
３．農林水産分野における革新的技術の開発② （３）農地・畜産からの排出削減対策の推進

【今後の革新的技術の開発】
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 農地・畜産からの排出削減にかかるイノベーションと排出削減の可視化により、農畜産業に由来するメタン、N2O
の排出削減を目指す。

■農地土壌中のメタン生成菌の活動を抑制する資材と、施用
技術の開発。

■家畜消化管内発酵に伴うメタン排出を抑制する海藻等を活
用した飼料の開発。

■畑地からのN2O排出を抑制する根粒菌等を用いた資材と、
施用技術の開発。

ダイズの根粒
（農研機構HPより）

根粒と根粒菌
（農研機構HPより）
根粒菌は、マメ科植物の
根に根粒と呼ばれる瘤(こ
ぶ)を形成し、根粒中で大
気中の窒素ガスを植物に
利用可能なアンモニア態
窒素に変換し、植物に供
給する土壌微生物。

GHG発生抑制品種等の開発

GHG排出削減技術の開発

物質循環型産業イノベーション

【方向】

【現状・課題】

■メタンの発生が少ないイネ品種、家畜系統の
育種、土壌や畜産廃棄物からのN2Oの発生を
削減する資材の開発。

■メタン、N２Oの排出を削減する水田、家畜の管
理技術の開発や食品残渣等の廃棄物処理シ
ステムの構築

■メタン、N2Oの削減に向けた取組を支援する社
会を構築するため、削減量を可視化するシス
テムの開発。

■水田の湛水と落水を繰り返す間断灌漑におけ
るメタン発生の抑制効果を解明。

■家畜排せつ物管理に伴うN2O排出を抑制する
アミノ酸バランス飼料を開発。

■2019年に土づくりコンソーシアムを設立し、土
壌管理・施肥管理のオーダーメイド化、スマー
ト化により適正施肥を推進することで、GHGの
発生削減を目指す。

■水田からのメタン排出を抑制する低メタンイネ品種の開発。

■物質循環型食品産業等の実現による廃棄物由来のメタン
のゼロ・エミッション化。



３．農林水産分野における革新的技術の開発③ （４）炭素の隔離・貯留①

た 【今後の革新的技術の開発】【現状・課題】

■ブルーカーボンによるCO2吸収
2030年の日本沿岸域のブルーカーボン
のCO2吸収量を約1千万tと試算。

 海洋（藻場・干潟）に大気中のCO2の炭素を有機物として隔離・貯留するため、藻場・干潟等による炭素固
定（ブルーカーボン）技術等の開発を行うとともに、CO2固定量の算定等を推進。

【方向】

■効率よく海中のCO2を吸収する水生
植物の探索と高度な増養殖技術の
開発による炭素隔離量の増大。

■水生植物を新素材・資材として活用
することによる炭素の長期・大量貯
留の実現。

2030年のCO2吸収量試算
（ブルーカーボン研究会）

12

CO2
・CO2の吸収能の高い水
生植物の探索、育種

・水生植物の増養殖によ
るブルーカーボンの増大

水生植物を新素材・資材として有効活用し、ＣＯ２を長期貯留

残渣

水生植物から機能
性成分を抽出・利用

低 高

ブルーカーボンの「見える化」 省庁横断、研究機関、民間企業
も参画するブルーカーボン研究
会の開催

■評価法の確立
藻場・干潟による炭素隔離・貯留が吸収源として認知されるよう評価法を確立。

■ブルーカーボンによる炭素隔離量の増大
藻場・干潟の維持・拡大技術の確立。

ブルーカーボンの創出

https://3.bp.blogspot.com/-zD1UCUrj18o/U00KBCQPieI/AAAAAAAAfMg/HXgWqd8R2FU/s800/block.png


３．農林水産分野における革新的技術の開発③ （４）炭素の隔離・貯留②

【今後の革新的技術の開発】
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【現状・課題】

■堆肥や緑肥等の有機物施用に
よって炭素が貯留されるが、近年、
有機物の投入は減少。

 農地や森林において、大気中のCO2の炭素を有機物として隔離・貯留するため、農地土壌へのバイオ炭等の投
入技術、エリートツリー等育林技術等の開発を行うとともに、CO2固定量の算定等を推進。

【方向】

■農地をCO2の吸収源にするため、
新たな吸収源として算定可能な
バイオ炭を活用。

■優れた形質を有する樹木選抜の
効率化、高速化及び育種基盤技
術の高度化を推進。

■農地での炭素貯留を確実に増や
す「見える化システム」を構築。

■IPCCガイドラインにバイオ炭の炭
素貯留量の算定方法が採用
（2019年）、バイオ炭の農地投入
による炭素固定量を試算。

土壌のGHG吸収量の
「見える化」

利便性と農業生産性も
確保するバイオ炭資材

バイオ炭 堆肥

圃場からの温室効果ガス排
出を抑制するバイオ炭・堆肥

N2O

ﾒﾀﾝ

農産物生産に伴う
「J-クレジット」算定
等の促進

（農研機構
農業環境変動研究センター）

C

C

農地への炭素貯留

■炭素貯留資材の開発
農業生産と調和した堆肥等の投入により
発生するメタン等の発生抑制技術の開発。

CO2固定能力が高い樹木育種

■成長に優れた
林木品種及び
育林技術の開
発が進展。

■ゲノム育種等による成長に優れた品種
（エリートツリー）等の開発を加速化。

炭素貯留の可視化技術の確立

早生樹の安定生産技術

■農地への炭素貯留等の活動が評価さ
れ支援対象となる取組の「見える化」
を推進。

■成長が旺盛なコウヨウザン等の早生樹
の生産技術を確立。

早生樹の育種

早生樹の育種等の技術開発

成長がスギの約２倍のコウヨウザン

ゲノム編集技術
細胞壁の増強
（炭素貯留）
に関わる遺伝子

ゲノム編集による炭素貯留
能に優れた品種の開発

ゲノム育種に関する技術開発
有用遺伝子情報 個体の形質と

遺伝子情報の
関係を把握

形質予測
モデルが
高度化

近赤外光等を活用した
材質等の評価

形質評価が
高速化・高度化

育種個体の形質評価

有用形質に関連する
遺伝子情報を集積

塩基配列情報を収集



３．農林水産分野における革新的技術の開発③ （５）バイオマス資源のフル活用

【今後の革新的技術の開発】
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高層建築木造化イノベーション バイオマスフル活用イノベーション

