
1 
 

国際連携による気候変動対応技術導入のための社会実験的アプローチについて 

SOCIAL-green (Scaling Out Climate Innovations for Agriculture and 
Livelihood-global & regional experiment for evidence for the next-generation) 

 

Ⅰ 基本的な考え方 

農業は、気候変動の影響を受けやすい産業であり、近年においては、干ばつ、

洪水等が食料生産への大きな脅威になっている。国連食糧農業機関（以下「FAO」

という。）の報告によると世界の栄養不足人口は約８億人でその増加の主な原因の

１つに極端な気象現象の急速な増加があげられている。 

一方、農林業その他土地利用（AFOLU）は、世界全体の人為起源の温室効果ガス

の約４分の１を占める排出源にもなっている。食料生産は人類の不可欠な営みで

あり、家畜の反芻胃や水田からのメタン（CH4）、家畜排泄物や農耕地土壌からの

一酸化二窒素（N2O)等、温室効果ガスの排出をゼロにすることはできない。しか

し、農業技術の開発と実践をもってすれば、食料生産を維持しつつ温室効果ガス

の排出を抑えることも可能である。 

気候変動に関する国連枠組条約（以下「UNFCCC」という。）においては、2017

年の締約国会議（以下「COP23」という。）で「農業に関するコロニビア共同作業」

を採択し、農地土壌への炭素貯留や、養分利用や家畜管理システム改善等に関す

るワークショップが開始されている。 

G20 メンバー国においては、気候変動の適応技術として、気候変動のモニタリ

ング、予測、新品種の開発の研究が進められるとともに、緩和技術として、農地

土壌への炭素貯留技術、CH4や N2O の発生を抑制する家畜飼養技術、施肥技術等が

開発されている。気候変動の課題に取り組むには、これら技術を農業生産の現場

に早急かつ円滑に普及し、環境への負荷が少ない持続的な食料生産システムを構

築することが必要である。 

次期 G20首席農業研究者会議（以下「G20MACS」という。）では、当該研究分野

の国際連携を強化するため、各国の取組に関する情報共有や意見交換の場として

ワークショップを開催するととともに、社会実験的なアプローチにより、気候変

動対応技術の広域的な普及による効果の拡大に取り組むため、本テーマを提案す

る。 

 

Ⅱ 現状と課題 

１．農業と気候変動をめぐる国際情勢 
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（１）飢餓・栄養不足人口の増加 

