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１ 第203回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説（抜粋）
令和2年10月16日（金）野上大臣会見発言（抜粋）
令和2年11月10日（火）衆議院農林水産委員会野上大臣発言（抜粋）
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菅政権では、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に
最大限注力して参ります。我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体とし
てゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこ
とを、ここに宣言いたします。もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではありま
せん。積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大
きな成長につながるという発想の転換が必要です。
鍵となるのは、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした、革新的な

イノベーションです。実用化を見据えた研究開発を加速度的に促進します。規制改革
などの政策を総動員し、グリーン投資の更なる普及を進めるとともに、脱炭素社会の
実現に向けて、国と地方で検討を行う新たな場を創設するなど、総力を挙げて取り組
みます。環境関連分野のデジタル化により、効率的、効果的にグリーン化を進めてい
きます。世界のグリーン産業をけん引し、経済と環境の好循環をつくり出してまいり
ます。
省エネルギーを徹底し、再生可能エネルギーを最大限導入するとともに、安全最優

先で原子力政策を進めることで、安定的なエネルギー供給を確立します。長年続けて
きた石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換します。

令和２年10月26日
第203回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説（抜粋）
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ＳＤＧｓや環境の重要性が国内外で⾼まっています。このような動きに対応し国
産品への評価向上にも繋げていくため、「みどりの食料システム戦略」を検討して
まいります。

令和2年10月16日（金）野上大臣会見発言（抜粋）
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みどりの⾷料システム戦略についてであります。農林⽔産大⾂に就任して約1か⽉
を迎えまして、温暖化・⾃然災害の増加ですとか、あるいは生産者の減少・⾼齢化、
地域コミュニティの衰退、新型コロナの発生など、課題が⼭積していることを痛感
をいたしております。今後SDGsや環境への対応が重要となる中、農林水産業や加⼯
流通を含めた、持続可能な食料供給システムの構築が急務と考えております。
また、このような環境と調和した持続的な産業基盤の構築は、国産品の評価向上

を通じ、輸出拡大にもつながると考えております。農研機構で、今週、スマート農
業の実証やイノベーションの状況を視察いたしましたが、こうした施策の実装もま
すます重要と考えております。
このため、我が国の食料・農林水産業の⽣産性向上と、持続性の両⽴をイノベー

ションで実現させるための新たな戦略として、「みどりの食料システム戦略」につ
いて、来年3月に中間取りまとめを作成し、5月頃の策定を⽬指して検討することを、
事務方に指⽰いたしました。

令和2年11月10日（火）衆議院農林水産委員会 野上大臣発言（抜粋）



２ 食料・農林水産業が直面する課題と取組の現状
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 日本の年平均気温偏差の経年変化

年平均気温は長期的に上昇しており、特に1990年以降、⾼温となる年が頻出

温暖化による気候変動・大規模⾃然災害の増加
○ 日本の年平均気温は、100年あたり1.24℃の割合で上昇。

2019年の日本の年平均気温は、統計を開始した1898年以降最も⾼い値。
○ 農林⽔産業は気候変動の影響を受けやすく⾼温による品質低下などが既に発生。
○ 降雨量の増加等により、災害の激甚化の傾向。農林⽔産分野でも被害が発生。

白未熟粒(左)と正常粒(右)の断面

・⽔稲：⾼温による品質の低下 ・リンゴ：成熟期の着色不良･着色遅延
 農業分野への気候変動の影響

年平均気温偏差
5年移動平均値
長期変化傾向

 １時間降⽔量50mm以上の年間発生回数

 農業分野の被害

浸水したキュウリ
（令和元年８月の前線

に伴う大雨）

2009年～2019年の10年間の平均発生回数は327回
1976年～1985年と比較し、1.4倍に増加

被災したガラスハウス
（令和元年房総半島台風） 7



出典：IPCC AR5 第3作業部会報告書 図 SPM.2

 世界の経済部門別のGHG排出量

農業･林業･
その他の土地利用

(AFOLU)24%

世界全体と日本の農業由来の温室効果ガス（GHG）の排出

 日本の農林⽔産分野のGHG排出量

○ 世界のGHG排出量は、490億トン（CO2換算）。このうち、農業･林業･その他土地利用の排出は世界
の排出全体の1/4。（2010年）

○ 日本の排出量は12.４億トン。農林⽔産分野は約5,001万トン、全排出量の4.0%。（2018年度）
＊エネルギー起源のCO2排出量は世界比約3.4％(第5位、2017年(出展:EDMC/エネルギー経済統計要覧))

○ 農業分野からの排出について、⽔田、家畜の消化管内発酵、家畜排せつ物管理等によるメタンの排出
や、農用地の土壌や家畜排せつ物管理等によるN2Oの排出がIPCCにより定められている。

○ 日本の吸収量は約5,590万トン。このうち森林4,700万トン、農地・牧草地750万トン（2018年度）。

燃料燃焼
1,668

石灰･尿素施肥
49

家畜の消化管
内発酵…

家畜排せつ
物管理…

稲作
1,356

家畜排せつ物管理
392

農用地の土壌
541

2018年度排出量
5,001万t-CO2

単位：万t-CO2

＊温室効果は、CO2に比べメタンで25倍、N2Oでは298倍。
データ出典：温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）

CO2
(34.3%)

CH4
(46.8%)

N2O
(18.8%)
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生産基盤の脆弱化 地域コミュニティの衰退
○ 日本の生産者は年々⾼齢化し、今後一層の担い手減少が見込まれ、労働不足等の生産基盤の脆弱化が
深刻な課題となっている。

○ 農⼭漁村の人口減少は特に農村の平地や⼭間部で顕著に見られる。
〇 これらの影響を受け、⾥地・⾥⼭・⾥海の管理・利用の低下による生物多様性の損失が続いている。

注1) 国勢調査の組替集計による。なお、令和２年以降(点線部分)は
コーホート分析による推計値である。

2) 農業地域類型は平成12年時点の市町村を基準とし、平成19年4⽉
改定のコードを用いて集計した。

出典：農林⽔産省「農林業センサス」（組替集計）、「農業構造動態調査」
基幹的農業従事者：販売農家の世帯員のうち、ふだん仕事として主に
⾃営農業に従事している者。

■ 担い手の⾼齢化と担い手不足 ■ 農⼭漁村における人口減少
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コロナを契機とした生産・消費の変化
○ コロナ禍で複数の穀物輸出国において輸出規制が行われる等、サプライチェーンの混乱が発生。また、
⾷料生産を支える肥料原料、エネルギーを我が国は定常的に輸入に依存。

