
2016年10月16日
世界食料デー

食料・農業も適応を
気候変動

ゼロ・ハンガーの時代を実現するために、農業を気候変動に適応させよう
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2016年10月16日
世界食料デー世界食料デー

毎年10月16日は、国連食糧農業機関（FAO）の
1945年の設立日を記念して、「世界食料デー」に
定められています。この日は世界150ヵ国以上で、
世界の食料問題を考えるさまざまなイベントが
開催され、国連の年中行事の中でも最も注目を
集める記念日のひとつとなっています。こうした
イベントは、世界中で人々を苦しめる飢餓の現
状に世界の目を向けさせ、誰もが栄養に富んだ
食事を得ることができる食料安全保障の確保に
向け、行動を促すことを目的としています。「世界
食料デー」はまた、社会に向けて、次のような強
いメッセージを送る大切な機会でもあります。「
私たちは飢餓をこの時代で終わらせ、″ゼロ・ハ
ンガー（飢餓ゼロ）世代″を実現させることがで
きる。しかしそのためには私たちすべてが、とも
に力を合わせなければならない――」
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2016年は、気候変動に対する行動年
2015年9月にニューヨークの国連本部で開催された国連
持続可能な開発サミットで、世界193ヵ国は、貧困と飢餓に
終止符を打ち、地球環境を守り、誰もが繁栄の恩恵に与る
社会を実現することを公約しました。それから約半年後の
今年4月、国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）の加盟177
ヵ国がニューヨークに集結し、食料安全保障の重要性を確
認した「気候変動に関するパリ協定」に署名しました。「ゼ
ロ・ハンガー」の達成期限を2030年に定めた持続可能な
開発目標（SDGｓ）の中の野心的なグローバル目標は、気
候変動への取り組み抜きには達成しえないものです。
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農業セクターは、世界全体の水利用のお
よそ7割を占めており、土壌、森林、生態
系サービスの健全性に大きな影響を及
ぼしています。生態系の健全性や自然資
源管理を改善する持続可能な農法は、自
然資源の乱開発や生態系の劣化に歯止
めをかけたり、時には逆転させることが
できます。

農業セクターはまた、世界全体の温室効
果ガス排出量の20～25%を占めていま
す。持続可能な農法によって、生産性や
レジリエンスの向上、温室効果ガス排出
量の低減、森林破壊への圧力軽減、土壌・
緑地、森林――これらはすべて大気中の
炭素を吸収します――の健全性回復が
可能となります。こうして得られる温暖化

の軽減効果は、多くの場合コストをほと
んどかけずに、総体的な農業開発も阻害
することなく、達成することができます。

気候は変化している――
食料や農業も変化しなければならない
気候変動は、食料安全保障に大きな影
響を及ぼしています。慢性的な栄養不足
に苦しむ8億の人々の多くは、温暖化や
自然災害により最も深刻な打撃を被る
小規模農家や漁業従事者、牧畜家です。
こうした災害は気候変動により深刻化し
ており、頻度や強度も高まっています。レ
ジリエンス（強靱性）の構築に向け、とも
に一致した行動をとらなければ、世界の
最貧・最弱者層の多くは、自分や家族が
食べていくだけの十分な食料や収入を
得るのにさえ難儀するようになるでしょ
う。食料安全保障が確保されなければ、
社会的・経済的発展も達成できません。

気候変動はまた、食料価格の安定も脅か
します。不安定な降雨や気温、異常気象

により、来世紀初めまでに主要作物（トウ
モロコシ、コムギ、コメ、ダイズ）の収穫量
が大幅に減少するおそれがあります。こ
うした収穫減が食料価格や食料安全保
障に及ぼす影響は、広範囲に及ぶ可能
性があります。

農業セクター（農畜産業、林業、水産業）
は、こうした複雑な課題に対処するのに、
きわめて重要な役割を果たすことがで
きます。地域の事情に見合った持続可能
な農法を取り入れることで、小規模農家
は極端で不安定な天候に対する農業活
動のレジリエンスを高め、生産性や収益
を大幅に増やすことができます。こうした
適応戦略は、気候変動が進む中で貧困
や飢餓と闘うために不可欠となります。
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気候変動による影響に農業を適応させ、温室効果ガスを削減するために
必要なこと

持続可能な自然資源管理の推進（例：食料ロス・廃棄の削減、森林伐採や魚の乱獲の防止）

土壌管理と土壌肥沃度の改善

森林のCO２吸収量を増やし、化石燃料の利用を減らす取り組みの強化

水資源管理の統合

代替・再生可能エネルギー資源として、動物排泄物をバイオガスへ転換させる取り組み

気候に由来する打撃への備えと予防

暴風雨に耐える魚ケージや養殖池などの設置や、適応力のある漁業管理による、自然災害に

強い水産業の構築
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世界の食料廃棄による温室効果ガス排出量は、
世界の道路輸送による排出量とほぼ等しい。

食料廃棄を
1つの国として数えるなら、
世界第3位の排出国となる。

2050年までに、
主要な魚種の漁獲量
が最大で4割減少するとみられている。

世界で生産される食料のおよそ3分の1が、ロス
または廃棄の対象となっている。こうした食料
の総額は、世界全体で年間およそ2兆6,000億
USドルにのぼる。

作物の収量減はすでに進行しているかもしれ
ず、2050年までには10～25%の収量減が広く
常態化している可能性がある。

気候変動は、食物由来疾病のリスクを地域から
地域へと移動させるおそれがあり、公衆衛生に
新たな脅威をもたらす。

森林減少と森林劣化による温室効果ガス排出
量は、世界の総排出量の10～11%を占める。

生計や食料・栄養安全保障を漁業に大きく依
存している熱帯地域で、

数字で見る気候変動、農業、食料

世界は、

2030年までに
「ゼロ・ハンガー」

およそ25%
経済への悪影響の

気候変動により最も大きな打撃を被るのは、貧
しい人々である。世界の貧困層の7割以上が、
生計を農業や自然資源に依存している。

の達成をめざしている。気候変動への取り組み
は、「ゼロ・ハンガー」に向けた闘いにとって不
可欠である。

FAOの推計によると、増え続け、また総じて富裕
化を続ける人口に食料を安定供給するには、
2050年までに農業生産量をおよそ6割増加さ
せなければならない。気候変動は、この目標の
達成を阻む大きな障害となっている。

世界全体での食料ロス・廃棄による温室効果
ガス排出量は、総排出量の8%を占める。

農業による温室効果ガス排出量の約3分の2と
農業由来のメタン排出量の78%は、畜産由来
のものである。

が、農業、畜産業、水産業、林業セクターから生
じている。

開発途上国では、
気候変動に関係する自然災害による
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本書において使用している名称および資料の表示は、
いかなる国、領土、市もしくは地域、またはその関係当
局の法的地位に関する、またはその地域もしくは境界の
決定に関するFAOのいかなる見解の表明を意味するも
のではない。特定の企業、製品についての言及は、特許
のあるなしにかかわらず言及のない類似の他者よりも
優先してFAOに是認されたり推薦されたものではない。
本書中で表された著者の見解は、必ずしもFAOの見解
と一致するものではない。
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