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私たちは、世界各国が地球温暖化の進行抑制に取り組んでいてもなかなか成果が出ていない現状に注目し

た。もしこのままずっと温暖化が進み続けるならば、今の地域に適した農業が続けるのが難しくなる状況

もあるのではないかという結論に達した。したがって、もともと暖かい地域が原産で、さらに秋田の代表

的な作物でもあるコメを、今は寒冷地である地域も含め世界各国へ広めることが出来るのではないかと考

えた。そこで、今後の気温上昇で稲作に適する気候になると予測し、秋田との関わりが深くコメ需要の高

いロシアを起点に、温暖化の影響で海氷面積が減ると思われる北極海航路を利用して、秋田の稲作技術を

世界に広げるとともに、秋田の農産品をＰＲできるのではないかということを検証した。 
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Ⅰ 問題の所在 

地球温暖化は年々進行している。IPCC（国連気候

変動に関する政府間パネル）によると、1880年～

2012年において世界平均地上気温は 0.85℃上昇し

ている。また、今世紀末(2100 年)には、最小で 0.3℃、

最大で 4.8℃上昇すると予測されている。先進国に

温室効果ガスの排出削減を義務づけた京都議定書

や世界のほぼすべての国が参加している国連気候

変動枠組条約といった国際条約、日本の地球温暖化

対策推進法、アメリカ環境保護庁がエアコンなどの

使用冷媒を規制した重要新規代替物質政策プログ

ラムなど、世界各国が協力して対策に乗り出してい

る。しかしながら、進行のペースを緩められてこそ

いるが根本的な解決にはつながっておらず、今も地

球規模で気温が上がり続けている。 

これを産業革命以前と比較すると、現在の気温は、

すでに 0.6℃あまり上昇していると考えられている。 

産業革命以前からの気温上昇について図１と照ら

し合わせると、0.6℃の気温上昇で異常気象が起こ

り、1.0℃を超えると北極の海氷等のシステムにリ

スクが生じる。また、2.0℃気温が上昇すると作物

の生産高が地域的に減少、2.5℃以上では、利用可

能な水が減少する。さらに、3.0℃を超えると大規

模に氷床が消失し海面水位が上昇する。4.0℃以上

に気温が上昇すると世界的に食糧生産の危機に陥

る可能性が指摘されている。 

先に述べたとおり、2100 年には最大で 4.8℃の上

昇が予想されており、食糧危機は徐々に現実味を増

していると言える。 

 温暖化によって気候が変わると、悪影響ばかりあ

るように思われる。しかし、もう温暖化の進行は止

められない。 

そこで、その進行を逆手に取り、進む温暖化と共

存していく農業の模索が必要になると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 地球温暖化で迫る危機 

（WWFジャパンより） 

A：暑熱や洪水など異常気

象による被害が増加 

B：サンゴ礁や北極の海氷

等のシステムに高いリス

ク、マラリアなど熱帯の感

染症の拡大 

C：作物の生産高が地域的

に減少する 

D：利用可能な水が減少す

る 

E：利用可能な水が減少す

る 

F：大規模に氷床が消失し

海面水位が上昇 

G：多くの種の絶滅リスク、

世界の食糧生産が危険

にさらされるリスク 



 

