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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



Outline 概要

• What is CCAFS and CSA?
CCAFS・CSA（クライメート・スマート農業）とは？

• Why scale CSA?
CSAを導入・拡大する理由とは？

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

• 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

• Conclusions
結論



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
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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
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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


