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2030 年に向けた食料安全保障ロードマップ 
 

ニュージーランド, 2021 
 

活動的で健康的な生活を送るために必要な栄養や食の嗜好を満たすため、人々が常に

十分で、安全、安価かつ栄養豊富な食料にアクセスすることを確保する、開かれた、

公平で、透明性のある、生産的で、持続可能かつ強じんな APEC 食料システム 
 
序文 
 
1. APEC エコノミーとして、我々は機能的な食料システムが人々の健康、福祉並びに

我々の経済の成功にとって極めて重要であることを認識する。 
 
2. グループとして、我々は互いに食料安全保障を達成するのを助け、我々の生産性及

び経済発展レベルを高め、環境への影響を減らし、ジェンダー、民族、年齢に関係

なく全ての人々を包摂することにコミットする。 
 
3. 2020 年、APEC のリーダーはプトラジャヤ・ビジョン 2040 を承認し、全ての人々と

未来の世代の繁栄のために、2040 年までに、開かれた、ダイナミックで、強靱か

つ平和なアジア太平洋共同体を実現することにコミットした。2030 年に向けた食

料安全保障ロードマップ（ロードマップ 2030）は、プトラジャヤ・ビジョン と適

合し、パンデミックからの持続的で強靭な回復を創出するため、メンバーエコノミ

ー間での協力を促進する。 
 
2030 年に向けた食料安全保障ロードマップ 
 
4. ロードマップ 2030 の原則は、食料安全保障担当大臣によって合意された 最初の

2010 年新潟宣言と 2020 年に向けた APEC 食料安全保障ロードマップを含む現在ま

での APEC の食料安全保障の取組に基づく。食料安全保障に関する政策パートナー

シップ（PPFS）は ABAC と協力し、APEC フォーラやサブフォーラと連携して食料

安全保障に関する APEC の取組を導く。APEC は、農業・食料バリューチェーンを

通じたシステム全体としてのアプローチの必要性及び全ての地域は相互に依存し

ており、ロードマップ 2030 のフレームワークの下、重要な活動分野において、食

料安全保障を達成するために共に取り組む必要があることを認識する。 
 
5. このため、PPFS は、地域内の食料安全保障に関する APEC の取組の目標に対処する

ため、フォーラ間の連携のための APEC のガイドラインに沿って、全ての関連する

APEC のサブフォーラとの連携を強化し共に取り組み続ける。 
 
6. このロードマップ 2030 は APEC 地域が 2030 年までに食料安全保障を達成するため

に必要な全行動を表すものではない。我々は食料システムに関する国内及び国際的

な多くの異なる組織で活動している。ロードマップ 2030 は、我々の個別エコノミ

ーの目標と地域全体の成功に貢献するために、APEC が独自に実施できると我々が

信じる行動を示している。 
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重要な行動分野 
 
 
デジタル化とイノベーション 
 
 
7. 新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、より良い回復と繁栄のために革新的

なデジタル対応をしたエコノミーが持つ能力を強調し、デジタル化を加速させた。

加えて、デジタル化とその他の革新的技術は、食料システムを変容させ食料安全保

障を強化する潜在力を以下の通り有する。 
 
•  生産性と効率性の向上 
•  食料の損失及び廃棄の最小化 
•  気候変動の緩和と適応 
•  コストの削減と食料貿易の促進 

 
8. さらなるデジタル化とイノベーションの進捗のために、各エコノミーは、食料シス

テムへのイノベーションと相互運用性（インターオペラビリティ）の導入について、

APEC 地域が世界の指導的立場になることにコミットし、特に以下の取組を組み込

んだ食料安全保障デジタルプランを構築する。 
 

a) 2022 年末までに、食料と農産品のためのグローバル・データ・スタンダードの

普及と、生産関連技術、サプライチェーンのトレーサビリティ、アクセス可能

な革新的金融技術、貿易目的を含む相互運用可能なデジタル文書等の向上に資

する相互運用可能なデジタル技術を促進させる APEC フォーラとサブフォーラ

による既存の取組を評価する。2025 年までに、進捗のレビューを含め、フード
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バリューチェーンの地域規模での相互運用を達成するための優先取組領域の特