Ⅱ 問題の背景 

 地球温暖化とは、人間活動において排出される二

酸化炭素、メタン、フロンといった温室効果ガスに

よって地球規模で気温の上昇が続いている現状を

指す。これらの気体は、地球が受け取った太陽熱を

放射する際にそれらを吸収して地球に向けて再放

出するため、増えすぎると気温の上昇につながる。 

 その原因としては、工業化が進んだことによる大

量生産・大量消費の過程での石炭、石油などの地下

資源の燃焼によるものが大きい。例えば工場の排煙、

自動車の排気ガスなどである。 

 地球温暖化は、良い影響も悪い影響も与える。 

 農業での良い影響は、『米国経済に対する気候変

化の影響』（The Impact of Climate Change on the 

United States Economy）によると、特に寒冷な地

域で、低温期や降霜期が減少することによる農期の

長期化が予想される。さらに、二酸化炭素は植物に

取り込まれるとエネルギーのもととなるため、二酸

化炭素濃度が上昇すれば発育を促進する効果があ

るという。『科学・環境政策プロジェクト』の責任

者フレッド・シンガー氏は、前述の研究内容に賛同

し、アメリカだけに限らずカナダやシベリア地方で

も大いにその恩恵を受けるとの見解を示している。

そして年平均気温の上昇により、生育可能作物が増

えた地域もある。その例として、鹿角市の「北限の

桃」がある。桃の北限は現在も広がっていて、県北

部の新たな農業の可能性として注目されている。コ

メについても例外ではなく、生育可能地域が広がる

と考えられる。 

 一方、悪い影響は、気温や降水量の変化による生

育可能作物の変化に農家が追い付けなかったり、生

産量の減少、熱波や寒波、局所的豪雨などの自然災

害の増加により農地が荒れたりすることが挙げら

れる。例えばインドでは、2016年 4 月から熱波が

続き、特に南部と東部では厳しい暑さを記録した。

一部では 10日連続で日中の気温が 40℃を超えたと

ころもある。熱波に伴う干ばつで水資源が枯渇して

おり、農業被害が出ている。秋田でも、2016年度

の記録的豪雪によって内陸部で果樹に被害が出た。

前述の IPCC のレポートでは、特に小麦の生産性の

低下が指摘されている。小麦を主食とする国は欧米

の先進国に多く、大規模な食糧危機が将来的に懸念

されている。 

地球温暖化は商業面にも影響を及ぼしている。そ

の代表的なものが北極海航路である。図２・３から、

北極海の海氷面積が年々減少していることがわか

る。それによって夏場の航行可能期間が延びている。

さらに、図４から、南回り航路は平均して約

21,000KM を要する上に海賊などのリスクが高い。 

一方、北極海航路は約 13,000KM であり、南回り

航路と比べると、距離を約 6 割に短縮でき、海賊に

よるリスクも少ないため、海運業界が注目している。 

なお、本研究では、ロシアの温暖化後の気温は

IPCC第５次研究報告書で言及されている、50%予測

値、日本の気温は気象庁によるものとする。 

 

図２ １０年間の北極海の海氷面積変化 

 

 

図３ 北極域の海氷面積の 7、8、9月の平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 北極海航路と南回り航路の比較 

北極海の海氷面積は10年前に比べ、減少傾向
（2012年に海氷面積が過去最小）

２００２年９月１５日 ２０１２年９月１５日

北極域の海氷面積の 7,8,9 月(夏季)の平均値

出典：図, IPCC AR5 WGⅠ SPM Fig. SPM.3(b) 23 

※線の色の違いは、
使用している観測データの違い。
※陰影は不確実性を示す。

北極海航路

約１３，０００ｋｍ
南回り航路

約２１，０００ｋｍ
☆約6割に距離短縮

国土交通省より 

海賊多発地域 



 

Ⅲ 研究仮説 

温暖化の進行で、今後稲作ができる可能性がある

地域として、秋田と同じ東経 140度上にあるロシア

極東地方に着目した。 

現在のロシア極東地方は、秋田と同じ東経 140度

上にはあるものの、秋田と比べ寒冷な気候である。

しかし、温暖化により、ロシア・ウラジオストクの

気温は、今後温暖化により上昇していくと考えられ、

稲作に適した環境になると予想する。 

そして、北極海航路を利用し、ロシア極東地方で

作ったコメを世界へ輸出することができるのでは

ないかと考えた。現在、北極海の海氷面積は減少中

なので、海氷の影響をそれほど受けず短時間で新米

を輸入先へ送ることが可能ではないだろうか。 

また、秋田の稲作技術をウラジオストクへ提供す

ることで、秋田の稲作を PR することができるので

はないだろうか。 

 