■ コロナ禍のサプライチェーンの混乱
19カ国が穀物の輸出を制限

■ ⾷料生産を支える資材等の⾃給率
化学原料の大半は輸入に依存

注：2020年10⽉6日時点で5か国が引き続き輸出規制を実施中。

10
出典：財務省貿易統計等を基に作成（2019年7⽉～2020年6⽉）



水稲

・高温でも着色がよいリンゴ品種の開発
（例：錦秋、紅みのり）

果樹（リンゴ）

・高温でも白未熟粒が少ない高温耐性品種の開発
(例：にじのきらめき、秋はるか）

にじのきらめき(左)とコシヒカリ(右)

紅みのり 錦秋 つがる

適応策（例）

適応策（例）

〇開発した気候変動適応技術の例

・高温でも着色がよいブドウ品種の開発（例:ｸﾞﾛｰｽｸﾛｰﾈ）
・高温でも着色を促進する環状剥皮技術の開発

果樹（ブドウ）

ブドウの環状剥皮

グロースクローネ

・みかんの浮皮軽減のための植物生長調整剤の散布

果樹（ミカン）

浮皮果 正常果 11

課題解決に向けた取組の現状①
○ 気候変動に適応する持続的な農業の実現に向け、⾼温に強い品種や生産技術を開発。

適応策（例）

適応策（例）



**潜在削減量は世界全体における数値を農林⽔産省において試算。

再エネの活用＆
スマート農林水産業

【技術開発】
 農⼭漁村に適した地産地消型エネルギーシステムの構築
 作業最適化等による燃料や資材の削減
 農林業機械や漁船の電化、水素燃料電池化

⽬標コスト エネルギー生産コストの大幅削減
 CO2潜在削減量 16億トン～／年**

【施策】
 産学官による研究体制の
構築

太陽光発電

小⽔力発電

バイオマス発電

再エネ電気利用

施設園芸 スマート
農林⽔産業

⽔電解により⽔素製造

農畜産業からの
メタン・N2O排出削減

【技術開発】
 メタン発⽣の少ないイネや家畜の育種、N2Oの発生削減資材
の開発

 メタン・N2Oの排出を削減する農地、家畜の管理技術の開発
 メタン・N2Oの削減量を可視化するシステムの開発

⽬標コスト 既存生産プロセスと同等価格
 CO2潜在削減量 17億トン／年**

【施策】
 産学官による研究体制の
構築

GHG削減量可視化
システムのイメージ

土壌のGHG排出削減
「見える化」アプリ

*削減量・吸収量は世界全体における数値をNEDO等において試算。

農地や森林、
海洋によるCO2吸収

【技術開発】
 海藻類の増養殖技術等、ブルーカーボンの創出
 バイオ炭の農地投入や早生樹･エリートツリーの開発･普及等
 ⾼層建築物等の木造化や改質リグニンを始めとしたバイオマ
ス素材の低コスト製造・量産技術の開発・普及

⽬標コスト 産業持続可能なコスト
 CO2吸収量 119億トン～／年*

【施策】
 バイオ技術による要素技
術の⾼度化

 先導的研究から実用化、
実証までの一貫実施

上：ブルーカーボン
右：エリートツリー
下：改質リグニン

農⼭漁村での再エネ・⽔素利活用イメージ
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課題解決に向けた取組の現状②
○ 脱炭素社会の実現に向け、農林⽔産分野の革新的な環境イノベーションを創出。



ゲノム編集作物の開発

GABA高蓄積トマト
超多収に向けた
シンク能改変イネ

天然毒素を低減したジャガイモ

筑波大が開発済み。ベンチャー企業を
設立し、実用化に向けた準備が進展。

農研機構等が開発済み。2017年度
から野外ほ場での形質評価を開始。

阪大・理研等が開発済み。企業等ととも
に協議会を設立し、実用化を準備中。

穂発芽耐性コムギ

岡山大・農研機構等が開発済み(左)。
野外での形質評価を準備中。

スマート育種システムの構築

圃場データ
過去の文献

気象データ
栽培データ

ゲノム情報
成分情報

011011110001010
101011101101111
000101010101111
101100001111010
110100101010101
010101010110111
101000011010101
011110100001101

011110100001

市場ニーズ

育種ビッグデータ

AIや新たな育種技術を活用した
効率的な品種開発
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課題解決に向けた取組の現状③
○ 農作物のゲノム情報や生育等の育種に関するビッグデータを整備し、これをAIや新たな育種技術と組み
合わせて活用することで、従来よりも効率的かつ迅速に育種をすることが可能となる「スマート育種シ
ステム」を開発中。

〇 海外に対して強みを持つ国産ゲノム編集技術やゲノム編集作物の開発も進展。
〇 気候変動に対応する品種などを効率よく提供することが可能に。



農 業

林 業 水産業
ロボットトラクタ

ドローンによるピンポイント農薬散布
無人草刈ロボット

自動給餌機
（スマホで確認しながら遠隔給餌）

自動かつお釣り機
（かつお一本釣り漁船） 自動網掃除ロボット

レーザ計測による
森林資源情報の把握
（情報のデジタル化）

自動走行フォワーダ自動伐倒作業車
14

課題解決に向けた取組の現状④
○ 労働力不足が深刻化する中、生産性を飛躍的に⾼めるロボット、ICTなどの先端技術の活用が不可欠。



農業分野における先端技術の活用例（ドローン）

通常の農薬散布 ドローンによるピンポイント農薬散布

①⾃動飛行による大豆畑全体撮影

②AIが画像解析、害虫位置特定

③⾃動飛行で害虫ポイントに到着。
ピンポイント農薬散布

大豆畑への全面農薬
散布

栽培のムラを防ぐとともに、農薬使用量を大幅に低減（１/１０程度：企業公表値）

ハスモンヨトウの幼
虫による虫⾷い

害虫被害の確認及びその結果に基づくピンポイント農薬散布技術
(株)オプティム
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スマートフードチェーンシステムの構築
【戦略的イノベーション創造プログラムで開発中】

