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Scaling up and out technologies for 
farmers and the earth

農業者と地球のための
技術の導入と拡大

気候変動・農業・
食料安全保障
研究プログラム
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What is CCAFS and CSA? CCAFS・CSAとは？



• CCAFS is a collaboration among all 15 CGIAR Centers, led by the 
International Center for Tropical Agriculture (CIAT).
CCAFSとは、15のCGIAR研究センターが協力する、国際熱帯農業センター
（CIAT）の研究プログラム。

• Seeks to accelerate progress towards the SDGs through demand 
driven research, policy engagement and capacity building.
需要主導型の研究、政策への関与、人材開発などをとおして、SDGの推進
強化を目指す。

CGIAR Research Program on Climate Change, 
Agriculture and Food Security (CCAFS)
国際農業研究協議グループ（CGIAR）
気候変動・農業・食料安全保障研究プログラム（CCAFS）

Climate Action
気候変動に
具体的な対策を

No poverty
貧困を
なくそう

Zero hunger
飢餓をゼロに

Gender equality
ジェンダー平等を
実現しよう

Pr
im

ar
y 

fo
cu

s
開
発
目
標

Reduce food loss and waste
食料の損失・廃棄を減らそう

Responsible 
consumption and 
production
つくる責任つかう責任

Life below water
海の豊かさを守ろう

Life on land
陸の豊かさも守ろう



Target Regions/対象地域

West Africa
西アフリカ

South Asia
南アジア

East Africa
東アフリカ

Southeast Asia
東南アジア

Latin America
ラテンアメリカ



Climate-Smart Agriculture (CSA)
クライメート・スマート農業（CSA）

“agriculture that sustainably increases productivity, enhances resilience 
(adaptation), reduces/removes GHGs (mitigation) where possible, and enhances 

achievement of national food security and development goals” (FAO, 2010)
「生産性を持続的に向上させ、回復力（適応力）の強化、温室効果ガス（GHG）排出
を最大限削減（緩和）、国家食料安全保障および開発目標の達成を推進する農業」

（FAO、2010年）

Key characteristics:
主要特性：
• Addresses climate change
気候変動対策

• Integrates multiple goals
複数の目標を統合

• Manages trade-offs
トレードオフ管理

Source: Papusoi and Faraby, 2013
出典：パプソイ、ファラビー（2013）

Sustainably increases 
productivity and income
生産性と収入を持続的に向上
させる

Strengthens resilience to 
climate change and 
variability
気候変動や多様性に対する回
復・適応力を強化する

National Food Security and 
Development Goals

国家食料安全保障および開発目標

Reduce agriculture’s 
contribution to climate 
change
農業がもたらす気候変動への
影響を抑える



Why scale CSA? CSAを導入・拡大する理由とは？



Need to reach 500 million smallholders by 2030/2030年までに5億人の小規模農家に対応する必要がある
11 cropping seasons in some countries/一部の国では収穫期が11回

Up to 40% gender disparity in agricultural 
productivity in some countries

一部の国では、農業生産性の男女格差が最大40％

420 million youth in Africa
アフリカの若年人口4億2000万人

- two-thirds unemployed/vulnerably employed
- 3分の2が失業/無職である
- one in six in wage employment
- 6人に1人が賃金雇用

Age group will nearly double by 2050
若年人口は2050年までにほぼ2倍に達する

1 Gigatonne emission reduction target (2030)
排出削減目標1ギガトン（2030年）
Current technologies can only do 20-40%
現在の技術による達成率は20-40%のみ



Addressing Interlinked Challenges
相互に関連する課題への対策

ADAPTATION
適応

MITIGATION
緩和

FOOD SECURITY
食料安全保障

3



Eradicating poverty and hunger are integrally linked to boosting food 
production, agricultural productivity and rural incomes.