【現状・課題】

改質リグニンの利用例

 エネルギーを大量に消費して製造される資材を木材及びバイオマス由来マテリアルへ転換する等バイオマス資
源のフル活用による「炭素循環型社会」の構築を目指す。

【方向】

■石油や金属等のエネルギーを大量消費する
素材から、農林水産物由来バイオマス素材
への完全転換。

■ゼロエミッションを実現可能にするバイオマス
の徹底カスケード、リサイクル利用技術の開発。

■農山漁村を食料だけでなく、クリーンな工業素
材やエネルギーの生産拠点としてフル活用。

高バイオマス量
サトウキビ品種

リサイクルを考慮した
素材の設計・製造

リサイクル率の向上技術
リサイクル工程での
廃棄物低減技術

バイオマス最大化・炭素循環イノベーションバイオマス高度活用イノベーション

改質リグニン、セルロースナノファイバー等

本体も燃料もオールバイオマス製ビークル

■量産・低コスト製造技術の開発による
生産量・用途拡大。

栽培や収穫に有利な
C4植物の開発

食料と資源の生産を
最大化するプロセスの構築

畜産等との複合
化で炭素循環

＋

バイオマスフル活用に関連する以下の技術
開発が進行中。
■木質バイオマス成分のマテリアル利用技術

改質リグニン、セルロースナノファイバー。
■高バイオマス量サトウキビ品種および「砂

糖・エタノール」複合生産プロセス。
■稲わら等のカスケード利用技術。
■CLT等の新たな木質建築部材の開発。

■都市部での木材需要の拡大に資
する木質建築部材の開発。

耐火性、耐久性の
向上→木材のあらわ
し仕上げを可能に

■バイオマス資源を100％使いつくし、多段階で
繰り返し使用するカスケードシステムの構築。

各種バイオマスの
利用率向上

■乾燥ややせた土壌でも生産が可能なC4光合
成型植物の活用促進と技術の海外展開。

海外の生産国でも
展開へ



４．G20首席農業研究者会合（MACS）

「気候変動対応技術・農法の導入・拡大に関する国際会合」での主な結論

〇 気候変動への対応のため、①社会システムの転換、②企業の新た
な環境ビジネスモデルの促進、③農業者の生産行動の転換が必要。

〇 このため、

政策担当者と科学者（自然科学・社会科学双方を含む）の対
話による初期段階からの共同での政策デザインを促進。

科学者が企業の環境ビジネスモデルの作成を支援。

科学者が地域拠点における対応技術の導入実証を行い、これ
を基に周辺生産者の生産行動の転換を促進。

〇 G20の研究者は各国の取組に基づく情報交換、研究連携を促進。
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５．脱炭素化社会に向けた取組の基本的方向

③スマート農林水産業

⑨ブルーカーボンの創出

⑩農地への炭素の貯留

⑫炭素貯留の可視化
技術の確立

B 関連企業による環境ビジネスモデル
の作成と新ビジネス創出

C 農林水産業者の
生産行動等の転換

A 政策担当者と科学者
による政策デザイン

②地産地消エネルギーシ
ステム・他地域への
供給システムの構築

①再生可能エネルギーの低コスト安定供給技術

④農林機械・漁船の電化・燃料電池化

⑤データ駆動型スマートフードチェーン

⑥GHG発生抑制品種等
の開発

⑦GHG発生削減技術

⑧物質循環型産業
イノベーション

⑪CO2固定能力が高い
樹木の育種

⑭バイオマス高度活用
イノベーション

⑬早生樹の安定生産技術

⑮バイオマス最大化・炭素循環
イノベーション

⑯高層建築木造化
イノベーション

⑰バイオマスフル活用
イノベーション
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～農林水産業のゼロエミッションを達成し、農山漁村の炭素貯留とエネルギー供給基地を目指して～

発電
（風力、地熱、小水力、木質バイオマス、バイオガス、太陽光）

水素製造

エネルギー生物系廃棄物

都市地域

ブルーカーボン適切な森林整備

中高層建築物等の木造化

バイオマスプラスチックの活用

農山漁村地域

脱炭素化の見える化

リサイクル技術

サプライチェーン全体の脱炭素化

生産プロセスの脱炭素化
（農林水産業のゼロエミッション）

食品廃棄物CH4 、N2O の削減

農林業機械・漁船の電化スマート農林水産業の推進

再エネ電力の活用

再エネの域外、他産業への供給

エネルギー

・農・林・水の吸収源対策
（ネガティブ・エミッションの推進）

炭素隔離・貯留

再生エネルギーのフル活用

温室効果ガスの排出削減

再エネの生産拡大
(農山漁村のRE100の実現)

生物資材バイオマス

食品ロスの削減

海外

日本の技術により、世界
の約4分の１を占める農
林業その他土地利用分
野の排出削減に貢献

海外技術移転

国際貢献

農地への炭素貯留

脱炭素型農林水
産物・食品

・バイオマスのフル活用により
大都市を炭素貯蔵庫へ転換
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