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４．有機農業
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有機農業

①指標の概要

 有機農業は、「生物の多様性、生物的循環及び土壌の生物活性等、農業生態系の健全性を促進し強化する全体的な生産管理シス
テムである」とされ（農林水産省HP「【有機農業関連情報】トップ～有機農業とは～」）、国際的な委員会（コーデックス委員会）が作成
したガイドラインに生産の原則が規定されている。

 我が国では、平成18年度に策定された「有機農業推進法」において、以下の方法で行われる農業と定義されている。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない
 遺伝子組換え技術を利用しない
 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する

 有機食品の認証制度として、有機JAS制度があり、登録認証機関の検査により基準に適合していると認証された生産者等のみが有
機JASマークを利用することができる。

 有機農産物については、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力
を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において以下に示すよ
うな「有機農産物の日本農林規格」の基準に従って生産された農産物を示している。

 周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じてい
る

 は種又は植付け前2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しない
 組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わない
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有機農業

①指標の概要（つづき）

 世界における有機食品市場の状況

 世界の有機食品売り上げは右肩上がりで上昇しており、2018年では約11.6兆円（1050億ドル）であり、日本は中国に次いでアジアで
２番目となっているが、国民1人当たりの消費額とともに欧米諸国に比べて高いとは言えない。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）
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有機農業

①指標の概要（つづき）

 日本における有機食品消費の状況

 農林水産省の調査によると週に1回以上有機食品を利用している割合は
17.5％となっており、有機食品を利用しているうちほとんど全て「有機」を購
入していると回答した割合は9.6％であった。

 また、有機食品という言葉を知らなかったと回答した割合は約１割であり、9
割以上に認知されている。ただし、有機食品の表示に関する規制について
は6割程度が知らなかったと回答している。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

農林水産省（2018）「平成 29 年度 有機食品マーケットに関する調査結果」
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有機農業

①指標の概要（つづき）

 世界における有機農業の取組状況

 世界の有機農業への取組面積は2004年から2018年の間で約2.4倍に拡大し、全耕地面積に占める割合は1.5％となっている。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

資料：農林水産省「有機農業をめぐる事情」
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有機農業

①指標の概要（つづき）

 日本における有機農業の取組状況

 日本での有機農業取組面積は23.7千haで約0.5％（有機JAS認証を取得していない農地を含む）となっている。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

資料：農林水産省「有機農業をめぐる事情」
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有機農業

①指標の概要（つづき）

 日本における今後の取組

 農林水産省は令和3年に「みどりの食料システム戦略」を示し、2050年に向けて有機農業の取組面積を25％（100万ha）にまで拡大
させるとした。（欧州は2050年までに25％を目標）

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）
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有機農業

②設定の考え方/消費者に示す意義等

 消費者に示す意義

 有機農業については、一般的には環境への負荷が低い農業生産手法であると認識されており、特に生物多様性の面からは負荷が
低いと認識されている。

 さらに、水質保全、土壌肥沃度、地球温暖化防止（土壌炭素貯留）、土壌侵食防止、資源（窒素等）の利用効率、動物福祉の面から慣
行農業よりも環境負荷が低いという研究成果も提示されている。

 一部で、単収の低さに起因して農地面積の拡大に繋がるという考え方も提示されており、単収を増加させて農地面積を減らす方が環
境負荷が低いという考え方もある。ただし、これらについては、将来的には品種改良、営農技術向上等により解決されていく可能性が
ある。また、国内においては遊休農地を活用することで環境に過度な負担をかけずに生産を拡大できる可能性がある。また、有機農
業は土づくりやサプライチェーンといった農業のシステムそのものを変更するものであり、単純に慣行農業から切り替えた場合を想定
して両者を比較するべきではないという意見もある。

 また、特に水田農業においては有機農業によるメタン発生についても指摘されている。これについても営農技術向上等により解決さ
れていく可能性がある。

 政策的には、「みどりの食料システム戦略」において大幅な取組の拡大を目指している。これは日本に限ったことではなく、EUにおい
てもFarm to Fork 戦略において2030年までに25％まで増加させることを目標に置いている。

 設定の考え方

 仮に有機農業を推奨するのであれば、定量的な指標で示すものではなく、消費者が有機農産物、有機食品を選択するような行動を
推奨することが必要である。

 そのために、前述した有機JASをはじめとした認証制度の認知向上と選択の推奨を行うことが求められる。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）
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水田における栽培方法と生物群の多様性との関係

有機農業

①有機農業が環境にもたらす効果に関する最近の研究・調査事例

 農研機構は令和元年に「（研究成果）有機・農薬節減栽培と生物多様性の関係を解明」として、有機・農薬節減栽培の水田では慣行
栽培よりも多くの動植物が確認できると発表。