貧困と飢餓の根絶には、食料生産、農業生産性、および農村部の収
入を総合的に増加させる必要がある。

% of global adult population
世界の成人人口における割合（%）

% total world population
世界全人口における割合（%）In 2008, 1.4 BILLION ADULTS were overweight,

2008年、太りすぎに該当する成人は14億人

868 MILLION PEOPLE were undernourished.
栄養不足人口は8億6800万人であった。

OVEREWEIGHT/太りすぎ

OBESE/肥満

UNDERNOURISHED/低栄養

MICRONUTRIENT DEFICIENT/
微量栄養素欠乏

98% OF THESE PEOPLE live outside of high-income 
countries.
このうち98％は、高所得国以外の人々である。Source: FAO, 2013; WHO 2012

出典：FAO（2013）、WHO（2012）

The Food Security Challenge
食料安全保障の課題



The Adaptation Challenge
適応に関する課題

EVIDENCE THAT YIELDS LOSSES OCCUR ALREADY
収穫量減少がすでに進行していることを示す証拠

Source: Lobell et al 2011
出典：Lobellら（2011）

Maize and wheat yields show climate impacts
気候の影響によるトウモロコシと小麦の収穫量の変化

Maize/トウモロコシ Wheat/小麦
China
中国

Brazil
ブラジル

France
フランス

Russia
ロシア

China
中国

France
フランス

Global/世界
(-5%)

Global/世界
(-4%)



The Mitigation Challenge
緩和に関する課題

現在の動向が継続すれば、
2050年までに約1,000万km2の
土地が食料需要を満たすため
に開拓される可能性がある。

これに代替する手段をとれば、
開拓する土地は約200万km 2の
みでよい。

Source: Blaser and Robledo, 2007 || Tilman et al., 2011
出典：Blaser and Robledo、2007 ||ティルマンら、2011 

Agriculture is responsible for 75% of GLOBAL DEFORESSTATION.
世界の森林破壊の75%が農業によって発生している。
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Emissions of other sectors
他セクターの排出

Emissions of agriculture and changes in the use of land.
農業排出と土地利用の変化。

Source: WRI (2014)出典：WRI（2014）

Agriculture must reduce emissions of 
methane and nitrous oxide by 1 GtCO2eq/year 

by 2030 to remain between the 2°C limit.
農業部門が気温上昇2℃未満を達成するには、

2030年までにメタンと一酸化二窒素の排出量を1 
GtCO2 （換算/年）まで削減しなくてはならない。

Current 
technologies 

might only reach 
between 20-40% 

of that goal.
現在の技術で達成できる
のは、目標の20-40%で

ある可能性

Source: Wollenberg E. et al. 2016. Reducing emissions from agriculture to meet the 2°C target. Global Change Biology.
出典：Wollenberg E.ら（2016）。2°C目標の達成にむけた農業排出の削減。グローバル・チェンジ・バイオロジー誌。
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The Mitigation Challenge
緩和に関する課題



How to scale CSA? Experiences from CCAFS
CSAの導入・拡大方法とは？ CCAFSの経験

“… we understand scaling as the set of processes required to go beyond 
pilot projects to bring more quality solutions, to millions of farmers in a 
fast, equitable and lasting manner … “
「...スケーリングとは、より多くの農業従事者に、迅速かつ持続する方法で
高品質のソリューションを届けるために、パイロットプロジェクトを超える
内容であることが求められる一連のプロセスであると理解しています。」

(CCAFS Learning Platform on Partnerships and Capacities for Scaling, 2018)
（ 2018年。パートナーシップとスケーリング能力に関するCCAFS学習プラットフォーム）



What do we want to scale?
スケーリングの対象とは？

Innovations
イノベーション

Solutions
ソリューション

Tools
ツール

Approaches
アプローチ

Methodologies
手法

Models
モデル

Frameworks
フレームワー

ク
Capacities
能力

Adapted from CCAFS 
Southeast Asia 
Brochure 2019
2019年CCAFS東南ア
ジアパンフレット
よりASEAN

アセアン
International org
国際機関

Governments
政府

Private sector
民間セクター NGO ＆ CSO

非政府組織&
市民社会組織

PARTNERS
パートナー
NEXT USER
中間ユーザー

Strategies
戦略

Policies/政策

OUTCOMES
結果

Participatory action research
参
加
型
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ

Com
m

unication and m
edia engagem

ent
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

/メ
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エ
ン
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メ
ン
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Youth and Gender
若
年
層