輸入に依存しない肥料の製造
【未利用資源の活用】

生産 (川上)
（生産・収穫・選別）

流通・加工 (川中)
（集荷・輸送・貯蔵・加工）

販売・消費（川下）

WAGRIを拡張し、資源を無駄にしない効率的な
生産・流通によるサーキュラーエコノミーを推進

農業データ連携基盤（WAGRI）
加工・流通

データ
販売・市況・
消費データ

輸出関連
データ

生育予測システム

生産関連データの実装
流通・加工・販売・消費関連データの活用

気象データ 土壌データ農地データ

産地A

産地B

a社

b社

c社

d社
・
・

生産情報と受発注・在庫情報に基づく
最適な集荷・発送ルートの選定

消費者行動分析等に基づく
生産・作業計画支援高精度な出荷・需要予測

廃棄ロスのない
計画生産・出荷

消費者・実需者
ニーズにあった生産
計画等を提示

最適な輸送
手段・ルート
等を提示

新型コロナなど有事の需給変動に対応した、外食・宅配・小売間での商品調整

スマートフードチェーンで実現する姿

国内で調達可能な産業副産物を活用した肥料は、
低コストでの土場改善に資するだけでなく、
家畜排せつ物の処理や食品リサイクル等にも貢献

鶏糞燃焼灰
（リン酸や加里を多く含有）

消化汚泥から回収した
リンを使用した配合肥料

なたね油かす・粉末
（窒素を多く含有）
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課題解決に向けた取組の現状⑤（フードサプライチェーンの強靱化に向けた取組）



個人の健康状況や体質等に応じた「おいしくて健康に良い食」の提案・提供

科学的に｢食｣を
採点・提案

健康志向 社員食堂 高齢者 病者
（病中・病後等）

個人の食事履歴データ

バイオマーカー（便・尿など）、定期
検診、医療機関受診データ、
遺伝子検査等

食・マイクロバイオーム・
健康情報統合データ

ビッグデータとして活用

食事履歴や
医療データ

(個人データの
クラウド）

食事 健康
状態

遺伝
情報

レシピ提案
メニュー提供

個人の健康情報データ

レシピ検索履歴

健康状況に応じ
食を最適化

食事の嗜好のほか
健康や体調等の
関心事を
反映した
検索履歴

活
用

フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク

おいしくて健康に
良い食の提案

0
5

10
15
20
25
30
35

タンパク質

脂質

炭水化物ビタミン

ミネラル
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課題解決に向けた取組の現状⑥
（腸内細菌叢及び代謝物の機能解明とおいしくて健康に良い⾷の提案・提供）
○ 個人の⾷事履歴や医療データを活用し、健康状況や体質等に応じた「おいしくて健康に良い⾷」を提案
するサービスを実現。国内のみならず海外への展開を⽬指す。
⾷事履歴や検索情報など、フィードバックで得られるデータを解析し、エビデンスとデータに基づく⾷に
よる健康を実現。



3 SDGsと環境をめぐる課題と海外の動き
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地球の限界（プラネタリー・バウンダリー）
〇 地球の変化に関する各項⽬について、人間が安全に活動できる範囲内にとどまれば、人間社会は
発展し繁栄できるが、境界を越えることがあれば、人間が依存する⾃然資源に対して回復不可能な
変化が引き起こされる。

〇 9つの環境要素のうち、種の絶滅の速度と窒素・リンの循環については、不確実性の領域を超えて
⾼リスクの領域にあり、また、気候変動と土地利用変化については、リスクが増大する不確実性の
領域に達している。

19

出典:Stockholm Resilience Centre 
(illustrated by Johan Rockstorm and 
Pavan Sukhdev, 2016)に環境省が加筆



⾃然資本とSDGs（持続可能な開発⽬標）

〇 SDGsの17のゴールを階層化したとき、⾃然資本※は他のゴールの土台となる。⾃然資本から生み出
される様々なものを活かすことで、私たちの社会は成り立っており、⾃然資本を持続可能なものとし
なければ他のゴールの達成は望めない。

Social Capital  
社会資本

パートナーシップ

経済

社会

生物圏 Natural Capital
⾃然資本

出典:Stockholm Resilience Centre (illustrated by Johan Rockstorm and Pavan Sukhdev, 2016)に加筆

※⾃然資本（ナチュラルキャピタル）：⾃然環境を国民の生活や企業の経営基盤を支える重要な資本の一つ
として捉える考え方。森林、土壌、⽔、大気、生物資源など、⾃然によって形成される資本のこと。
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生物多様性の現状
〇 生態系サービスは、世界的に劣化している。

○ 生物多様性の損失要因は過去50年間で加速し、気候変動と相まり今後さらに強まると見込まれる。

21出典：生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書(2019年 IPBES)

○人類史上これまでにないスピードで生物多様性が減少しており、評価され
た動植物種のうち、約100万種が絶滅の危機にある。

○18の「⾃然の寄与」に関する27指標の評価では、生息地、花粉媒介動物、
病害虫、漁業資源、遺伝資源等の７指標で大きな劣化傾向にあり、その多く
が農林⽔産業と密接に関係している。

○地球規模で生物多様性の損失の要因は、影響の大きい順に①陸と海の利用
の変化、②生物の直接的採取、③気候変動、④汚染、⑤外来種の侵入である。
その背後には消費志向を含む我々の社会・経済のさまざまな要因がある。



①愛知⽬標の20の個別⽬標のうち完全に達成できた
ものはないが、６つの⽬標が2020年の達成期限ま
でに部分的に達成と評価。
※20の個別⽬標に含まれる60の「要素」の内、
－７要素が達成
－38要素が進捗
－13要素が進捗がなかったか後退
－2要素の進捗は不明
とされた。