定を行う。 
 

 

b) 例えばスマート農業のような新興技術への研究開発の支援を含む、革新的製品

と技術へのアクセス及び導入を促進する政府スキームを特定し、積極的に奨励

し、他のエコノミーや国際機関で取られた成功アプローチ の経験を共有する。 
 

c) ブロードバンドのデジタルインフラの十分なサービスを受けていないエリアに

おいて、必要な投資と構造改革を通じてアクセス向上の促進・奨励を図る。 
 

d) 各エコノミーは、可能な場合は既存のプログラムを活用しながら、サービスを

十分に受けていないコミュニティのために食料システムに関連したデジタルリ

テラシーと能力向上のための研修会・ワークショップを実施・利用可能とする。 
 

e) 2022 年より、APIP のデータベースを通じ、フード・サプライチェーンにおける

デジタル化とイノベーションに関する情報と優良事例の自主的な共有を行う。 
 

f) 効率性や持続可能性を向上させる技術を含む、フードバリューチェーン全体に

とっての革新的技術の利用を促進するための官民投資を促進し、農業・食品及

び漁業分野におけるスタートアップや小規模生産者を含む中小零細企業

（MSMEs）への投資を増加する。 
 

g) ポストハーベスト管理及び技術に焦点を当て、政府機関、企業、研究所間の交

流や協力強化を通じて食料貯蔵施設や物流能力を近代化する。 
 

 
生産性 
 
 
9. APEC 地域での包摂的かつ持続可能な成長を創出するため、地域の食料システムの

生産性と効率性を改善する必要がある。 
 

 
10. PPFS は、（他の APEC フォーラを含む）他の国際フォーラでのサプライチェーンの

障害とひずみに対処する取組を認識し、特に、この取組が農業・食品及び漁業分野

における小規模生産者の生産性と収入を向上させ、貧困、飢餓及び栄養不良を緩和

させる、国内及び国際市場へのアクセスを改善する。 
 

 
11. 我々は、国際的な食料・農業貿易が、世界の食料安全保障の達成と十分な栄養の確

保に重要であることを認識する。また、食料への安定的なアクセスを確保するため

にフード・サプライチェーンの混乱を避けることが重要であることを認識する。

我々は、食料安全保障と栄養に貢献するためには、市場の予測可能性や企業心理を

高め、貿易の流れを維持すべく 、世界貿易機関（WTO）のルールに支えられた、
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公平で、開かれた、透明性のある、予見可能で、無差別的な多角的貿易体制の重要

性を強調する。 
 

 
12. しかし、PPFS とその他関連する APEC フォーラとサブフォーラが生産性に対処する

ために取る行動としては、以下の取組等が挙げられる。 
 

 
a) メンバーエコノミーは、腐りやすい品物の国境通過を適時に認識するシス

テムの優良事例の実施を探ることにより、食料の損失及び廃棄を減らし、

ビジネスの追加費用を削減できる。 
 

b) 食料貿易基準の調和が食料安全保障に与える好影響を認識し、メンバーエ

コノミーは、適切なフォーラにおいて、同意された科学に基づく国際基

準、指針及び勧告の実施を通じた食料安全保障を向上させる優良事例ケー

ススタディを評価する。 
 

c) メンバーエコノミーは、食料に関する非関税措置の計画及び実施におい

て、2018 年に APEC の閣僚により同意された非関税措置に関する APEC 横断

的原則に配慮する。 
 

d) ボゴール目標 と APEC プトラジャヤ・ビジョン 2040 に照らし、物品、サー

ビス、投資を含む、食料システムの進捗のレビューを行う。 
 

e) 農業・食品及び漁業分野の MSMEs や小規模生産者の生産性を向上させる戦

略を特定し、経験と教訓を共有する。 
 

f) 特に、以下に焦点を当てつつ、飢餓と栄養不良に関する進歩を妨げる政策

の障壁を特定するために、食料システムにおける民間セクターの関係者と

密接に協力する。 
 

o あらゆる形の栄養不良を終わらせ、特に５歳以下の子どもの発育阻

害と消耗症を減らすこと  
 

o 特に APEC が比較的優位を持つ、生態系を維持し土地・土壌の質を

向上するシステムにより、小規模な食料生産者の生産性向上、生計

向上を図ること 
 

o 国内及び国際市場へのアクセス向上を図ること 
 

o 食料の損失及び廃棄を減らすこと 
 

 
包摂性 
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13. 機能的な食料システムと、MSMEs、女性、若者、先住民のコミュニティと高齢者