/ジ
ェ
ン
ダ
ー

End Users
エンド
ユーザー

Next Users
中間

ユーザー

Partners
パートナー

Climate-smart Village
気候変動対応型農村

Scaling-out
スケールアウト

Plans and Program
計画とプログラム

Climate-Smart Agriculture (CSA)
気候変動対応型農業

Seed/Breed 
Smart
種/品種
スマート

Crop 
Diversification
作物多様化

Water-Smart
ウォーター
スマート

Carbon-
/Nutrition-

Smart
カーボン/栄養-
スマート



Learning 
Platform
学習プラット
フォーム

Partnerships
パートナーシップ

Capacity building
能力開発

Knowledge 
Management
知財管理

Climate finance
気候変動

ファイナンス

Global outreach
グローバル
アプローチ

Communications
コミュニケーション

INTEGRATED COMMON IMPACT PATHWAYS FOR 
ALL CGIAR CLIMATE CHANGE RESEARCH

すべてのCGIAR気候変動研究に関係する共通の影響経路を統合

SCALING CSA
CSAの導入・拡大

USES
使用Cross – Cutting 

Mechanism
分野横断の仕組

CCAFS approach to scaling CSA
CCAFSによるCSAの導入・拡大へのアプローチ



Within a few seasons of R&D 300,000 farmers paying for climate-informed advisory services
気候情報に基づく有料の助言サービスを利用する農業従事者がR&D後数シーズンで30万人に

Public private partnership to scale climate information in Ghana
気候情報の導入・拡大に向けたガーナにおける官民連携



Scaling climate information services in Colombia
コロンビアにおける気候情報サービスの導入・拡大

• Developed the Local Technical 
Agro-Climatic Committees 
approach.
ローカル技術農業気候委員会による
アプローチを開発。

• Facilitated adoption of the 
approach by more than 190 
institutions in Latin America.
ラテンアメリカの190以上の機関に
同アプローチを普及。

• Agroclimatic information 
provided through the LTACs.
LTACより農業気候情報を提供。

Outcome: Over 100,000 farmers benefitting from agroclimatic information
結果：10万人以上の農業従事者が農業気候情報の恩恵を受けている



Solar powered irrigation as a “remunerative crop”
太陽光を用いた灌漑を用いた「報酬を生む作物」

• Sell to the grid
売電

• Sell water to other farmers
水を他の農家に販売

• More secure irrigation water
安定した灌漑水の確保

• Positive GHG implications
温室効果ガス削減に有効

• Limited over-pumping if incentives 
right
適切なインセンティブにより、過
剰揚水を制限

• USD 21.5 billion investment in 
rolling out 2.75 M solar irrigation 
pumps in India
インドでは、275万機の太陽光灌溉
ポンプの敷設に215億米ドルの投資

5% cropland in Africa irrigated – global 
average 20%

アフリカで灌溉が行われる農地は、
世界平均20%に対し5%である

Can solar be an energy and water 
solution?

太陽光がエネルギーと水の解決策？



Scaling Climate-Smart Villages with 
the private sector in India
インドの民間セクターによる気候変動対応型農村の導入・拡大

• ITC Limited is one of India’s largest 
conglomerates, reaching over 
40,000 villages to source 
commodities.
インド最大の複合企業の一つである
ITC Limitedは、40,000以上の農村で
商品を調達している。

• CCAFS supports ITC in:
CCAFSによるITCへの支援：
 CSA technology targeting

CSAテクノロジーに関する目標達成
 Identification of context-specific CSA 

portfolios
状況に応じたCSAポートフォリオの特定

 Capacity building
能力開発

 Evaluation and evidence generation
評価と根拠の提示

• Early results are promising with 
gains in yields and incomes.
収益と収穫量増加において早期の結
果が期待できる。

Capacity 
strengthening
能力強化

Climate 
informed 

agro-advisories
気候に基づく農
業アドバイス

Climate-smart 
Village

気候変動対応
テクノロジー

Farm credit 
and insurance
農業信用と保険

Market 
information
市場情報

Farmers 
organizations
農業団体



Helping establish industry wide 
best practices on CSA
CSAに関する業界全体のベストプラクティスの確立を支援

• 2015: Established partnership with the World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) to support CSA efforts of member companies.
会員企業のCSAの取り組みを支援することを目指し、持続可能な開発のための
世界経済人会議（WBCSD）とのパートナーシップを確立。

• 2017: Assessed progress towards statement of ambition.
目標宣言に対する進捗状況を評価。

• 2018: Organized capacity development workshop for major companies in the 
CSA space.
CSA分野の大手企業向けの人材開発ワークショップを開催。