②未達成の理由として、愛知⽬標に応じて各国が設
定する国別⽬標の範囲や⽬標のレベルが、愛知⽬
標の達成に必要とされる内容と必ずしも整合して
いなかったことを指摘。

愛知目標と達成状況：部分的に達
成した目標：６（黄色囲み）、未達成
の目標：１４（赤囲み）

愛知目標の評価

地球規模生物多様性概況第５版（GBO5）のポイント
〇 「生物多様性戦略計画2011-2020及び愛知⽬標」の最終評価として生物多様性条約事務局が各締約国の「国
別報告書」とIPBESアセスメント等をもとにまとめたもの（2020年9⽉15日公表）。

〇 ほとんどの愛知⽬標についてかなりの進捗が見られたものの、20の個別⽬標で完全に達成できたものはない。

〇 2050年ビジョン「⾃然との共生」の達成には、「今まで通り（business as usual）」から脱却し、社会変革が
必要。
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「ファーム to フォーク」（農場から食卓まで）戦略

ＥＵ

欧州委員会は、2020年5月に本戦略を公表し、欧州
の持続可能な食料システムへの包括的なアプローチを示
している。

今後、二国間貿易協定にサステナブル条項を入れる等、
国際交渉を通じてEUフードシステムをグローバル･スタン
ダードとすることを目指している。

• 次の数値目標(目標年：2030年)を設定。

• 農薬の使用及びリスクの50％削減

• 一人当たり食品廃棄物を50％削減

• 肥料の使用を少なくとも20％削減

• 家畜及び養殖に使用される抗菌剤販売の50％削減

• 有機農業に利用される農地を少なくとも25％に到達

等

米国（農務省）

「農業イノベーションアジェンダ」

米国農務省は、2020年２月にアジェンダを公表し、2050年まで
の農業生産量の40％増加と環境フットプリント50%削減の同時
達成を目標に掲げた。さらに技術開発を主軸に以下の目標を設定。

• 2030年までに食品ロスと食品廃棄物を50％削減

• 2050年までに土壌健全性と農業に おける炭素貯留を強化し、
農業部門の現在のカーボンフットプリントを純減

• 2050年までに水への栄養流出を30%削減
等

23

各国の環境政策
〇 各国・地域が、⾷と生物多様性に関わる戦略を策定。EU、米国では具体的な数値⽬標を提⽰。

バイデン米国次期大統領のマニフェスト（農業と環境部分）

23

民主党の次期大統領のバイデン氏のマニフェストには、
米国のパリ協定への再加入のほか、農家のために機能する貿易政策
の追求等と並行して、地域の食料システムの開発促進とバイオ燃料に
より排出量ゼロを達成するため、農家と提携し、農家の新たな収入源と
する旨が書かれている。



20.11    米大統領選挙

21.1頃 生物多様性 条約指標交渉

21.4頃 生物多様性 新目標交渉

21.5頃 生物多様性条約COP15

21.9 国連食料システムサミット

【P】 G7

21.10 G20サミット
21.11 気候変動枠組条約COP26

(1-3月)

⾷料・農林⽔産分野に関連の深い今後の環境関係の主な国際会議

24

（2020年12⽉現在の情報）

(4-6月)



４ ｢みどりの食料システム戦略｣の検討方向
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買い物による後押し

地球温暖化・生物多様性保全への対応

持続的な地域の産業基盤の構築国際的な議論への対応

2050年のカーボンニュートラルの実現、生物多様性目標への貢献

雇用増大、地域の所得向上
豊かな食生活、コロナへの対応

持続性の取組モデルの発信

→ 国際会議の動向も踏まえ、R３年度中に、農林水産省地球温暖化対策・気候変動適応計画及び農林水産省生物多様性戦略を改定

→国連食料システムサミット(R３年9月)、COP26等の議論に貢献

必
要
な
規
制
見
直
し
・
支
援
制
度
の
充
実
化

消費者の理解・行動変容

食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」の検討を進め、
来年３月中間とりまとめ、５月までに決定。

みどりの食料システム戦略
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～ の検討方向

国際共同研究

・スマート農林水産業等によるゼロエミッション化
・地産地消型エネルギーシステムの構築
・農地・森林・海洋における炭素の長期・大量貯蔵
・食料・農林水産物の加工・流通におけるロスの削減

・輸入から国内資源への転換
（農林水産物・肥料・飼料）
・地域資源の最大活用
・農薬・肥料の抑制に
よるコスト低減ゼロエミッション、

肥料・農薬、有機農業等
に関して目指す方向 ・労力軽減、省人化、生産性向上

・国産品の評価向上による輸出拡大
・新技術を活用した生産者のすそ野の拡大

環境保全等の国際的な
議論やルールメイキングへの
積極的な関与

情報発信

SDGsへの対応
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<Climate Change>
Climate change is expected to worsen 
on frequent and extreme weather 
events such as drought and floods.  In 
Japan, in particular, record-breaking 
precipitation and flooding occur 
every year.

Japan’s Strategy for ‘Sustainable Food Systems’
Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with Innovation

(MeaDRI)

<Food Supply>
Measures to control coronavirus outbreaks 
disrupted global food supply chains in 
2020. Food loss and waste increased, as 
farmers were forced to dump perishable 
products, prompting a heightened sense of 
food insecurity in the urban areas.

<Local Resilience>
Rural Japan are suffering not only from 
natural disasters, but also from an 
aging and declining population, which 
has resulted in reduced agricultural 
production and biodiversity.

The  world’s population is expected to increase by 2 billion to 9.7 billion in 2050.
It is uncertain for current food systems to meet the growing demand for food, fuel and feed. 
In addition, the world’s food system is experiencing the following unprecedented crisis:

<Local Resilience>

<Climate Change> <Food Supply>

Increase in productivity 
and income for producers

Effective use of 
local resources Efficient distribution

Improving the 
environmental quality 

of agricultural 
products

Effective application of 
pesticides and 

fertilizers.

Healthy and 
Sustainable

Diets

Examples of Different Approaches
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 Food systems need to be fundamentally transformed through a holistic approach, in  order to 
increase resilience to crises and ensure sustainable food production and supply.

