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前文 

1. 我々、APEC の農業・食料担当大臣は、中華人民共和国農業部の韓長賦農業部長及び国

家糧食局の任正晓総局長の招待により、2014 年 9 月 19 日に中国・北京において会合を

持った。 

 

2. 我々は、東南アジア諸国連合（ASEAN）、太平洋経済協力会議（PECC）、太平洋諸島フ

ォーラム（PIF）、APEC ビジネス諮問委員会（ABAC）、及び APEC 事務局からの代表者の

会合への参加を歓迎する。 

 

3. アジア太平洋地域は世界の栄養不足人口の多くの割合を占めていることから、アジア

太平洋地域にとって、食料安全保障は極めて重要である。それゆえに、本地域の食料不

安を減少させることにより、世界の食料不安を減少させることができる。国連食糧農業

機関（FAO）の最新の推計によると、2011 年から 2013 年の間に、世界全体で 8億 4,200

万人の人々（世界人口の 8人に 1人）が、活動的かつ健康的な生活を送るために十分な

食料や食料へのアクセスを得ることができず、慢性的な飢餓に苦しんでいる。世界の栄

養不足人口の大多数（8億 2,700 万人）は開発途上国、主に南アジア、東アジア、サブ・

サハラ・アフリカの国々に住んでいる。アジアには、世界栄養不足人口の 65.6％1が存

在し、世界の全地域の中で最大の栄養不足人口（アジア地域で 5億 5,200 万人，同地域

の全人口のうち 13.5％）を擁する。アジア太平洋地域の食料安全保障が損なわれた場

合、世界の食料安全保障に重大な影響を及ぼす。APEC には、食料供給を国際市場に大

きく依存しているエコノミーと、主要な食料輸出者であるエコノミーの双方がいる。従

って、食料安全保障を支援するため、APEC メンバー・エコノミー間でより強い協力を

構築することが不可欠であり、これが、地域及び世界の食料安全保障を強化する上で重

要な役割を果たす。 

 

4. 我々は、共同責任と持続可能な開発による、飢餓と貧困を撲滅するためのポスト 2015

年の国連開発アジェンダの重要性を認識する。 APEC 地域は、メンバー・エコノミーの

一致した協力を通じて、食料安全保障を改善するための大きな可能性を秘めている。取

られる全ての行動は、国際約束と整合すべきである。 我々は、食料安全保障における

海洋の役割に焦点をあてるという APEC 海洋関連大臣によるアモイ宣言を全面的に支持

する。APEC エコノミーは、農業や食料の課題に高い優先度を置き、また、さまざまな

多国間および二国間の枠組みの下で、農業に関する交換・協力のための強固な基盤を構

築している。APEC は 1996 年に農業技術協力専門家グループ（ATCEG）を設立し、2000

年に農業技術協力作業部会（ATCWG）と正式に改称した。これは、エコノミー間の情報・

経験の共有を強化してきた。地域の食品安全の改善に向けて、食品安全に関する規制当

局間の協力と対話を奨励し、食品安全についての能力開発を実現するために、2007 年

に APEC 食品安全協力フォーラム（FSCF）が、また 2008 年に食品安全に関する FSCF の

パートナーシップ訓練機関ネットワーク（PTIN）が設立された。海洋資源保全作業部会

及び漁業作業部会（1990 年と 1991 年から各々活動）を統合するとの決定を受けて、2011

年に海洋・漁業作業部会（OFWG）が設立された。地域の食料安全保障の目標を達成する

                                                  
1 FAO(2013): 世界の食料不安の現状 2013 年報告 



ために官民連携を強化する食料安全保障に関する政策パートナーシップ（PPFS）が 2011

年に設立された。バイオテクノロジーに関する協力を進めるために、農業バイオテクノ

ロジーに関するハイレベル政策対話（HLPDAB）が設立された。APEC エコノミーの農業・

食料担当大臣は、2010 年、日本の新潟において会合を持ち、新潟宣言を発し、2年後に

ロシアのカザンにおいて、カザン宣言を発し、両宣言は地域の食料安全保障に貢献した。

APEC エコノミーは、地勢、気候、人口、耕地、水資源、食料生産、作物の組合せ及び

生物多様性が多様なだけではなく、経済発展、農業科学技術、食習慣も異なる。それゆ

えに、我々は、知識を共有し、ベスト・プラクティスと生物多様性の持続可能な利用を

促進し、またアジア太平洋地域の長期的な食料安全保障のために、開放的、包括的、互

恵的、すべての者に対して有益な関係を構築するための共通点を見出すために、協力を

強化すべきであり、これにより、世界の食料安全保障に貢献する。 

 