FAO の「世界の食料安全保障と栄養報告 2018」*1によると、世界の栄養不足

人口は３年連続で増加し、2017年には 8.2億人と推計（世界人口の９人に１人

に相当）。その主な原因として急速に増える極端な気象現象等が挙げられている。 

（２）UNFCCC の下で農業分野における技術的検討が開始*2 

UNFCCC は、2017 年の COP23 で「農業に関するコロニビア共同作業」を採択

した。この作業に基づき、2018 年から 2020 年にかけて、牧草地・農耕地土壌

への炭素貯留、養分利用や家畜管理システムの改善等、技術的なトピックスに

関するワークショップが開催されることとなっている。 

（３）IPCCからの警告 

気候変動に関する政府間パネル（以下「IPCC」という。）は、2018 年 10 月、

「1.5℃特別報告書*3」をとりまとめ、産業革命以降すでに地球全体で約１℃温

暖化しており、このまま温暖化が 1.5℃、２℃と進展した場合の環境や農業生

産への悪影響を予測するとともに、平均気温上昇を 1.5℃にとどめるためのシ

ナリオを示している。その多くは、2050年前後には温室効果ガス排出を実質ゼ

ロにする必要がある旨を提示している。 

（４）国連サミットにおけるSDGｓ（持続可能な開発目標）の採択 

2015 年 9 月の国連サミットにおいて、2016 年から 2030 年にかけての 15 年

間の人類の行動指針として、17の持続可能な開発目標（以下「SDGs」という。）

からなる2030アジェンダが採択された。気候変動の下での持続可能な農業生産

は、SDGs の目標のうち、「１．貧困をなくそう」「２．飢餓をゼロに」「13. 気

候変動に具体的な対策を」に直接関わるとともに、その他の目標にも間接的な

関わりを有する。今後、気候変動の対応策は、これら目標との相互作用（シナ

ジーやトレードオフ）を考慮することが重要である。  

（５）その他（農地土壌への炭素貯留の重要性が再認識） 

パリ協定が採択されたUNFCCC の 2015 年の締約国会議（COP21）では、「世界

の土壌炭素量を毎年 0.4%増加させることができたら、全ての分野からの CO2排

出を相殺し、大気 CO2 濃度の上昇を抑えられる」という試算が提示され、フラ

ンス政府が主導して「4 per 1000(フォー・パー・ミル)」と名付けられた国際

イニシアチブが発足し、現在はG20メンバー国も本イニシアチブの下、その活

動に参加している*4。 

この他にも、近年、農地土壌に関する以下の取組がある。 

 ・2016 年 10 月、農業分野の温室効果ガスに関するグローバル・リサーチ・ア
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ライアンス（以下「GRA」という。）が土壌炭素貯留をGRAの旗艦プロジェクト

の一つとすることに合意し、活動を推進 

なお、GRA は、2017 年 8 月から 2018 年 9 月まで我が国が議長国を務め、現

在52か国が加盟している。 

・2017年 12月、FAOが世界土壌炭素マップを公表 

・2018年３月、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学－政策プラ

ットフォーム（IPBES）が土地劣化の評価報告書*5を公表 

本報告書では、農耕や放牧などの農業活動が土地劣化の大きな要因であり、

土地劣化を食い止めるためには持続可能な農業技術と資源の適正管理が重要で

ある旨を指摘している。 

また、2018年 5月の G20MACS においては、フランス及びロシアの提案で、持

続的な農業生産のために適切な土壌管理に係る研究協力強化のためのワーキン

ググループが設置*6され、今後、研究連携が進められる見通しである。 

 

２．農業分野での気候変動対応技術の開発と導入の実態と課題 

（１）気候変動に適応するための技術開発 

気候変動への適応のためG20メンバー国では、全球的な気候変動のモニタリ

ングがなされており、農業分野では、これを基に、作物生産への影響予測の取

組が進められている。我が国においても、気候変動に対し効果の高い適応技術

を導入するため、気候変動のシナリオを基に全球的な作物収量予測や地域的な

水資源へのアクセスの変化を予測する研究が進められている。 

また、G20 メンバー国や国際農業研究機関においては、適応技術として、温

暖化、乾燥に強い新たな品種、栽培法の開発が進められている。 

さらに、G20 メンバー国では、これら対策技術を導入しても避けられない極

端現象等による収入減少に対処するための仕組として、生産者向けの「天候イ

ンデックス保険」等の導入がなされている。我が国でも、衛星によるデータや

影響モデル等の最新技術を用いて、より適切な保険商品を設計するための研究

が行われており、農業保険制度が未整備な開発途上国（以下「途上国」という。）

等、極端現象に脆弱な地域への保険の導入実証が進められている*7。 

このように、G20 メンバー国を中心に多くの気候変動への適応技術が開発さ

れているが、サブサハラアフリカ諸国等気候変動の影響を受けやすい国・地域

への普及が遅れていることが課題となっている。G20 メンバー国は、今後、メ

ンバー国内外においてこれら技術の導入促進の取組をさらに強化する必要があ

り、これら技術の現場への導入においては、導入する技術の種類と導入される
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地域の状況を考慮することが、当該地域での技術の定着・拡大のカギとなる。 

