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減少する熱帯林

＜国連食糧農業機関（ＦＡＯ）＞

世界の森林面積は約４０億ヘクタール

うち熱帯林は約１７億ヘクタール

南米のアマゾン川、アフリカリカのコンゴ川流域

東南アジア（マレーシア、インドネシアなど）

酸素の供給、大量のＣＯ２を蓄積

生物のすみか、気候の安定、水資源の保持

多くの先住民の暮らしを支える・・・

熱帯雨林は地表面積の１０％足らず

地上の生物種の半数以上が生息する



減少する熱帯林

＜世界資源研究所（ＷＲＩ）＞

熱帯の土地の森林被覆面積

２０１８年１年間で１２００万ヘクタール減少

最大は２０１６年の１７００万ヘクタール

（日本列島の３分の１近く）

３６０万ヘクタールの天然林が消失

（ベルギー１国分）

温暖化の悪化、生物多様性の消失などの懸念



東南アジアの森林











急増するアブラヤシ生産

食品・化粧品・バイオ燃料など

「植物油」では最も多い

日本など先進国中心に需要が急増中

インドネシア・マレーシア中心

他のアジア諸国～南米、アフリカにまで拡大中

東南アジアの熱帯林破壊の最大の要因

オランウータンなどの絶滅の懸念が高まる





アフリカ コンゴ川流域の森林





森林伐採とブッシュミート

@野生生物と人間の接触機会の増大
ブッシュミート消費の拡大

熱帯林の伐採：木材や地下資源目的

巨大なキャンプ

森の動物をタンパク源に：

「ブッシュミート」と呼ばれる

生物多様性に悪影響

動物がいない「からっぽの森（Empty forest）」
“ブッシュミートクライシス”と言われるまでに



ブッシュミートハンティング
コンゴ共和国のハンター

By Tetsuji Ida
By Tetsuji Ida



コンゴ共和国北部の村のブッシュミート市場

By Tetsuji Ida

By Tetsuji Ida



ブッシュミートハンティング

先住民による狩猟
↓

近年、大きく変質
生物保護上の大きな問題に

森林伐採労働者による大量捕獲

現金収入源として都市部に
ジビエ＝ぜいたく品として人気

違法捕獲が横行

違法伐採と同時に起こる



地球は今や「家畜の惑星」

@人間と家畜の数の急増
途上国の経済成長＆ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化

地球上の哺乳類の生物量（バイオマス）

家畜が60%、人間が36%を占めるまでに
野生生物はわずか4% 

↓
ウイルス、寄生虫、細菌の格好の「えさ場」

ニパウイルス、ヘンドラウイルス、日本脳炎など

家畜が関連する動物由来感染症が増加



急増する家畜と肉食の拡大





地球は今や「家畜の惑星」

@人間と家畜の数の急増

家畜：遺伝的に均一～感染拡大しやすい

牧場：天然林の伐採で造成される

多くの労働者が働く

集中飼育の登場：一カ所で多数の飼育

抗生物質、飼育技術の進歩が背景

大規模な食肉処理場：多数の労働者と動物

↓
人間、家畜、野生動物の「３密」の発生



農業がもたらす気候変動

２０１９年 ＩＰＣＣ「土地利用関係特別報告書」

工業化以前に比べて、陸地の気温は世界全体の
平均気温に比べて2倍近く上昇
台風などの極端現象などを含む気候変動は、食
糧安全保障や陸域生態系に悪影響を及ぼし、砂
漠化や土地劣化に寄与している。

農業、林業及びその他土地利用による温室効果
ガスの排出は、人為起源の総排出量の約23％
CO2、メタン（CH4）、一酸化二窒素(N2O)



農業がもたらす気候変動

２０１９年 ＩＰＣＣ「土地利用関係特別報告書」

世界の食料システム関連する排出量は、人為起
源の総排出量の21～27％と大きな割合を占める
1962年～１人当たり食用油・肉供給量は2倍以上
現在、生産されるすべての食料のうち25～30％
が廃棄されており、温室効果ガスの排出増をもた
らしている。