Ⅰ持続可能な開発、イノベーション、科学技術、実現可能な経済環境を基礎とした農業

生産性並びに食料生産及び入手可能性の向上 

 

5. 近年、アジア太平洋地域を含む世界は、金融危機、人口増加、利用可能な耕地の減少、

資源需要との競合、気候変動への影響を含む、絶えず増加する困難に直面している。農

業科学や技術の進歩や経済発展は、地域における食料安全保障の改善のための持続可能

な農業及び食料生産の更なる促進のための我々の努力の基礎である。我々は、より広範

に農業の生産性の向上や経済発展を促す、非歪曲的で安定的な農業及び経済全体の政策

立案の重要性を認識する。陸上及び水域の生態系での生物多様性は、食料の入手可能性

の確保において重要な役割を果たしている。食料部門の持続可能な開発の促進と、健康

で栄養のある食品資源の多様性の促進のための適切な政策と生産技術が適用されるべ

きである。 

 

農業生産志向の技術研究及びイノベーションの促進 

 

6. 一部の APEC エコノミーには先進的技術が不足していることから、我々は、食料生産

及び研究開発への投資を促進し、特に開発途上メンバー・エコノミーの研究者の能力開

発活動を強化し、穀物と家畜の生産及び水産養殖のための新技術、新品種及び新手法の

開発を加速するイノベーションを促進する、農業政策の展開を支持する。 

 

気候変動への更なる適応及び災害に強い農業の実現 

 

7.気候変動は農業生産性を脅かす。これは，特に，気温の上昇、降雨パターンの変化、

海面上昇、異常気象の頻度及び変化するパターンの影響によるものである。すでにいく

つかの食料生産地域でこれらの影響を受けている。したがって、気候変動に農業システ

ムを適応させ、農村、特に小規模農家が，干ばつや洪水に対してより強靱になるよう支

援する必要性が加速している。我々は、気候変動と自然災害の影響評価の促進、気候変

動の監視及び早期警報システムの確立、気候変動に対処可能な科学技術・イノベーショ

ンのイニシアティブの支持、農業における災害緩和プロジェクトを重要視すること、の

重要性を認識する。政府は、政策策定、情報共有、能力開発、災害リスク管理、緊急事

態管理においてより大きな役割を果たすべきである。政府は、環境保全型の農地灌漑及

び排水インフラ、災害を引き起こす天候の監視・早期警報システムにおける投資増加、

特に、通常最も大きな影響を受け，回復のための資源をほとんど有さない小規模生産者

のための農業保険及びリスク管理ツールの開発促進に向けた努力を同様にすべきであ



る。政府は、気候変動により適応性があり，災害に強靱な種子に関する研究開発を支援

し、気候変動の悪影響を減少させるため農業のイノベーションを適用すべきである。 

 

農業バイオテクノロジーの健全な発展の促進 

 

8.農業バイオテクノロジーの研究開発及び適用は、農業生産性の持続的な向上と食料安

全保障の確保に重要な役割を果たしている。我々は、農業バイオテクノロジーへの支援

を継続すること、関連法規制の整備、改善及び適用を支援すること、研究機関による農

業バイオテクノロジーの研究開発を促進すること、バイオテクノロジーの安全性及び信

頼性に関する研究を拡大すること、人の健康，環境及びその他のリスクに備えて、リス

クに基づいた管理メカニズム及び改善策を策定することの重要性を認識する。 

 

農業技術の採用、利用、普及及び移転の促進 

 