（２）気候変動を緩和するための技術開発等 

気候変動を緩和する技術として、G20 メンバー国では、農地土壌への炭素貯

留技術、N2O の発生を抑制する家畜飼養技術、施肥技術等温室効果ガスの固定

や削減に係る技術が開発されている。 

また、G20 メンバー国では、これら緩和技術の導入を促進する支援施策も講

じられている。例えば、事業者の間での温室効果ガスの「排出権取引制度」が

導入されているが、本制度の下で、温室効果ガスの削減技術の導入が促進され

ている。我が国においても、事業所単位での技術導入の取組が進んでおり、農

業分野では、施設園芸の暖房へのヒートポンプや木質バイオマスボイラーの導

入、養豚における低たんぱく配合飼料の採用等による温室効果ガスの排出削減

量について、「クレジット」として認証を受けることができ、これらの取組を行

う農業者等にとっては、クレジットの売却益やクレジットの付与による生産物

の付加価値向上等のメリットとなっている。 

また、20年程度前から欧米では、温室効果ガスの排出抑制に貢献する生産技

術を採用する農業者に対し、政府等による「環境直接支払い」を実施し対策技

術の導入を促進している。我が国においても、平成23年度から、環境保全型農

業直接支払交付金において、地球温暖化防止等に効果の高い農業生産活動を支

援している。具体的には、農地土壌への炭素貯留を促進するため、緑肥となる

カバークロップ、堆肥の施用等を支援の対象としている。 

さらに、世界では、「環境ラベリング制度」として、製品へのカーボン・フ

ット・プリント（CFP：Carbon Footprint of Products の略称 。CFPは、農林

水産物に限らず、商品やサービスのライフサイクル［原材料の調達、商品の生

産、流通・販売、使用、廃棄・リサイクルに至る商品の一生］における CO2 排

出量を「見える化」する取り組み。）の表示が進んでおり、我が国においては、

平成21年 3月に農林水産省が公表した「農林水産分野における省CO2効果の表

示の指針」等に基づき、農産物生産における CO2 排出削減効果の見える化によ

り、気候変動緩和技術の導入促進に取り組んできたところである。 

この他、2018年 5月の G20MACS では、地域で環境の保全に貢献する学際的な

農業研究のアプローチ（農業生態系リビングラボ［ALL］）を支持することが合

意され、米国及びカナダが立ち上げたワーキンググループで研究連携が進めら

れる見込みである。このアプローチは、研究機関が地域の農業者等との話合い

の下、環境や生態系に適合した生産技術を地域に普及させる仕組であり、農業

分野における気候変動対応技術の導入のモデルの1つとなる。 
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しかしながら、緩和技術については、G20 メンバー国内での導入が進んでい

るものの、技術を導入することが効果的な国や地域への導入が十分に進んでい

ない場合も多い。また、農業者に新たな技術を導入することには様々な障壁や

課題があると、多くの研究者や独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」とい

う。）専門家が感じている。G20メンバー国は、これら状況を踏まえ、メンバー

国内外においてこれら技術の導入をさらに強化する必要がある。 

また、これら技術の現場への定着・拡大においては、導入する技術の種類と

導入される地域の状況を十分考慮することがカギとなる。特に緩和技術につい

ては、温室効果ガスの排出抑制に効果はあるものの、導入する農家にメリット

が小さい場合や経営コストの増加や労働負担を強いる場合があり、そのような

ケースでは導入促進策の検討が必要である。 

 