 Japan, as an advanced industrial economy in Asia, seeks to lead the transformation of the food 
system with a combination of traditional methods and cutting-edge technologies adapted to the 
Japanese environment, allowing for both increased productivity and sustainability.

Bottom Line

<Production>
Effective application of pesticides and fertilizers：Cost and risk reduction by a pinpoint application of chemical 
pesticides and fertilizers, coupled with the introduction of Integrated Pest Management.
Increase in productivity and income for producers：Increase in productivity through data-driven farmland 
management, in order to save labor cost.
<Processing, Storage and Retail>
Efficient distribution: Reducing food loss, leveraging big data and AI-based market-matching
<Consumption >
Improving the environmental quality of products：Upgrade the reputation of Japanese agricultural products 
produced in a sustainable manner.
Healthy and sustainable diets : Re-evaluation of the Japanese traditional diet, as a nutritious example.
<Resource Circulation>
Effective use of local resources：Utilization of unused local biomass, including livestock waste for decarbonization.

Aim to enhance Japan’s potential productivity, sustainability and resilience of the food system 
by 2040 along with contributing to the achievement of the SDGs.

Timeline: Strategy to be developed by March 2021 and formulated around May 2021. 

GOALS
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温暖化による気候変動 大規模自然災害の増加

・記録的な豪雨･台風、酷暑等の異常気象
・生産活動・利水等への影響

みどりの食料システム戦略
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

⇒温暖化や異常気象に対応した農林水産業

生産から消費までサプライチェーンの各段階において、
新たな技術体系の確立と更なるイノベーションの創造により

我が国の食料の安定供給・農林水産業の持続的発展と地球環境の両立を実現させる
「みどりの食料システム戦略」を策定

⇒消費者が求める食品等の安定供給

コロナを契機とした生産・消費の変化
・サプライチェーンの混乱
・内食や国産食材への関心

生産基盤の脆弱化 地域コミュニティの衰退

・生産者の減少･高齢化等生産基盤の脆弱化
・農山漁村人口の減少、集落の消滅
⇒人の減少を補うスマート技術や関係人口

農林水産業が直面する課題

今後は、健康･持続可能性への適切な対応が必須に
・健康な食生活や持続的な生産･消費、地域への関心の高まり
・ESG投資など、持続可能性への取組がビジネスに直結

SDGsや環境を規範化する国内外の動向
諸外国も環境や健康等に関する戦略を国際ルールに反映させる動き

Farm to Fork戦略（本年５月）
2030年までに農薬の使用及びリスク
を50%減、肥料使用量を最低20%減、
農地の25%を有機農業とする 等

令和２年12月
農林水産省

農業イノベーションアジェンダ
（本年２月）

2050年までに農業生産量40％増加と
環境フットプリント半減を同時達成等

・2040年（P）を目標年次として、生産量の増大・生産性の向上と持続性を両立する更なるイノベー
ションの創造に向けた具体的な目標を含む施策の検討を進め、令和４年度予算要求等に本格的に反映。

21.1頃 21.4頃20.11 21.1121.5頃

生物多様性
条約指標交渉

国連食料
システム
サミット

生物多様性
条約COP15

気候変動枠組
条約COP26

生物多様性
新目標交渉

米大統領選挙

【Ｐ】

G7

21.10

G20
サミット

・来年３月に中間とりまとめを作成、５月までに戦略を決定し、活力プラン等の政府方針に反映。

SDGsも踏まえ、次世代が安心できる持続可能な食料供給システムを構築し、国内外を主導していくことが急務

※コロナ感染拡大により、約４割が「自宅で食事を取ることが増えた」
と回答（第一生命総研、本年４月調査）

21.9

日程については
変更の可能性あり

21.9

G20
農業大臣
会合 29



今後の課題 対応方向 期待される効果

生産力向上と持続性の両立を
イノベーションで実現させる
「みどりの食料システム戦略」
の検討に着手

輸入から国内資源への転換

農林水産物・肥料・飼料

○温暖化、大規模自然災害

○生産者の減少・高齢化、
地域コミュニティの衰退

○コロナを契機としたサプラ
イチェーン混乱、内食拡大

○SDGsや環境への対応強化

化石燃料からの脱却

地域資源の活用
脱炭素社会の牽引

 雇用の増大
 地域の所得向上
 豊かな食生活

農林水産業や地域の将来も
見据えた持続可能な食料供
給システムの構築が急務

2030年までに農薬の
使用及びリスクを50%減、
有機農業を25%に拡大

2050年までに農業生
産量40％増加と環境
フットプリント半減

サプライチェーン全体について
以下の点から技術開発、生産
体系を革新的なものへ見直し

〇労力軽減、生産性向上

〇地域資源の最大活用

〇農薬・肥料の抑制によるコス
ト低減

持続的な地域の産業基盤

環境と調和した食料・農林水産業
国産評価向上による輸出拡大

生産者のすそ野の拡大

〇来年３月に中間とりまとめ、
５月までに戦略を策定

〇政府方針や令和４年度予算
要求に本格的に反映

令和２年12月
農林水産省

みどりの食料システム戦略
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～
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みどりの食料システム戦略
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

 地産地消型エネルギーシステムの構築
 改質リグニン等を活用した高機能材料の開発
 食品残渣・汚泥等からの肥料成分の回収・活用
 新たなタンパク資源（昆虫等）の利活用拡大

１.資材・エネルギー調達における脱輸入・
脱炭素化・環境負荷軽減の推進

（１）持続可能な資材やエネルギーの調達

調達

（２）地域・未利用資源の一層の活用に向けた取組

～期待される取組・技術～

（１）高い生産性と両立する持続的生産体系への転換
（２）機械の電動化・資材のグリーン化
（３）地球にやさしいスーパー品種等の開発・普及
（４）農地・森林・海洋への炭素の長期・大量貯蔵
（５）労働安全性・労働生産性の向上と生産者のすそ野の拡大
（６）水産資源の適切な管理