9.新しい農業技術を効果的に採用し、利用し、普及し移転することは、農業生産性の改

善に貢献する。我々は，支援政策や措置の策定によって，相互に合意した条件で、農業

技術の効果的な採用、利用、普及及び移転を、より促進する必要性を認識する。特に、

新しい農業技術の科学、法及び証拠に基づく認可，並びに農業技術のリスク・ベネフィ

ット・コミュニケーションを促進する取組がなされるであろう。また我々は、農業技術

の利用及び普及の過程に市場をより良く関与させ、市場が適切な知的財産権保護と共に

技術移転において重要な役割を果たすことができるようにすべきであると認識する。そ

れら技術の適用にあたって、農村の労働者、特に小規模農家の能力開発を強化する取組

がなされるであろう。APEC エコノミーは、相互に合意した条件で、農業技術の効率的

な採用、利用、普及及び移転を可能にする、経験及び公共政策の交換の促進に努める。

それは農業研究と、農業生産性及び食料生産を高める必要性とのギャップを埋めること

に役立ちうる。 

 

農業の転換及び高度化の促進、持続可能な農業開発の促進 

 

10. 我々は，農業生産の持続可能な増大の推進に焦点をあてるべきである。我々は、積

極的に砂漠化を防止し、土壌及び水の保全、水資源の分配、土地の復旧を重要視すべき

であることを認識する。我々は、農業及び気候条件、土壌の潜在的可能性を考慮して、

持続可能な土地利用と慣行農業への共通理解を深める必要を認識する。我々は，健全な

土壌と持続可能な土地利用は、人間の福祉と経済繁栄の前提であり、持続可能な開発に

おいて重要な役割を果たすとの事実に国際社会の注意を向けさせるべきである。一方で、

我々は，FAO により提唱された原則、すなわち、農村の貧困と飢餓を減少させるため、

小規模農家の農業活動を支援し、小規模農家の生産を増加させる農村の共同組合を援助

することも全面的に支持すべきである。加えて、我々は、小規模農家の活動の発展を支

援するための国際農業開発基金（IFAD）による活動を歓迎する。農業生産性の増加及び

世界の食料安全保障への全ての農業者の重要な貢献を認識する一方、我々は、小規模農

家の声が反映されるよう、小規模農家の果たす重要な役割と農業者の協力の強化の必要

性を認識する必要があるとの見解を共有する。 

 

11. したがって、我々は、農業生産性と農業者所得の向上のため、農村地域の労働者、

特に小規模農家のための技術及び技能訓練を強化し，品質と環境にも留意しつつ、アウ

トプットと経済的利益の改善に役立つ方法に農業の研究開発を適合させるべきである。



負の外部経済性を避け、フードバリューチェーンの国際的な構築を通じた農業の全般的

な競争力を強化しつつ、我々は、持続可能な農業開発の促進のための農業生産性向上に

おける取組強化のために作業する。 

 

Ⅱフードロス削減のためのポストハーベスト・ロス管理2の改善 

 

フードサプライチェーン管理の改善 

 

12. APEC 地域における安定的で信頼性のあるサプライチェーンの構築は、消費者に安全

な食料への適時で便利なアクセスを与えることに貢献し、地域における貿易円滑化に貢

献する。我々は、安全なフードサプライチェーンの構築及び改善を支援すること、イン

フラ開発を強化すること、貯蔵・加工・コールドチェーンの技術の開発と応用を改善す

ること、食料及び食品表示の管理を高めることの必要性を認識する。フードサプライチ

ェーンにおける農業生産者・漁業コミュニティ・小規模企業の地位と役割を高めるため

に、我々は、農業者・漁業者がグローバル・フードバリューチェーンの構築を通じた食

料貿易や付加価値加工による直接的な受益者となる、農業者・漁業者と企業の間の食料

生産及び加工に関心を持つコミュニティの構築を促進する。 

 

食品安全および食品品質の管理強化 

 