３．農業への気候変動の対応技術の導入・拡大を促進するための方策 

（１）気候変動対応技術の導入促進の方策 

２．の気候変動の対応技術の導入・拡大を巡る状況を踏まえ、その促進にあ

たっては、技術を保有する研究機関が中心となって導入される国・地域の研究

機関との連携の下、対象となる技術の導入実証研究等、積極的な働きかけを行

うことが重要と考える。 

導入実証研究を実施するにあたっては、導入する技術の種類と導入される地

域で採られている農業政策、気候条件、導入対象となる農業の経営状況、技術

レベル等を考慮することが重要である。実証試験の結果を踏まえ、導入技術の

改善に努め、当該地域での技術の最適化を図ることが重要である。 

なお、緩和技術のうち導入地域の農業者に目先の利益を生じない技術につい

ては、その導入促進施策とセットで導入することが必要となる。G20 メンバー

各国は、導入促進に係る施策について様々なノウハウと経験を有しており、こ

れらを踏まえ、導入される国・地域との相談において、当該技術の導入の必要

性を明確化するとともに、技術導入を促進する施策や仕組を合わせて提案する

ことが有効である。 

（２）気候変動対応技術の拡大の方策 

技術導入地域の拡大にあたっては、集合行為（collective action）が重要

と考える。G20 メンバー国には、温室効果ガスの排出権取引、政府等による環

境直接支払い、環境ラベリング制度など様々なタイプの集合行為を促進する施

策を実施してきており、これら経験を基に、導入地域と期間を限定して気候変

動対応技術とその支援施策・制度をセットで導入する社会実験的アプローチを
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進めることが重要と考える。 

なお、各国・地域の社会・経済的状況に応じた最適な方法と規模で生産現場

への導入を促進することが重要であり、国際連携及び自然科学と社会科学の学

術的連携により、進めることを考慮することが妥当である。 

 

Ⅲ 国際的な研究連携を推進するための今後の取組 

上記を踏まえ、国際社会において対応が求められている気候変動の問題に関す

る国際的な研究連携を推進するため、G20 メンバー国は、気候変動対応技術の研

究開発の状況、その農業現場への普及の状況等の最新情報の交換、研究機関、大

学等の間のパートナーシップの構築及び連携、国内外での自発的な研究交流、人

材の育成等を主体的に実施することが重要である。このため、G20 関心国による

以下のような連携を提案する。 

１．G20関心国が気候変動対応技術のうち主なものを対象として、気候変動のモ

ニタリング、農業への影響予測、気候変動に適応する品種や栽培方法の開発、

温室効果ガスの削減・固定技術及びその技術の農業現場への導入・拡大の支援

施策に関する最新の情報の交換や研究連携を促進するための機会として、国際

ワ―クショップ等を開催することを提案する。 

  2019 年においては、日本が同ワークショップをホストすることをG20メンバ

ー国に提案する。2020年以降は必要性や状況に応じ、気候変動の影響を受けや

すい国や緩和技術の導入効果が高いと思われる国で気候変動対応技術に係る

技術的な検討等を行うワークショップ等の開催を奨励し、最新の情報交換、研

究連携、技術導入・拡大等の取組を強化することが重要である。 

また、ワークショップ等の取組においては、気候変動対応技術の導入に係る

ユニバーサルな教訓を抽出し、方法論を共通基盤としてとりまとめることが望

ましい。 

※事例として、技術の導入・拡大のために考えられる方策をアネックスに示し

た。 

  

２．G20 関心国は、対象となる気候変動対応技術等を定め、これに関心を有する

国との間で対応策に関する研究連携を強化することを提案する。 

研究連携においては、気候変動の対応技術の導入・拡大を念頭に、技術を保

有する研究機関が中心となって導入される国・地域の研究機関との連携の下、

対象となる技術の導入実証を行うことが重要である。 

また、実証研究の推進においては、Ⅱの３を参考に、導入される地域の状況
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に十分留意し、導入技術とその導入促進施策を考慮するとともに、実証結果を

基に導入技術の改善に努めるなど、導入地域での技術の最適化を図ることが重

要である。 

なお、G20 メンバー国の域外で技術導入実証を行う場合にあっては、導入相

手国や当該地域における活動の経験を有する国際機関と連携し、実施すること

が推奨される。 

さらに、我が国が、途上国を対象に実証研究を実施するにあたっては、その

支援体制や技術協力スキームを有する JICA との連携は有効であり、JICA との

密接な連携の下、実証研究を進めることが有効である。 

このほか、対応技術の導入・拡大を加速するためG20関心国が、技術導入の

実績が上がっている途上国を支援し、当該途上国が他の途上国に技術供与を行

う「南南協力」のスキームも考慮するものとする。 

 