• 2019: Development of 
the Smarter Metrics Guide to 
enable target setting and action.
目標設定と対策を有効にする
Smarter Metrics Guideの開発。

Companies with combined revenue of US$ 250 billion/annum
年間合計2,500億米ドルの連結収益がある企業



The way forward for scaling CSA:
Key messages from the 5th Global Science Conference on CSA
CSAの導入・拡大を進める方法： 第５回CSAに関する国際科学会議の主要メッセージ

第5回CSAに関する国際科学会議
「気候変動の下で変革を遂げるフードシステム」

2019年10月8-10日 | インドネシア、バリ島



5th Global Science Conference on CSA
第5回CSAに関する国際科学会議

• Hosted in Bali, Indonesia, 8-10 
October, by the Australian Centre for 
International Agricultural Research 
(ACIAR), CCAFS, Ministry of 
Agriculture, Indonesia, and Ministry 
of Agriculture, Nature and Food 
Quality, Netherlands
10月8-10日、インドネシアのバリ島
で開催。オーストラリア国際農業研
究センター（ACIAR）、CCAFS、イ
ンドネシア農務省、オランダ農業自
然食品安全省などが主催した。

• 410 participants from over 200 
institutions based in over 60 
countries.
60か国以上に拠点を置く200以上の
機関から410の参加者が集まった。

• Focus on ‘transforming food systems 
under a changing climate’
主題は「気候変動の下で変革を遂げ
るフードシステム」。



Key messages for scaling technologies for 
farmers and the earth
農業者と地球のための技術の導入と拡大

Greater emphasis needed on future technologies and food systems innovation for accelerating 
progress towards the SDGs
SDGの推進強化に必要とされるのは、未来のテクノロジーと食品システム革新へのより重点的な取り組み

代替食品・飼料
資源利用効率

Livestock seafood 
substitutes

畜肉・魚肉代替品

集約化 投入 デジタル農業

ボタニカルズ垂直農業

気象予測の精度向上 「農場からフォークまで」の
バーチャルマーケットプレイス

病害虫の早期診断

Insects
昆虫

Microalgae and 
cyanobacteria
微細藻類・藍藻

Seaweed
海藻

Circular economy
循環経済



Key messages for scaling technologies for 
farmers and the earth
農業者と地球のための技術の導入と拡大
• Communicate and Cooperate: Strengthen partnerships among science, the 

private sector, governments and civil society
コミュニケーションと協力：科学、民間セクター、政府、市民社会の連携強化

• Develop new business models: For delivering user oriented research to enable 
scale.
新規ビジネスモデルの開発：導入・拡大を可能にする、ユーザー指向の研究を提供

• Show leadership: Mobilize leaders from businesses, governments, research 
institutions and civil society to catalyse change.
リーダーシップ発揮：変革の牽引力として、企業、政府、研究機関、市民社会の
リーダーを動員

• Address the implementation gap: Prioritise efforts to get back on track to 
achieving global goals and targets.
実施ギャップに対処：グローバル目標の達成により近づけるための取り組みを最優
先に実施

• Identify levers for change: Including Nationally Determined Contributions (NDCs), 
empowerment of women and youth, and collective actions can catalyse change.
変革への力を見出す：貢献目標（NDC）、女性・若者のエンパワーメント、共同行
動を変革の牽引力に



Conclusions
結論



Conclusions
結論
• Scaling CSA is the need of the hour due to challenges around food security, 

adaptation and mitigation.
食料安全保障、適応、および緩和に関する課題などの観点から、CSAの導
入・拡大は刻下の急務である。

• A suitable enabling environment does exist to scale, e.g. through NDCs, SDGs 
etc.
NDC、SDGなどがもたらす、スケーリングを可能にする最適な環境作り

• An approach of innovative partnerships, communications, capacity building 
and policy engagement has proven effective in the CCAFS context.
革新的なパートナーシップ、コミュニケーション、能力開発、および政策へ
の関与によるアプローチは、CCAFSにおいて効果が立証されている。

• Private sector engagement will be a cornerstone to achieving scale.
民間セクターの関与は、スケーリング達成のための礎石となる。

• Beyond business as usual approaches are necessary across the food system 
to catalyse a transformation.
変革をもたらすには、BAU（business as usual）を超えた食品システム全体
へのアプローチが必要。



www.ccafs.cgiar.org

Thank you
ありがとうございました
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