Ⅳ 調査方法 

 2016年 8月 16、17日に、秋田市の秋田日ロ協会、

JETRO（日本貿易振興機構）秋田貿易情報センター

を訪れ、職員へのインタビューを行った。また、2017

年 7月 5 日のグローカルミーティング in秋田市役

所にて、秋田市環境総務課の職員の方々から助言と

資料を頂いた。また、北極海航路の情報収集におい

てはインターネットも利用した。 

 

Ⅴ 調査結果 

図６、図７から、ウラジオストクと旭川市の年間

気温の変化具合は似ていることがわかる。また、図

８では、ロシアの気温は 20 世紀に入って上昇傾向

にあるという値が出ている。 

図９の北極海氷面積の年間推移を見てみると、地

球温暖化の進行に伴い、年々北極海氷面積は減少傾

向にあることがわかる。北極海航路の航行シーズン

は７月上旬から 11 月下旬である。 

図 10 のように、ウラジオストクのスーパーマー

ケットでは、あきたこまちなどの日本の米が販売さ

れており、富裕層を中心に需要が高まっているとの

ことである。 

 

 

 
図６ ウラジオストクの年間気温 

図７ 北海道旭川市の年間気温 

 

図８ ロシアでの温暖化による気温上昇 

 

図９ 北極海氷面積の年間推移 

 

 

JETRO秋田より 



 

 
図 10 ウラジオストクでのあきたこまち販売状況 

 

Ⅵ 仮説の検証 

昨年度の研究から、ロシアでは既にあるプロジェ

クトが進行していることが明らかになった。このプ

ロジェクトでは、ロシア、日本、中国の三カ国が手

を結び、ロシアの広大な土地で、日本人技術者が指

導し中国人労働者が稲作を行う。ロシアの現在使わ

れていない土地（森林地域、その他の土地）は

1,420,847 [1000ha]あり（これは日本の国土面積の

約 39 倍にあたる）、農業に生かすことができると考

える。また、ここで中国という国が出てくるのは、

中国人労働者の労働賃金はロシア人、日本人と比較

し低いからである。それに、労働者として考えると

ロシアではあまり熱心に働く人が多くはないから

だ。ただ、このプロジェクトでは中国人労働者だが、

実際にはインドネシア人労働者などもその労働賃

金から可能性として考えられる（図 11）。 

 

 

図 11 アジア主要都市での労働賃金比較 

 

 ロシアは日本と異なり、大陸性の気候であるため、

日本と完全な比較をすることは難しい。しかし、調

査の結果、これにより、温暖化したロシアの気温は、

現在の北海道旭川市の気温に近くなるということ

が分かった。ロシア極東地方の年間平均気温は、現

在 4.9℃であるが（図 12）、温暖化により今後 50年

間で 2.4℃上昇し、7.3℃となるということが分か

った（図 13）。この気温は、現在の北海道旭川市の

気温である 6.9℃と近い値になる。旭川市では現在、

稲作が盛んに行われているため、ロシアに日本の技

術を持っていき、その広大な土地で稲作をすること

は可能ではないかと考えた。 

 

図 12 ロシア極東沿海地域の位置と気温 

 

 

図 13 北海道旭川市の位置と気温 

 

 こうして作ったコメの輸出先としては、中国富裕

層や和食ブームが起こっているヨーロッパなどが

考えられる。現在、世界的に健康志向が高まってい

て、健康食や富裕層への高級食として和食が注目さ

れている（図 14）。ロシアでは、現地の高級レスト

ランで米が使われているなど、富裕層を中心に食べ

られており、一般の人々からはごちそうとして捉え

られている面もある。 

 世界での和食ブームについては、農林水産省によ

る「日本食・食文化の海外普及について」という資

料にも記載がある。この資料によると、外国人観光

客が訪日前に期待すること第一位は「食事」（62.5％）

（JNTO訪日外客訪問時調査/2010 年）で、外国人が

ロシア(極東沿海地域)
年平均4.9℃＋2.4℃

IPCC第5次評価報告書(2014年)