３．G20 関心国が、FAO、UNFCCC、IPCC、GRA、国際農業研究協議グループ（以下

「CGIAR」という。）、世界銀行等の国際的な専門機関との連携を強化すること

が重要である。特に、G20 関心国が、上記の取組を今後進めるにあたり、これ

ら専門機関が保有する情報、ノウハウ、ネットワークの活用は重要であり、必

要に応じ、これら機関から参画を得ることが有効である。 

また、G20関心国が、途上国等との研究連携を行う場合にあっては、FAOや

UNFCCC 等の体制や技術協力スキームを活用し、技術開発のニーズやシーズ、

技術普及にかかるノウハウを効率的に拾い上げ、有用な研究成果、普及事例を

効果的にフィードバックするよう努めることが重要である。 

さらに、G20関心国が、UNFCCC、FAO、GRA、CGIAR、IPCC、世界銀行等と気

候変動に関する研究の優先課題についての認識を共有し、必要な場合に研究連

携を推進することにより、相補的な活動を行うことが重要である。 

 

（以上） 

 

＜出典＞ 

＊１：http://www.fao.org/3/CA1355en/CA1355en.pdf 

＊２：https://unfccc.int/documents/65126 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/9e.pdf (p11, 27-28) 

＊３：http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf  
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＊４：第1回検討会資料2-3 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/kikouhendou/kentoukai.html 

＊５：

https://www.ipbes.net/system/tdf/downloads/ipbes-6-15-add.5_spm_ldr_english.p

df?file=1&type=node&id=23015  

＊６：

https://www.macs-g20.org/fileadmin/macs/MACS_Members/Argentina/MACS-G20_2018_

Final_Communique.pdf 

＊７：第1回検討会資料2-5 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/kikouhendou/kentoukai.html 

 