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

出典：農研機構「（研究成果）有機・農薬節減栽培と生物多様性の関係を解明」

有機栽培、次いで農薬節減栽培は慣行栽培よりも複数の生物群の種数または個体数が多いこ
とがわかりました。また、個別の管理法の影響は生物群によって大きく異なります。
1 植物は種数、鳥類は種数と個体数、その他は個体数を評価しました。
2 それぞれの除草剤に含まれる成分の種類数を足し合わせた数。
3 ネオニコチノイド系またはフェニルピラゾール系。
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水田における栽培方法と生物群の多様性との関係

有機農業

①有機農業が環境にもたらす効果に関する最近の研究・調査事例（つづき）

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

有機栽培の水田面積が多い地域ほど、サギ類などの水鳥類の種数・個体数が多いことが分
かりました。実線は種数および個体数の推定値を、灰色はその95%信頼区間を表します。

出典：農研機構「（研究成果）有機・農薬節減栽培と生物多様性の関係を解明」
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有機農業の地球温暖化防止効果の調査結果

有機農業

①有機農業が環境にもたらす効果に関する最近の研究・調査事例（つづき）

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

出典：農林水産省「有機農業をめぐる状況」2019
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海外での有機農業の効果に関する研究事例

有機農業

①有機農業が環境にもたらす効果に関する最近の研究・調査事例（つづき）

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

出典：農林水産省「有機農業をめぐる状況」2019

ハインリヒ・フォン・チューネン研究所（ドイツ連邦政府のシンクタンク）の報告

2019年、528の既往の調査文献における2,816件の有機農業と慣行農業の比較調査結果

を整理し、有機農業では、水質保全、土壌肥沃度、生物多様性、地球温暖化防止（土壌炭素
貯留）、土壌浸食防止、資源（窒素等）の利用効率、動物福祉の面で有意な差がある（有機農
業の方が優良）旨整理。

（https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn060722.pdf をもとに農業環境対策課が整理）

https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn060722.pdf
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有機農業
■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション

①有機農産物・有機食品の選択の推奨

 生鮮品、加工食品を選択する際に、有機農産物・有機食品を取り入れることを推奨するとともに、有機食品の認証制度である有機JAS制
度等を示す。

 有機農産物・有機食品が環境に対してどのような好影響を与えているかについて説明すると共に、世界での有機農業を取り巻く状況等に
ついて紹介する。



66

有機農業

①有機農業の環境負荷について

 収穫量の低さに起因する問題

 有機農業については単位面積当たりの環境負荷は低いが、単収が低い分だけ多くの農地面積が必要となる。加えて、収量当たりの
環境負荷については高くなるとの研究結果も示されている。

■検討課題・留意点等

■有機農業の環境への悪影響についての研究事例

 有機農業の環境に与える影響に関するメタ分析により、有機農業は土壌有機物含有量が高く、面積当たりの栄養損失
（窒素流出、亜酸化窒素排出量、アンモニア排出量）が少なくなるが、作物生産量単位とすると慣行農業よりも高くなる。
（L.TuomistoaI, D.Hodgeb, P.Riordana, D.W.Macdonalda, ”Does organic farming reduce environmental 
impacts? – A meta-analysis of European research”, Journal of Environmental Management, Volume 112, 15 
December 2012, Pages 309-320）

 仮に、イングランドとウェールズにおいて100％有機農産物へとシフトすると、国内供給不足を補うために、海外の土地
利用が増加し、GHGの純排出量が増加する。(Laurence G. Smith, Guy J. D. Kirk, Philip J. Jones & Adrian G. 
Williams, “The greenhouse gas impacts of converting food production in England and Wales to organic 
methods”, Nature Communications volume 10, 2019, Article number: 4641)

 水田におけるメタン発生

 有機農業と併せてカバークロップ等を利用した場合に、水田からのメタン発生が増加する（炭素貯留量は増加）との研究成果もある。

 ただし、有機農業に限らず一般に、中干し期間の延長や稲わらの秋すき込み（秋耕）等によりメタン発生を抑制することができる。

■水田におけるメタン発生についての研究事例
 有機農業を行った水田からのメタン排出量を計測したところ慣行農業よりも大きいという報告がある。（当真 要,丸山 明

日香,大森 信吾,永田 修,上野 秀人「有機栽培水田における水稲生育・収量・品質の評価とメタンおよび亜酸化窒素発
生に関する研究」愛媛大学農学部農場報告,35）

 日本の温室効果ガスインベントリで水田からのメタン排出量の算定に使用しているDNDC-Riceモデルでは、稲わらや
堆肥の施用量に応じてメタン排出量が変化することから、有機農業の推進で有機物の施用量が増えればメタン排出量
も増加することになる。
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