2010～2016年の間、世界全体での食品ロス・廃
棄は、食料システムからの温室効果ガス総量の8
～10％を占めている。



農業がもたらす気候変動

２０１９年 ＩＰＣＣ「土地利用関係特別報告書」

畜産物を減らして植物ベースの食事の割合を増
やすこと、牛肉などの赤身肉をより高効率のタン
パク質に替えてることは需要サイドの適応策

米国で牛肉の代わりに鶏肉を摂取するようにすれ
ば、約1億2000～4000万人の必要なカロリーおよ
びタンパク質をまかなうことができるようになる。

食肉消費は、土地と水に対する圧力を減ずる

食料システムのあらゆる部分での廃棄を減らすこ
とで、需要サイドの適応策を強化することができる



The Paris Agreement’s goal of limiting the increase in global 
temperature to 1.5° or 2°C above preindustrial levels requires rapid 
reductions in greenhouse gas emissions. Although reducing emissions 
from fossil fuels is essential for meeting this goal, other sources of 
emissions may also preclude its attainment. We show that even if 
fossil fuel emissions were immediately halted, current trends in 
global food systems would prevent the achievement of the 1.5°C 
target and, by the end of the century, threaten the achievement of 
the 2°C target. Meeting the 1.5°C target requires rapid and 
ambitious changes to food systems as well as to all nonfood sectors. 
The 2°C target could be achieved with less-ambitious changes to food 
systems, but only if fossil fuel and other nonfood emissions are 
eliminated soon.



窒素肥料の大量使用

ハーバーボッシュ法：１９０９年

大気中から窒素を固定、大量生産に道

「空気からパンを作る」～ノーベル化学賞

↓
窒素肥料の大量消費につながる

深刻な環境汚染：富栄養化や地下水汚染





持続可能な食と農業のために

ＥＵの Farm to fork 戦略 in 2020/5/20
The Farm to Fork Strategy is at the heart of the European 
Green Deal aiming to make food systems fair, healthy 
and environmentally-friendly.

Food systems cannot be resilient to crises such as the 
COVID-19 pandemic if they are not sustainable. We need to 
redesign our food systems which today account for nearly 
one-third of global GHG emissions, consume large amounts 
of natural resources, result in biodiversity loss and negative 
health impacts (due to both under- and over-nutrition) and do 
not allow fair economic returns and livelihoods for all actors, 
in particular for primary producers.



持続可能な食と農業のために

ＥＵの Farm to fork 戦略 in 2020/5/20
The Farm to Fork Strategy aims to accelerate our transition 
to a sustainable food system that should:

have a neutral or positive environmental impact
help to mitigate climate change and adapt to its impacts
reverse the loss of biodiversity
ensure food security, nutrition and public health, making 
sure that everyone has access to sufficient, safe, 
nutritious, sustainable food
preserve affordability of food while generating fairer 
economic returns, fostering competitiveness of the EU 
supply sector and promoting fair trade







https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/f2f_action-
plan_2020_strategy-info_en.pdf









以上は、ジェトロ 地域・分析レポート

EUの新しい食品産業政策「Farm To Fork戦略」を読み解く
一段と明確化される持続可能性と環境重視の方向性
2020年8月28日による



F2F の中の動物福祉
@「持続可能な食物の確保」の一環
既存の規制の点検と見直し → 法改正が視野

(i)輸送中の動物
(ii)子牛
(iii)採卵鶏
(iv)肉用鶏
(v)豚
(vi)カモ、ガチョウ及びウズラ
(vii)乳牛の動物福祉

が中心



F2F の中の動物福祉
ＥＦＳＡ（欧州食品安全局）

・7／１2：Farm to Fork戦略を背景とした動物福祉
に関する委任事項に対する科学的意見書作成に
係る方法論ガイダンスを公表。今後の科学的な議
論のベースに
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7403
https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu05870630149