【技術の導入・拡大の推進】 別紙

Benefit Cost

水田からのメタン排出抑
制

AWD（湛水と非湛水を繰り返す灌漑管
理）、中干し延長

生産性向上、節水(灌漑水をポンプアップし
ている場合、ポンプ使用の低減によるコス
ト削減)、ヒ素吸収抑制効果等(場所により
異なる）

地域による追加的導入コストがある(灌漑
設置維持・労働力の追加投入の可能性
等）

補助金等でのコストカバー、センサーを活
用した灌漑等民間の技術導入、市場での
評価、緑の気候基金(GCF)等での大規模
公共事業

環境支払い、排出権取引、炭素クレジット、
ラベリング

反芻家畜からのメタン排
出抑制

メタン少排出反芻家畜の育種
飼養に変更無く簡便、個体に負担の無い
削減方法。現行に比較し長期に安定、確
実に削減

現在の選抜目標との整合性、選抜の基
準となる個体排出メタン量の確実な測定

メタン排出の少ない牛の導入時コスト補
助，生産性の向上も期待できる点（可能
性）

環境支払い、炭素クレジット、ラベリング

土壌炭素貯留増加
有機物資材(堆肥)、緑肥、作物残渣、
バイオチャー等の投入技術

土壌肥沃度向上、土壌劣化抑制
適切に適用されないとGHG削減とならな
い。有機物のみでは収量減となる場合も
ある。

補助金等でのコストカバー、農産物の収入
増、市場での評価

環境支払い、排出権取引、炭素クレジット、
ラベリング

改良牧草の使用(硝化プロセスを抑制）
と一酸化二窒素の放出を減少させる技
術

肥料の利用効率向上による肥料削減（コス
ト削減）

肥料代減少(生産費抑制）、市場での評価
（１）窒素肥料低投入で同じ収量が得られる
品種特性のアピール
（２）低環境負荷を商品に表示

低排出品種の開発(BNI能の既存品種
導入等）

肥料の利用効率向上による肥料削減（コス
ト削減）

品種開発なので時間がかかる。開発され
た新品種のBNI以外の形質が維持されな
い可能性

市場での評価

飼料中のアミノ酸含量を必要十分量に
することによる窒素排出削減

生産単位辺りの飼料コスト抑制、窒素流出
削減、低炭素製品としての付加価値追加

今後開発される新改良品種での適応
排水規制への対応、飼料代の削減（飼料
価格高騰時）、市場での評価

排出権取引、炭素クレジット、ラベリング（排
出削減効果を産物に表示）

異常気象による減収に対
する収入補てん（早期）

途上国等での天候インデックス保険
干ばつ等の天候に起因した作物被害、収
入減等への早期の収入補てん、借入金の
利子返済免除等

保険費用、文書作成のための作業
マイクロ農業クレジット借入とのバインディ
ング等

民間セクターによる提供（保険率等を検討す
るための気象情報の提要、観測装置設置等
のほか、国によって保険関連の法整備が必
要）

異常気象による減収に対
する所得補償

農業保険（損害補てん型）
干ばつ等の天候に起因した作物被害への
収入補償

保険費用、損害査定にかかる費用、期
間

農業外所得の確保やリスク回避が不要と
なる点（生産者）。
大災害時の既存補助事業（種子、肥料、
農薬等の配布等）の代替手段、予算確保
上の予見性の向上（政府側）

民間セクターによる提供（国によっては、所
得補償を前提とする場合、財政支援や法整
備が必要）

管理方法による温暖化緩
和効果の定量的把握

（温室効果ガス吸収・排出量の）見える
化

吸収・排出量見える化を通じた低炭素製品
としての付加価値追加

政策課題 実践内容及び技術 国家/地域/小規模地域における適用 農家レベルでの適用

全球作物収量変動予測

予測を通じた政策決定（収量が前3年間の
平均より上振れするか、下振れするかを、
収穫の3ヶ月と6ヶ月前に予測）。戦略的な
輸入や備蓄、食料の緊急援助の必要性の
把握に資する。

・6ヶ月前予測に基づく栽培作物の選択
・3ヶ月予測は農家の短期的意思決定支
援に寄与

水文モデルを用いた水資源/農地湛水
への影響評価

水インフラの整備計画の更新（水源計画，
水利施設の設計規模の変更）．
水利用計画（取水量/取水期間，ダム運用
方法）の変更．

・作付時期/品種の変更．

気候変動影響評価及び計量経済モデ
ルを活用した食料安全保障への影響
分析

気候変動アセスメントと脆弱性評価　に関
するエビデンスに基づく政策決定支援推進

・クロップカレンダーと農家の短期的意思
決定支援を組み合わせたパッケージ
・保険との組み合わせを通じた活用

世界の状況

栽培計
画、政策
決定支

援

早期警戒、リスク回避、適
応策の検討と実施

豪州や欧州などで、地域的な収量予測はあるが、世界全体を対象とした予測は日本が初めて。既
存の収量予測システムの多くは観測気象データや衛星リモートセンシングに基づくため、予測から
収穫までの時間（リードタイム）が短いが、本収量予測は季節予報に基づくため、リードタイムが長
い点が特徴。衛星による世界の農業監視サービス（GEOGLAM）とも相互補完的。

気候変動の農業へのインパクトモデリングシステム(MOSAICC)は、マラウィ、ウルグア
イ、ザンビアで使用。AMICAFはフィリピン、インドネシア、ペリー、パラグアイで実践。

地域的な水資源/湛水リスクへの影響評価は世界各国で実施されるものの，水分野の
政策への反映は限定的．

政
策
へ
の
導
入

実践者の適用 benefit と cost 実践者が導入するためのインセンティブと
して考えられるもの

実践者における適用を進める方法・スキーム
として考えられるもの

農地で
適用す
る技術

窒素利用率向上(肥料低
減、地下水汚染低減、
N2O排出抑制）

農家を
サポート
するシス
テム又
はツー
ル

実
践
者

(

生
産
者

）
へ
の
導
入

政策課題 実践内容及び技術
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