～期待される取組・技術～

 電子タグ（RFID）等の技術を活用した商品・物流情報のデータ連携
 需給予測システム、マッチングによる食品ロス削減
 非接触で人手不足にも対応した自動配送陳列

3.ムリ・ムダのない持続可能な
加工・流通システムの確立

～期待される取組・技術～

加工・流通

（３）長期保存、長期輸送に対応した包装資材の開発

 国産品に対する評価向上を通じた輸出拡大

4.環境にやさしい持続可能な
消費の拡大や食育の推進消費

（１）食品ロスの削減など持続可能な消費の拡大
（２）消費者と生産者の交流を通じた相互理解の促進
（３）栄養バランスに優れた日本型食生活の総合的推進
（４）建築の木造化、暮らしの木質化の推進
（５）持続可能な水産物の消費拡大と流通の適正化
～期待される取組・技術～

生産

等

等 等

等

 健康寿命の延伸に向けた食品開発・食生活の推進

 雇用の増大
 地域所得の向上
 豊かな食生活の実現

 農林業機械・漁船の電化、脱プラ生産資材の開発
 バイオ炭の農地投入技術
 エリートツリー等の開発・普及、人工林資源の循環利用の確立
 海藻類によるCO₂固定化（ブルーカーボン）の推進

 外見重視の見直し等、持続性を重視した消費の拡大

（４）脱炭素化、健康・環境に配慮した食品産業の競争力強化

（１）持続可能な輸入食料・輸入原材料への切り替えや
環境活動の促進

（２）データ・AIの活用による加工・流通の合理化

（３）資源のリユース・リサイクルに向けた体制構築・技術開発

２.イノベーション等による持続的生産体制の構築

・スマートフードチェーンの構築
・人材育成
・未来技術への投資拡大
・農山漁村発イノベーションの推進

 スマート技術によるピンポイント農薬散布、次世代総合
的病害虫管理、土壌・生育データに基づく施肥管理
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１．資材・エネルギー調達における脱輸入・脱炭素化・環境負荷軽減の推進調達

営農型太陽光発電

農業水利システムでの
小水力発電 バイオガス発電

安定的採熱と
ヒートポンプ利活用

地産地消型エネルギー
システムの構築

・資材・エネルギーを国内でグリーン調達するため、農山漁村に眠る未利用資源の活用を進める技
術の開発と現場実装を推進する。

地域ぐるみでエネルギー需給をデータマネジメント

新たなタンパク資源の
利活用拡大

改質リグニン等を活用した
高機能材料の開発

スギから製造された改質リグニン

（出典）AT Kearney “When consumers go vegan, how much meat will be left on the 
table for agribusiness?”

培養肉 ＋41%

代替肉 ＋９%

従来の食肉 ｰ３%

2025～2040
年平均成長率

出典：森林総合研究所、トクラス㈱

出典：㈱宮城化成

出典：産業技術総合研究所、住友精化㈱

出典：森林総合研究所

リグニンの固くしっかりした性質を
生かした製品開発

魚類飼育試験による成長試験

雑貨類（ティッシュケース等）

自動車用ドア部品

電子基盤用フィルム

家畜排せつ物で育てた幼虫と有機肥料ペレット

イエバエの幼虫に、
有機廃棄物を給餌し育成。
その後、幼虫を調製し、
飼料として畜産農家や養
殖漁業者に提供。

養殖飼料としての水素細菌の利用技術の開発

国内で生産可能な単細胞
タンパク質（水素細菌）
を原料とする純国産魚粉
代替飼料の生産技術を開
発。

代替肉、培養肉といった代替タンパクの需要拡大が
見込まれている

（出典）株式会社ムスカ MUSCA Inc.
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2．イノベーション等による持続的生産体制の構築生産

・スマート農林水産業や農業機械の電化などを通じて、高い労働生産性と持続性を両立する
生産体系への転換を推進する。

33

スマート技術による
ピンポイント農薬散布 農業機械・漁船等の電化 バイオ炭の農地投入技術の開発や

ブルーカーボンの追求

①自動飛行による大豆畑全体撮影

②AIが画像解析、害虫位置特定

③自動飛行で害虫ポイントに到着。
ピンポイント農薬散布 ハスモンヨトウの

幼虫による虫食い

バイオマス化
例：果樹剪定枝

農地に還元

集約

栽培のムラを防ぐとともに、農薬使用量を大幅に
低減（１/１０程度：企業公表値）

自動走行・制御ユニット

センサーシステム 作業モジュール

（出典） (株)オプティム

以下の要素技術を含めた小型電動農機の
開発・普及
・自動走行の制御・通信ユニット
・操作系のインターフェース
・複数台制御技術

炭
化

施用

水素燃料電池とリチウムバッテリを動力と
する漁船を設計、実証船を開発

（出典） 関西産業(株)バイオ炭製品の開発
例：開放型炭化装置

製品化

海草(アマモ)類 コンブ類 ガラモ類

・海草・海藻類藻場のCO2吸収源評価手法の開発
・藻場拡大技術の開発
・増養殖の拡大による利活用促進

CO2

海藻類によるＣＯ2固定化（ブルーカーボン）

バイオ炭による農地ＣＯ2貯留



３．ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立加工・流通

・デジタル技術をフル活用し、物流ルートの最適化や需給予測システムの構築、加工・調理の非接
触化・自動化により、食品ロスの削減と流通・加工の効率化を推進する。

電子タグ（ＲＦＩＤ）などを
活用した商品・物流データの連携

データ・ＡＩを活用した
需給予測システムの構築

需要予測システム出荷予測システム

需給マッチング

共同物流マッチング
農業者

農業者

農業者

集荷場
卸・小売

集荷場

産地

RFIDタグ

産地段階からRFIDに
ソースマーキング

AGV
（自動搬送機）

RFIDタグ

卸売会社

AGV×RFIDゲート⇒自動搬送・自動検収

自動で商品管理

仲卸業者・実需者

オンライン・リモートAGV操作、
マッチング

商品データ

※SIP第２期（戦略イノベーション創造プログラム）により研究開発中

加工・調理の非接触化・自動化

食器洗いロボット

たこ焼きロボット

そばロボット

食品製造業・外食業の人手不足を
解消する加工・調理の非接触化・
自動化を実現するロボットが登場。
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４．環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進消費