旭川市
(年平均6.9℃)

気象庁より

単位：ＵＳドル 



 

好きな外国料理第一位は「日本料理」（66.3％）（日

本貿易振興機構調査/2014年 3月）、 

 また海外の日本食レストランの数は 2006年に約

２万４千店であったのに対し、2013 年には約５万

５千店にまで増加している。 

 

図 14 好きな外国料理 

 

 さらに、JETROの「日本食品に対する海外消費者

意識アンケート調査」（2014 年３月）では、都市別

で「好きな料理」を聞いたところ「日本料理」と回

答したのがバンコク 66.6％、ジャカルタ 50.4％、

ホーチミン 37.8％、モスクワ 35.4％と人気が突出

していることが明らかになっている。先ほどロシア

の日本食レストランでのコメ人気について触れた

が、ロシア以外の国にも日本食レストランがあり、

そこでレストランフェアなどが行われ多くの人に

日本食について知ってもらうという取り組みも行

われている。 

 このようなことから、ロシアへ日本の農業を伝え、

稲作を行うという仮説は可能なものであると考え

た。また、輸出方法としては、北極海航路を利用す

る。 

 北極海航路については、「Ⅱ 問題の背景」でも

述べている。ロシアで育てられたコメを輸出する際、

この北極海航路を利用することでロシアのコメ及

び日本の農産品のヨーロッパ進出が可能になると

考える。図２、３のとおり、北極海航路は年々氷が

少なくなり、航行可能期間が長くなっている。そこ

でこの航路を活用することで、新米をヨーロッパ各

地に輸出することができると考えた。 

 北極海航路のメリットは大きく２つである。図４

のとおり、１つは海賊のリスクが少ないこと、もう

１つは距離が短く日数がかからないため、食品輸送

に向いていることだ。さらに航行可能機関が年々延

びているため、新米の季節に利用可能になりつつあ

る。しかし、現在の海運業の主力である超大型船が

通れない、ロシアによる航行料が高いといったデメ

リットがある。だが、大型船が通れないなら小さめ

の船を使い、高速・高鮮度を売りに高級路線で売り

出すことができる。航行料は、ロシア産のコメを運

ぶため割引が発生すると考えられる。さらに秋田の

農産品を相載せし、同時に秋田を海外に PRするこ

とができる。 

 

Ⅶ 結論と考察 

以上の研究結果から、私たちは次のように考える。

まず、秋田の稲作技術をロシアに提供し、現地での

稲作を進める。そして育てたコメを、北極海航路を

用いることにより海外に輸出し、和食ブームに乗じ

高級食や健康食として売り込む。そうすることで秋

田の稲作技術と農産品を世界に PRすることができ

る。私たちはこの温暖化の進行を逆手にとった世界

進出を、「温暖化ビジネス」と名付けた。このビジ

ネスを通し日本（秋田）の農業技術で作られたコメ

を現在よりも多く世界に提供することができ、それ

と同時にさまざまな地域の人々にコメを提供した

いと考えている販売者側のニーズに応えることが

できる。また、これらの国々の間に新たな交流を生

み出すこともできる。 

地球温暖化を止めることはできない。しかし、そ

れを逆手に取り、新たなチャンスと受け取ることで、

独自の農業を行い、持続可能な生活を続けることは

できる。 

地球温暖化が進行することで、例えば水没してし

まうような国もあるだろう。その一方で、そんな時

代に彼らが食べていけるよう私たちは食べ物を提

供することができる。こうしたビジネスやプロジェ

クトを通し、その上でこの地球温暖化時代と共存し

なければならないのである。 
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