の本セクターへの包摂は、我々の資源を最大化し、農村、遠隔、沿岸地域の生計を

改善し、APEC 地域の潜在力を最大限に引き出すために不可欠である。 
 

 
14. 我々は包摂性にコミットし、以下の行動に加えて、全ての PPFS会合、ワークショ

ップ、コンセプトノートや関連するAPEC文書、及びパネルディスカッションやフ

ォーラムにおいてバランスの取れた参加を奨励することにより多様性を促進する。 
 

 
a) PPFS の取組における女性と包摂的成長のためのラ・セレナ・ロードマップ

(2019-2030)の実施。 
 

b) エコノミーは、知識と経験を共有し、APEC が食料システム内の先住民を含

む多様な人々の経済的潜在力をいかに開放できるかについて、PPFS に提言

を行う。 
 

c) 食料システムにおいて若者の参加を妨げる障害についてのエコノミーの知

識を向上させるための対話の機会と、APEC 地域を通じて若者、専門家及び

政策立案者の共同学習を促進する能力を提供する。 
 

d) 投資と電子支払いを含む事業設立・展開への資金供給手法に関する情報・

成功事例を共有することで、農業・食品分野に関する金融の包摂性をより

促進し、2022 年末までに金融包摂性に関する障壁の評価を行う。 
 

 
持続可能性 
 
15. 持続可能性は、食料システムへの協力的・全体的アプローチの中心でなければなら

ない。我々は、環境への食料システムの有害な影響を最小化するために共に取り組

むことにコミットする。 
 

 
16. 我々は多様なエコノミーのグループである一方、温室効果ガスの排出削減、気候変

動への適応 、持続可能な生産（資源利用の最適化と土地・水の保全）・加工・消

費の拡大、食料損失・廃棄の削減のための研究と実践的な戦略の共有によることを

含め、APEC の食料システムの環境パフォーマンスを向上させることにまとめてコ

ミットする。 
 

 
17. エコノミー毎の持続可能性目標の達成を支援するため、以下の行動にコミットする。 

 
 

a) 生物多様性と天然資源の枯渇や土壌利用 、水資源・利用問題に対処するた

め、現状の自発的な形で情報共有を促進し、開発、優良事例を活用する。 
 

b) 食料システムからの温室効果ガス排出の目録の向上のため相互に支援する。 
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c) 環境に優しく、自然に良い影響を与え、かつ持続可能な食料生産、加工、

流通への責任ある投資を奨励する優良事例を共有する。 
 
d) 各エコノミーが食料分野において幅広い異なる政策を実施していることを

認識し、我々は、関連する国際機関の取組の活用を含め、市場歪曲性を回

避・最小化しながら、環境に良い結果をもたらすであろう取組の特定、推

進に同意する。 
 

e) 各エコノミーの、それぞれの状況に基づいた具体的指標、たとえば UN/FAO
食料廃棄指標（FWI）又は他の適切な指標により、「2030 年までに⼩売・

消費レベルにおける世界全体の⼀⼈当たりの⾷料の廃棄を半減させ、収穫

後損失などの⽣産・サプライチェーンにおける⾷品ロスを減少させる。」

という国連持続可能な開発目標 12.3 に沿った、メンバーエコノミーの個別

あるいは共同の取組を支援するため、能力構築と優良事例の共有のための

ワークショップを提供する。現在の食料の損失及び廃棄の水準を減らすた

めにインフラとコールドチェーンへの官民投資を促進し、2025 年までにこ

の分野の進捗レビューを行う。 
 

 
官民連携 
 
18. APEC メンバーエコノミーは、食料生産と加工、流通、貿易、投資のフードバリ

ューチェーン全体を通じた民間セクターの中心的な役割を認識し、APEC 食料シ

ステムの機能を形成し強化するために、ABAC に先導される民間セクターと連携

して取り組み、以下の行動にコミットする。 
 

 
a) 食料分野のビジネス環境をいかに向上させるかについて PPFS に助言するた

め、各エコノミー内での官民セクター間の定期的な対話を促進する。 
 

b) ABAC 及び幅広い民間セクターとの意味のある連携を確保するために PPFS の
機能と業務内容をレビューし、民間セクターの優先事項と関心をより反映

し、関与を最適化する。 
 

 
 
スマート目標と 2030 年に向けた食料安全保障ロードマップの実施 
 
 

19. ロードマップ 2030 は、APEC 地域の全ての人々に、アクセス可能、入手可能で、栄

養のある十分な食料の提供に向けた道を提示し、適切に優先付けられ、特定された

具体的、計測可能、達成可能、適切かつ時間管理可能な（スマート）目標について

実施される。この達成のため、各エコノミーは以下に同意した。 
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a) それぞれの特定した行動に関する具体的な次の段階への進展を含め、ロー

ドマップ 2030 から実施計画作成への移行を促進するために、2022 年初頭

までにワークショップを開催する。 
 

b) 行動分野毎に、食料分野における生産者とビジネスにとって最も有意義な

成果を得られる優先度を反映し、各メンバーエコノミーがロードマップ

2030 を実現するために実施する具体的な自主行動やイニシアティブを特定

する実施計画を 2022 年に策定する。 
 

c) 2025 年に行動（及び進捗）のレビュー、2030 年にロードマップのレビュー

を行う。 
 