13.食料安全保障は、すべての人々が，安全で栄養のある食品の十分な供給が得られると

きに達成される。食品安全は食料安全保障を強化し補完する。我々は、国際的に認めら

れた基準との整合を通じた食品安全管理、リスクに基づいた要件の開発及び改良、早期

警戒・トレーサビリティ・リコール制度の創設及び改良を強化する必要性を認識する。

食品安全は人間の栄養と健康に直接的に影響し、我々は、エコノミーの食品基準と、コ

ーデックス委員会（Codex）、国際獣疫事務局（OIE）、国際植物防疫条約(IPPC)、また

FAO、WHO 及び衛生植物検疫（SPS）措置に関する協定のイニシアティブの枠組で取組ま

れている国際的な食品基準の間の調和の重要性を共有する。我々は、2014 年に PPFS に

よって策定された「APEC食品基準と安全性の確保の連結性を強化するための行動計画」

を歓迎し、また我々は APEC FSCF の取組に留意し、さらに食品安全を促進するための関

連する APEC のフォーラムとの作業を歓迎する。 

 

14．食品品質は、食品の生産・製造の重要な要件であり、また、食料安全保障の重要な

構成要素、すなわち食事，栄養，医療要件に関連する食品の加工や成分特性を消費者が

容認するということでもある。我々は、国際標準化機構（ISO）の基準や WTO の貿易の

技術的障害に 関する協定（TBT）のような国際的に認められた基準と調和した生産，製

造，流通を通じた食品品質を保証するための民間部門の責任と能力の強化を支援する。 

 

食品のポストハーベスト・ロス及び廃棄の削減 

 

15. FAO の報告書によると、毎年、人間が消費するための食料の 1/3 が廃棄又は失われて

おり、その生産のために使用された天然資源が浪費されている。仮に、世界における食

                                                  
2 ポスト・ハーベストの段階は、食品の購入、貯蔵、加工、輸送、販売、流通、消費、その他の
段階を含む。 



品ロスや廃棄の 1/4 を削減できた場合、それは世界の 8億 4,200 万人の栄養不足の人々

を養うに十分な量となるだろう。先進エコノミーにおいて、しばしば食品の廃棄は小売

りや消費で発生する一方、開発途上エコノミーにおいては、しばしば生産や加工で発生

し、小規模農家に大きな影響を与える。我々は、全てのエコノミーに、バリューチェー

ンに沿った食品管理を高めること、ポストハーベスト・ロスを削減するための手法開発

における協力を深めること、食品ロス及び廃棄が農場からテーブルの全ての過程で減少

されるよう消費者の意識を高めることにより、食料の節約を促進することを慫慂する。

我々は、貧困と飢餓を撲滅する 2015 年のミレニアム開発目標の達成に役立つ、本地域

における食料安全保障を改善するために 2014 年に PPFS によって策定された「APEC 食

品ロス・廃棄削減計画」を歓迎する。我々は、「サプライチェーンにおけるフードロス

削減のための官民パートナーシップ強化に関する APEC 複数年プロジェクト」の実施の

重要性を認識し、ポストハーベスト・ロス削減のための、データ収集の方法論の開発、

ベースライン・データ、ツールキット、優良事例の構築を歓迎する。全てのエコノミー

は食品ロス削減に関する技術の開発と交換を促進すべきである。 

 

Ⅲ. 食料安全保障を促進するための地域協力の強化 

 

持続的な農業開発を促進するための研究・開発協力の強化 

 

16. 気候変動及び資源制約による影響に直面し、我々は、ATCWG に調整を行うグループと

しての主導的な役割を与えることを継続し、更に協力を強化し、農業生産性を向上させ

るための新たな技術の研究、開発及び適用を推進することを決意する。この点に関して、

我々は、特に国際農業研究協議グループ(CGIAR)及び農業研究グローバル・フォーラム

(GFAR)を通じて、国内研究機関やイノベーションセンターの相互の協調・連携が拡大す

るよう支持することをあらためて表明する。気候変動に対応して、我々は、情報の共有・

交換を強化するため協力し、環境に優しい新技術、作付体系及び病害虫の防除に関する

共同研究を行う。我々は、農業由来温室効果ガスに関するグローバル・リサーチ・アラ

イアンス(GRA)の協同作業を高く評価し、APEC エコノミーがこのイニシアティブへの取

組を強化する重要性をあらためて表明する。我々は、豪州ブリスベンでの 2014 年６月

19～20 日の首席農業研究者会議（MACS）において、G20 及び APEC 代表者（豪州 G20 議

長の招待による）の両者によって、地球規模の変革的な生産性の向上を達成するために、

国際的な共同研究及びイノベーションの案件が議論されたことに留意する。 

 

