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Ｇ７農業大臣会合 
危機時における持続可能な食料システムに向けた道筋 

（仮訳） 
 
  

１ 我々Ｇ７農業大臣は、すべての持続可能な開発目標（SDGs）に貢献す

る具体的な行動をとることによって農業分野が今日直面している世界

的課題に対処するため 2022年 5 月 13－14日にシュトゥットガルトに

会した。 

２ 3月 11日のウクライナに関する臨時会合にて採択された声明を想起

し、我々は、ベラルーシ政府により可能となった、ウクライナ領土の一

体性、主権及び独立に反するロシア連邦の大規模な、いわれのない、不

当な侵略戦争に驚愕し、これを非難する。我々はロシア軍によるブチャ

や他のウクライナの町での甚だしい暴虐を極めて断固とした言葉で非

難し、壊滅的な人的損失と苦しみに深い悲しみを覚える。我々は引き続

きウクライナ、またウクライナの人々と完全な団結の姿勢をとる。 

３ 我々は、ロシアのウクライナに対する侵略戦争によって世界の食料

安全保障及び栄養への深刻な影響が予想されるという大きな困難に直

面している。国際的に重要な地位を占めるウクライナの農業分野への

影響により、世界の食料安全保障及び栄養は深刻な緊張下に置かれ、世

界的な人道上の支援の必要性が更に高まっている。これに対しては、プ

ーチン大統領及びその共犯者が全責任を負うものである。戦争は、増大

する気候変動や環境劣化、他の紛争や COVID-19のパンデミックの影響

に既に直面している世界の食料システムを更に圧迫し、飢餓やあらゆ

る形での栄養不良の増加を招いている。この深刻な状況は輸出規制に

よって悪化しつつある。農産物価格の昨今の高騰がウクライナにおけ

る戦争によって更に悪化し、特に途上国において、脆弱な人々の経済状

況、ひいては健康的な食事へのアクセスに重大な影響を与えつつある

ことを、我々は深い懸念を持って留意する。さらに、エネルギーと貨物



運賃がフードチェーン全体の生産コストを上昇させている。肥料など

の投入財の供給停止や価格高騰によって、その手頃感ひいては利用が

減少し、結果として多くの国で収穫減を招きかねず、世界の食料安全保

障及び栄養に更なるプレッシャーを与えることになる。また戦争がも

たらす動物疾病のリスク増加は、農家に更なる負担をかけている。我々

は、4月 8日の FAO理事会特別セッションでなされた「ウクライナとロ

シアの紛争が世界の食料安全保障と関連する事項に与える影響につい

ての決定」への支持を強調する。 

４ これらの課題に対処する緊急の必要性に鑑み、我々はウクライナに

おけるロシアの侵略戦争の影響に対する即時の及び継続的な行動をと

ることにコミットする。我々は、ウクライナの人々に対する食料供給の

確保を支援するとともに、ウクライナの農業者に対して、燃料、肥料、

及び飼料等の必要不可欠な投入財へのアクセスや、十分で安全かつ栄

養価の高い食料の生産を支援することにコミットする。我々はまた、ウ

クライナの農産物輸出の再開を支援する。 

５ 我々は、ロシアのウクライナ侵略によって高騰すると予想される投入

財及び食料価格の動向を監視することにコミットする。この観点から、

我々は G20農業市場情報システム（AMIS）、FAO、そして経済協力開発

機構（OECD）に対し、とりわけ食料安全保障への影響と食料価格の変動、

食料備蓄水準に関する分析と提言を提供することを求める。我々はこの

イニシアティブの資金調達を確保するために、AMIS の拠出金提供国の

拡大に努めることにコミットする。我々は、投入財市場をより緊密に監

視することの必要性を強調する。我々は、時宜を得たデータや完全で透

明性のある情報を提供するために、G20メンバー国と協働することにコ

ミットし、他の AMIS加盟国に対しても同様に対処するよう呼び掛ける。

我々は、特に肥料市場の監視強化を円滑にするため、AMIS への追加的

な資金を任意に提供しており、他国も同様に対処するよう呼び掛ける。 

６ 我々は、市場の円滑な機能を安定させ可能にし、よって食料供給を確

保し、更なる価格高騰を招きかねない過度の食料備蓄を避けるため、必

要に応じて迅速で効果的、そして非歪曲的な措置をとることにコミット

する。我々は肥料価格の高騰及び供給停止等の課題に鑑み、植物の栄養

のニーズに対処することにコミットする。さらに、我々は食料安全保障



を確保するため、第 12回 WTO閣僚会合において、貿易ルールの安定化

に向け協働することにコミットする。 

７ 我々は、ロシアが輸出規制を課し、地政学的理由から食料や投入財の