・外見重視の見直しなど、持続性を重視した消費や輸出の拡大、有機食品、地産地消等を推進
する。

持続性を重視した
消費の拡大 地産地消の推進

直売所での地場産
農林水産物の直接
販売

地域の消費者との
交流・体験活動

農林水産省HP: 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gizyutu/tisan_tis
yo/

有機食品の推進

国産の有機食品を取り扱う小売や飲食関
係の事業者と連携し、ＳＤＧｓの達成等
に貢献する有機の取組をＰＲ

農林水産省HP:  
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/supp
orters/suppoters_top.html

地場産農林水産
物を活用した加工
品の開発

学校給食や社員
食堂での地場産農
林水産物の利用

令和２年10月15日現在、
55社のサポーターが参画

国産有機サポーターズ

持続可能な消費の実現に向けて、
・勉強会・交流会
・サステナビリティをPRするサステナウィーク
・サステナブルなサービスや商品を扱う地域な
どを表彰するサステナアワード

等の取組を実施。

あふの環プロジェクト

農林水産省HP: 
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/bei
ng_sustainable/sustainable2030.html
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サプライチェーン全体を貫く基盤技術の確立と連携

・みどりの食料システム全体を支えるデータ連携、人材育成、テクノロジー投資への拡大を推進する。

スマートフードチェーンシステム
の開発

農業イノベーションを支える
人材の育成

技術開発を支える
支援の充実・強化

農業支援サービス
に取り組む事業者
向けの施策をまとめ
たパンフレットを作
成

日本政策金融公庫
における新たな融資
制度の創設を検討

農業支援サービスの創出や新たな技
術開発・事業化を目指すスタートアップ
を支援する農林水産省版ＳＢＩＲ
（中小企業技術革新制度）を創設

農研機構によるＡＩ人材の育成

外部から招聘した
ＡＩ研究専門家

職員等

研究を通じたＯＪＴによる
ＡＩ活用スキルの教育

フェーズ１
（構想段階）

フェーズ２
（実用化段階）

フェーズ３
（事業化段階）

フェーズ０
（発想段階）

生産 流通・加工 販売・消費

高精度な出荷・需要予測

廃棄ロスのない
計画生産・出荷

産地A

産地B

a社

b社

c社

d社
・
・

生産情報と受発注・在庫情報に基づく
最適な集荷・発送ルートの選定

最 適 な 輸
送 手 段 ・
ルート等を
提示

農業データ連携基盤（ＷＡＧＲＩ）の機能を
拡張し、生産から加工・流通・消費までデータの
相互利用が可能なスマートフードチェーンを創出

都道府県農業試験場等

技術的協力、研究成果移転、
人材受入れ、共同研究

農研機構

連携
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http://2.bp.blogspot.com/-RA_r9EVIbto/Ur1Hh8V6SRI/AAAAAAAAciE/UFlqD_v-9nM/s800/hatake.png


５ ｢みどりの食料システム戦略｣検討会概要（準備会合～第5回）
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千葉 一裕氏  国立大学法人 東京農工大学 学長  

食料供給産業の未来のあるべき姿を実現するために 
 
自らの研究成果に基づくスタートアップ企業 (JITSUBO (株)) 
を創業。2020年 4月、東京農工大学学長に就任。 
農林水産省アグリビジネス創出事業企画審査委員、文部科学省
イノベーション創出若手研究人材養成評価作業部会委員等の
他、農林水産省が実施する「ムーンショット型農林水産研究開
発事業」のプログラムディレクターを務めている。 

 

 

 

＜ご講演概要＞ 

○ほとんどのグローバルリスクの主役は農林水産業関連

である（自然災害、異常気象、食料危機、感染症、

人為的環境災害等）。 

〇イノベーションという言葉は曖昧で様々な解釈が可能で

あるため、目標を設定し、方向性を明確に示すとともに共通認識をもって取り組むことが必

要。ケネディ大統領が「困難だからこそ 10 年以内に月に行く」とアポロ計画を発表したように、

イノベーション達成にはスピード感が重要である。 

○仕事を通じて地球温暖化や食料問題への加害者になりうることを認識し、生活様式や仕事

の目標設定にまで切り込んで考えていくべき。イノベーションに画期的、飛躍的な技術開発を

期待するのみでなく、解決すべき課題に対して着実に取り組むことが、農林水産分野の躍進

につながる。 

○日本は山が多く、降雨量も多く、綺麗な空気もあり、様々な条件下で農法を確立してきた。

当面は国際交渉でも日本の強み（信頼関係がある、狭さを上手く利用する等）を主張しつ

づけるべき。そもそも農業は地域の特性に左右されるものであり、画一的な指標で考えるべき

ではない。 

令和２年９月９日 
検討会準備会合 

                               

 

マッキンゼー＆カンパニー パートナー 山田 唯人氏  
アソシエイトパートナー 川西 剛史氏   

持続可能な食料･農業バリューチェーンの 
創出のために ～世界のメガトレンドからの学び～ 
 
山田唯人氏 マッキンゼーの化学品・農業セクターにおける日本支社及びサステナビリティ研
究グループのアジアにおけるリーダー。グローバルメンバーと協働し、農業、食糧およびエネルギ
ーなどの資源分野の企業における長期的な成果の達成を支援 
 
川西剛史氏 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会において、食品汚染や森林
汚染等を調査。最近は、農業・化学業界において、戦略立案および現場に おける実行支
援、企業の変革における組織設計・人材育成に従事。 

 

 

＜ご講演概要＞ 

○気候変動の影響について、居住性・作業性、物理資産・インフラの面でアジアは世界平均よ

りも深刻な影響を受けると予測されている。例えば気温上昇により、農業や建設業等の屋

外作業が困難又は短時間のみ可能となった場合、各国の GDP は確実に減少する。 

〇世界の温室効果ガス（GHG）排出量のうち、食料システムからの排出量が占める割合は

28%と高く、削減に向けた取組が必要不可欠。気温上昇を 1.5℃に抑えるには農業分野

からの排出量を 75%削減する必要がある。 

○国産の消費を盛り上げることについては、生産者の所得を上げるという観点からは大賛成であ

る。海外に打ち勝つ価格や品質を維持するために何が必要か考えていくことが重要（コスト

ターゲティング）。 

○自然災害や異常気象のリスクを把握・予測するような技術を担う人材の確保、モデリングシス

テムの作成が必要であり、政府にはその使命があると思っている。 

〇持続可能な食料・農林水産業のバリューチェーンの創出は、資材調達の観点まで含めて検

討する必要がある。また、生産のみならず、消費面の対策も重要。 

令和２年９月 25 日 
第１回検討会 
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久間 和生氏  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 理事長 
前 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議 常勤議員 
元 三菱電機株式会社 代表執行役副社長 
イノベーション創出に向けた農研機構の研究開発戦略 
〜農業・食品分野における Society 5.0 の実現に向けて〜 
 