種苗開発における協力の強化 

 

17. APEC エコノミーは、食料及び農業のための植物遺伝資源の多様性に富んでいる。同

時に、種苗技術及び新たな作物を開発する能力は、APEC エコノミー間で一様ではない。

従って、食料安全保障のために、新たな改良品種を開発する植物育種に関する域内協力

を強化し得る潜在的可能性がある。我々は、植物育種に関する情報交換及び協力を強化

する重要性及び、種苗開発における公益的且つキーテクノロジー分野の研究に関する協

力を増進し、種苗産業、大学及び研究機関間の緊密な協力パートナーシップを構築し、

人材育成とより良い協力を通じた種苗産業との科学的情報の共有を深化し、そして、種

苗産業における研究及び技術革新に関する経験を共有する必要性について、共通の理解

を共有する。 

 

越境性動植物疾病の予防・制御の強化 



 

18. 我々は、エコノミーを横断する影響を予防・制御し，農業生産及び食料安全保障を

促進するための侵入外来種を含む地域の動植物の疾病管理を高めるために共に取り組

むことを慫慂する。我々は、東南アジア・中国口蹄疫(SEACFMD)キャンペーンやその他

の多国間・二国間の動植物疾病の予防・制御メカニズムに関し、コミュニケーションと

協力を強化することを決意する。我々は、植物疾病の国境を越えた動きを最小限にする

IPPC 及びアジア太平洋地域植物防疫委員会(APPPC)の取組を歓迎する。我々は IPPC 及

び OIE 基準の順守を促進する。更に、我々は、監視及び早期警戒の情報交換や越境性動

植物疾病に関する人材育成を促進し、輸入及び輸出の食品安全に関する情報交換・協力

を強化し、政策協調、情報共有・協力を向上することを決意する。越境性の疾病が存在

しかつ公衆衛生又は環境衛生に脅威を与える場合、APEC エコノミーは、それらの動物

疾病と闘うために、監視・準備・検出・制御活動の多分野間「ワン・ヘルス」の調整を

促進する。 

 

重要な農業遺産の保護・進展と現代農業・農村開発の増強 

 

19. 我々は、APEC が共同体の経済的・社会的・文化的な幸福を高める農村開発政策を促

進し、また「世界農業遺産（GIAHS）3」に関する FAO の取組を支援すべきことに合意す

る。我々は、農業遺産システムに関する国民一般の理解及び認知度を促進すべきこと、

また、農業遺産及び農村開発の典型的なモデルに関する管理の成功例を共有すべきこと

を認識する。我々は、家族農業や小規模農業、農業部門における若年農業者及び女性の

役割の増加、農業生物多様性の均衡、共同体経済への刺激、社会的セーフティネットの

強化を支援する「国際家族農業年」に関する FAO の取組みに沿って、「家族農業」を促

進すべきである。 

 

フードサプライチェーン管理に関する交換・協力の強化 

 

20. 農業生産性の増加及び食料供給の効率を向上するため、我々は、グローバル・フー

ドバリューチェーンを開発すること、フードサプライチェーンの技術・管理・モデルや

コールドチェーン技術の交換・協力を強化すること、食料の貯蔵・加工及び管理技術の

普及を促進すること、物流及び貿易コストや，食料の効果的な供給を向上するため、貯

蔵，運搬，消費の間のロス，廃棄を低減するための基準・規制及び地域の内部連結性の

調整を強化することに焦点を当てるべきである。我々は、フードサプライチェーンの管

理を向上するため、APEC エコノミー、農業・食料安全保障，インフラ，コールドチェ

ーンといったインフラ改良のための物流を担う官民の間で、協同・調整を強化すべきで

あることを認識する。 

 