・９／７：動物の輸送とＡＷに関する科学的勧告を
公表。スペースの拡大、時間の短縮、高温への配
慮などを勧告
https://www.efsa.europa.eu/en/news/more-space-lower-temperatures-
shorter-journeys-efsa-recommendations-improve-animal-welfare







F2F の中の動物福祉



F2F の中の動物福祉

「フィットネスチェック」を実施



F2F の中の動物福祉



F2F の中の動物福祉



持続可能な食と農業のために

The international “4 per 1000” Initiative 
aims to demonstrate that agriculture, and in particular 

agricultural soils, can play a crucial role in food security 
and climate change.
Launched by France on 1 December 2015 during COP 21, it 
consists of federating all voluntary public and private 
stakeholders (national governments, local and regional 
governments & authorities, companies, professional 
organisations, NGOs, research establishments, etc.)



持続可能な食と農業のために

Why do we talk about “4 for 1000” ?
The International “4 per 1000” Initiative encourages 
stakeholders to engage in a transition towards a 
regenerative, productive, highly resilient agriculture, 
based on appropriate land and soil management, which 
creates jobs and income and thus leads to sustainable 
development.
It aims to show that agriculture can provide concrete 
solutions to the challenge posed by climate change while 
meeting the challenge of food security through the 
implementation of agricultural practices adapted to local 
conditions: agroecology, agroforestry, conservation 
agriculture, landscape management, etc.









持続可能な食と農業のために

One Planet Business for Biodiversity (OP2B)
One Planet Business for Biodiversity (OP2B) is an 
international cross-sectorial, action-oriented business 
coalition on biodiversity with a specific focus on agriculture. 
We are determined to drive transformational systemic 
change and catalyze action to protect and restore cultivated 
and natural biodiversity within the value chains, engage 
institutional and financial decision-makers, and develop and 
promote policy recommendations that promote nature-
positive biodiversity.

Initiated within the One Planet Lab framework, the coalition 
was launched at the United Nations Climate Action Summit 
in New York on 23 September 2019.







持続可能な食と農業のために

リジェネラティブ農業（環境再生型農業）

・農場とその周辺おける生物多様性の保護と向上

・土壌中の炭素と水の保持能力を高め、植物と家畜

や農業の力を活用する

・ 肥料や殺虫剤の使用を減らしながら作物と自然
の回復力を高めること

＠不耕起、輪作、有機、間作・・・・





ＥｎＢＷ



持続可能な食と農業のために

アグロフォレストリー

農林複合経営

プランテーション 単一栽培

森林を皆伐、１種類を植える

大きい社会的、環境的影響

アグロフォレストリー

森を切らずに多種のものを林内に植える



アグロフォレストリー
Agro forestry

農林複合経営

プランテーション
森林伐採

↓
森の中で多様な作物
果実・木の実
淡水魚なども





最後に・・・
われわれはどんな時代に生きているか？
気候危機＋生物多様性の危機＋絶滅の危機
＋プラスチック危機、食料危機・・・・
＋ポストコロナの時代に・・・

↓
求められているのは「Transformative な change」
「改革」でなく「根本的変革」
食と農のシステム、エネルギーシステム、生産と消費のシステム

限られた時間の中でそれが実現できるか？

リカバリーのグリーン化がカギを握る

今後、１０～２０年が将来を決める



根本的な変革が急務

＜消費者＞求められるライフスタイルの改革

工業化農業からリジェネラティブへ・・・

ペットボトルから水道・公共飲料へ・・・

化石エネルギーから再エネへ・・・

★一般市民の Choice & Voice★
＜適切な選択~Choice~を＞
少しでも影響の少ない製品・企業を

影響を減らす行動を

対策に熱心な政治家を

＜対策を求めて声~Voice~を上げよう＞



ご静聴ありがとうございました
ご質問、ご意見などは・・・

tetsujiida@gmail.com  へ


