization: -3.12%

無施肥：-3.12%
l NPK + STRAW: +20.33%

NPK+わら：+20.33%

-3.12%

20.33%



Actions: Land use rights transfer
取組：土地利用権の移転

2013: No.1 Central Government Document
2013年中央政府檔案第1号

Guide the orderly transfer of rural land contractual management rights, encourage 
and support the transfer of contracted land to large professional households, 
family farms, farmer cooperatives, and develop various forms of moderate scale 
management.
秩序だった農村土地請負経営権移転の指針となり、大規模専業農家や自営農場、農場
協同組合への請負契約が結ばれた土地の移転を奨励、支持し、様々な形態の中規模経
営を発展させる。



 Life cycle assessment – farm
survey
ライフ・サイクル・アセスメント－
農場調査

 GHG
SOC

 Carbon footprints
カーボンフットプリント

 Input use efficiency
投入資材の利用効率

 Grain production
穀物生産高

 Shandong province,
major grain producing
area of north China
山東省は中国北部の主要
穀物産出地域

 Wheat-maze and wheat-
rice
小麦ートウモロコシ、小麦ー
コメの輪作

Actions: Land use rights transfer
取組：土地利用権の移転
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GHG emission and SOC stock change factors
GHG排出量とSOC貯留量の変動要因

Actions: Land use rights transfer
取組：土地利用権の移転
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Input efficiency
increase percentage
投入資材効率により
パーセンテージが上昇

LSFO

SOC

Actions: Land use rights transfer
取組：土地利用権の移転
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Actions: Land use rights transfer
取組：土地利用権の移転



SHFO LSFO

Actions: Land use rights transfer
取組：土地利用権の移転

⇩ N input 7~25%
窒素投入量 7~25%

⇩ Pesticides, herbicides, fungicides
25~53%
殺虫剤、除草剤、殺菌剤 25~53%

⇩ Carbon foot prints 7~21%
カーボンフットプリント 7~21%

⇧ Organic fertilizer &
straw incorporation 16~28%
有機肥料と稲わらのすき込み 16~28%

⇧ Grain yield 1~6%
穀粒収量 1~6%

⇧ SOC stock 6~9%
SOC貯留量 6~9%
(531~ 603 kg C ha-1 a-1)



 China is actively promoting the utilization of farmland waste 
resources and strengthening the research and promotion of 
soil carbon increase measures
中国は農地の廃棄物資源の利用を積極的に推進し、土壌炭素増加
対策の研究と推進を強化している

 Long-term (≥20 years) application of fertilizers and straw 
return enhances soil carbon storage
長期（20年以上）の肥料施用とわら還元により、土壌炭素貯留量が
増加

 Large-scale farming operations are win-win for grain 
production, soil carbon storage and mitigation of 
greenhouse gases
大規模農業経営は、穀物生産量、土壌炭素貯留量、温室効果ガス
の緩和すべてにとってプラスとなる

In conclusion
おわりに



Thanks!
ありがとうございました！
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