食料安全保障に関する政策協調・協力を高める 

 

                                                  
3世界の農業システムを保護し、支援するため、2002 年に FAO は世界農業遺産（GIAHS）の動的

保全のためのイニシアティブを開始した。GIAHS は「コミュニティとその環境、そしてその持続

可能な発展のためのニーズと願望との共適応から進化した、世界的に重要な生物多様性に富む、

卓越した土地利用システムと景観」と定義されている。家族農業、小規模農家、先住の人々及び

地域社会に供給される社会的、文化的、経済的及び環境的な財及びサービスの保護を目指し、本

イニシアティブは持続可能な農業と農村開発を組み合わせた統合的アプローチを発展させる。 



21. 食料安全保障に関する政策協調を高め，食料の国際貿易コストを減少するため、我々

は、我々がアジア太平洋食料安全保障情報プラットフォーム（APIP）といった既存の構

造を通じて、食料の生産，流通，消費に関する交流，協力を強化すべきこと、コーデッ

クス委員会食品輸出入検査・認証制度部会に合致する食品の輸入及び輸出の検査方法に

関する交換を実施すべきことを認識する。我々は、PPFS を通じた食料安全保障政策の

策定における官民の協力を歓迎する。我々は、情報の交換を継続し、能力開発の取組に

関して共同して作業すべきである。我々は、FSCF PTIN 及び関連 APEC 作業部会を通じ

た、この分野における官学の協調された取組に留意する。我々は、また、食料安全保障

の促進における女性の重要な役割を認識する。我々は、食料安全保障のための実践的な

向上を達成するため、特に資源及び経済的参加への女性のアクセスにおける障壁の特定

及び対処を通じて、民間部門、非政府組織、国際機関における他の関係者との我々の協

力を強化すべきである。 

 

農業の貿易・投資の自由化・円滑化 

 

22. 農家が農業部門の最大の投資家であることから（FAO、2012）、APEC エコノミーは、

持続可能な農業生産性及び強靱性を向上するため、農業におけるグリーン・インベスト

メントを支援する政策と措置を策定することが慫慂される。我々は、APEC 地域におけ

る農業の貿易，投資の自由化・円滑化の重要性を再確認する。我々は、投資の分野にお

ける官民連携のための重要な役割を認識する。我々は、世界食料安全保障委員会（CFS）

における「農業及びフードシステムにおける責任ある投資のための原則」に関する現在

進められている協議に留意する。我々は、世界及び地域の食料安全保障促進における農

業の貿易，投資の重要な役割を認識している。我々は、APEC エコノミーにおける安全

な食料への広範なアクセスを促進するため、国際的に認められた標準に基づく貿易円滑

化とともに、開かれた、WTO ルールに基づく、公正で透明な農業の貿易，投資を求める。

我々は、特に主要食料を輸入に頼るエコノミーにおいて、食料輸出に係る禁輸その他の

制限措置が食料価格の乱高下を生じうることを認識しつつ、APEC 首脳の保護主義に対

するコミットメントを再確認する。我々は、インドネシアのバリで 2013 年 12 月に開催

された第９回 WTO 閣僚会議における農業に関連した成果を支持する。我々は、我々が貿

易をゆがめない又は他のエコノミーの食料安全保障に負の影響を与えない方法で、食料

安全保障上の関心事項に取組むべきであることを認識する。 

 

APEC エコノミー間における内部の交流・協力の強化 

 

23.我々は、2020 年に向けた APEC 食料安全保障ロードマップ（2014 年版）及び APEC 食

料安全保障ビジネス・プラン（2014－2020）を支持する。APEC の枠組みの下、農業・

食料に関する作業部会の統合された機能を高めるため、我々は、ATCWG、PPFS、貿易投

資委員会（CTI）、FSCF 及び PTIN、OFWG 並びに HLBDAB の間で、食料安全保障への新た

な貢献を行うため、交流・調整を強化することを強調する。 