1977 年東京工業大学大学院 博士課程電子物理工学専
攻修了(工学博士) 同年三菱電機株式会社入社。中央研
究所(現先端技術総合研究所)配属、光ファイバセンサ、
光ニューロチップ、人工網膜チップ、画像処理などの研
究開発と事業化を推進。2011年代表執行役副社長。 
2013年 3月から 2018年 2月まで「総合科学技術・イ
ノベーション会議」の常勤議員として、科学技術・イノ
ベーション政策の企画立案及び総合調整に従事し、新た
な国家プロジェクト SIP、ImPACT の創設と推進、
Society 5.0 のコンセプト構築等に貢献。2018 年 4 月
から農研機構理事長に就任。産業界、農業界、大学、研
究機関との連携を徹底的に強化し、農業・食品分野にお
ける Society 5.0実現のための科学技術イノベーション
の創出を推進する。 
 
＜ご講演概要＞ 
○イノベーションには持続的イノベーションと破壊的イノベーションがある。これらのイノベーションを
創出するには、基礎基盤技術が不可欠。持続的イノベーション、破壊的イノベーション、基礎
基盤技術に限られたリソースをどう配分していくかが重要。 

○イノベーションを創出するためには、省庁間でプロジェクトを繋いで、基礎から実用化まで一
気通貫でやり遂げる体制が必要。 

○Society 5.0は、AI、データ、センサ、ロボット等の ICT を活用して、フィジカル空間とサイバー
空間を融合することにより新たな価値を創造し、経済発展と社会的課題の解決を両立した
人中心の経済社会の構築を目指すもの。 

○農研機構は農業・食品分野における Society 5.0実現を最重要課題に位置づけ。育種か
ら生産、加工・流通、消費に至るフードチェーンのシステム全体をAIやデータを活用して最適
化し、生産性向上、コスト削減、フードロス削減、GHG排出量最小化等を目指す。 

○スマート農業を普及させるためには、農家の生産性向上、コスト削減、所得向上を定量的に
実証するとともに、スマート農機の性能、品質、コスト、使いやすさの一体改善とサービス体
制の構築が必要。 

○みどりの食料システム戦略には、環境調和型農作物・食品のブランド力の向上、気候温暖
化を利用した生産性向上、AI・データ、デジタル技術の強化、レギュラトリーサイエンスの強化
を含めるよう提言する。 

令和２年 12月 18日 
第５回検討会 



６ 参考（ムーンショット目標５について）
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2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、
地球規模でムリ・ムダのない持続的な⾷料供給産業を創出

〇 2050年までに、微生物や昆虫等の
生物機能をフル活用し、完全資源循環型
の⾷料生産システムを開発する。

〇 2050年までに、⾷料のムダを無くし、
健康・環境に配慮した合理的な⾷料消費
を促す解決法を開発する。

・ 2030年までに、上記システムの
プロトタイプを開発・実証するとともに、
倫理的・法的・社会的（ELSI）な議論
を並行的に進めることにより、2050年
までにグローバルに普及させる。

（イメージ）
ターゲット

ムーンショット目標５について
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採択課題一覧（１）

サイバー空間で作
物をデザインする
サイバーフィジカ
ルシステム(CPS)
を開発し、
劣悪な環境でも栽
培できる強靭な作
物を開発

①ゲノム編集技術による作物の新品種育成

大澤良 筑波大学教授

＜食料供給の拡大と地球環境保全を両⽴する食料⽣産システム＞

②土壌微⽣物機能の解明・発揮

土壌微生物叢と作
物の生育情報、環
境要因との相互作
用を解析し、
土壌健康度モデル
を開発

竹山春子 早稲田大学教授

残材を利用して
シロアリの大量
増殖方法を開発
し、鶏の飼料化
技術を開発

④シロアリによる未利用木材の飼料化

松浦健二 京都大学大学院教授

③細胞培養による食料⽣産

藻類、動植物細胞を用
いた循環型の細胞培養、
立体組織化による⾷品
化技術の開発

清⽔達也 東京女子医科大学教授
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採択課題一覧（２）

⑤化学農薬に依存しない害虫防除

日本典秀 京都大学大学院教授

先端的な物理的手法
（青色半導体レー
ザー光）や生物学的
手法（共生微生物）
を駆使した害虫防除
技術を開発

⑥メタン削減と⽣産性向上の両⽴

小林泰男 北海道大学大学院教授

牛第1胃内のマイ
クロバイオームの
完全制御により微
生物機能をフル活
用し、メタン削減
と生産性向上を両
立できる生産シス
テムの開発
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採択課題一覧（３）

＜食品ロスゼロを目指す食料消費システム＞

⑦食品残渣等を活用した昆虫の食品化、飼料化

コオロギの新品種作
出、⾷品残渣を活用
した生産・飼料化等、
⾼品質コオロギの生
産システムを開発

由良敬 お茶の⽔女子大学教授 中嶋光敏 筑波大学特命教授

⑧３Dフードカートリッジ化

規格外農産物等の
粒度や粘度等を均
質化させた粉粒体
やペースト素材を
カートリッジ化し
長期保存を可能と
する

⑨地球規模の食品ロス状況の把握

世界のフード
チェーン全体の⾷
品ロスの解明によ
るロス削減に向け
た農家や消費者向
けのアプリの開発

金本圭一朗 総合地球環境学研究所准教授

⑩AI Nutritionによる未来型食品の開発

⾼橋伸一郎 東京大学大学院教授

最適栄養化⾷品
の開発
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