輸出規制を活用して、世界市場からウクライナの農産物の多くを奪い、

更なる世界的な食料不安を招いていることを特に非難する。我々は、引

き続き輸出に関するいかなる不当な制限措置をも執らないようにする。

そのような措置は、国際市場において既に見られる食料・投入財価格の

変動の増大を悪化させ、それにより世界の食料サプライチェーンの全て

の面での継続的な回復を、そして、より広く食料安全保障と栄養を脅威

にさらし得るものである。ロシアのウクライナ侵攻の影響は、世界の食

料安全保障と栄養に著しいリスクを引き起こしており、我々は不当な輸

出規制の行使に対抗するために、WTO 等において、前向きな成果を引き

出すために協働する。我々はまた、脆弱な国々・人々の食料安全保障や

栄養価の高い食料へのアクセスを脅かす、いかなる投機的行為にも立ち

向かう。 

８ 現時点での重要な課題に対処する一方で、我々は持続可能で強じんな

農業・食料システムに向けた取組を継続することに明示的にコミットす

る。この観点から、我々は世界食糧計画（WFP）、食糧農業機関（FAO）、

国際農業開発基金（IFAD）、世界食料安全保障委員会（CFS）及び国際金

融機関を含む、全ての関連する多国間機関の取組を支持する。気候変動

及び生物多様性の損失、紛争、そして COVID-19パンデミックは未だに進

行中で生活に影響を与えており、また不幸なことに、お互いを強め合っ

ている。我々は短期の食料危機を解決するために、これらの課題のどれ

かの取組を遅らせることに反対する。そのようなことをすれば、中期的

及び長期的にネガティブな結果をもたらすことになるからである。我々

は、ロシアの戦争の直接的な影響と各国への関節的な影響に積極的に対

処するため、そして、ウクライナが強じんな農業分野を再建することを

助けるために、パートナー国と継続して協働していく。 

９ 我々は国連事務総長主導の、関連する全ての利害関係者を議論に引き

込んだ「食料、エネルギー及び財政に関するグローバル危機対応グルー

プ」を支持する。G7は、同じ考えを持つ国々と共とともに、本プロセス

で中心的役割を果たすつもりであり、同グループが迅速かつ透明性のあ

る方法で行動することを促す。我々は、G7首脳が食料安全保障及び栄養



について強調したことを歓迎する。首脳は、以下のように述べている「「我

々は、機運と協調を確保するための我々の共同イニシアティブとしての

食料安全保障のためのグローバル・アライアンスやその他の取組を通じ

て、世界の食料危機の原因と影響に対処する。我々は、食糧農業強靱化

ミッション（FARM）や、アフリカ及び地中海の国々に向けたものを含む

主要な地域的なアウトリーチ・イニシアティブなどといった様々な国際

的なイニシアティブで計画されているように、政治的コミットメントを

具体的な行動に移すという目標の下、G7以外の国際的なパートナー及び

組織と緊密に協力する。」 

10 我々は、増加する世界人口を養い、持続可能な開発のための 2030アジ

ェンダの完全な実施を達成するにあたり農業分野が中心的役割を担うこ

とを強調する。我々は、世界の食料安全保障と栄養の達成のためには、

持続可能性における三本柱を認識しつつ、国内、国際双方において、持

続可能な食料システムへの継続した変革が必須であると確信している。

この観点から、我々は、飢餓及びあらゆる形態の栄養不良を終結させ、

持続可能で強じん、かつ包摂的な食料システムの構築を提唱した、2021

年の国連食料システムサミットにおける国連事務総長の行動宣言を歓迎

する。我々は、「持続可能な食料システムへの道筋」の実施及び「国家

的・個別的・世界的対話及び行動コアリション」に留意する。 

11 Ｇ７は、ウクライナにおける戦争によって引き起こされた農業危機に

対処するとともに、持続可能な食料システムに向けた道筋を発見し、責

任をもって将来に投資していくに当たり、国際的なリーダーシップと野

心を示すことにコミットする。我々は、国家的な食料安全保障という文

脈における十分な食料への権利を漸進的に実現するため、決定的、協調

的、分野横断的かつ集団的な行動をとるとともに、適切な政策とプログ

ラムを通じた途上国への支援を含め、農業者の生活水準を高めることに

コミットする。我々はこのようにして、農業の生産性及び生産、そして

農業エコシステムの強じん性を持続的に増加させたいと考えている。食

料の損失及び廃棄、バランスの取れた健康的な食事の促進の問題にも取

り組まなければならない。我々は、万能の解決アプローチはなく、各地

域の状況を考慮しなければならないことを認識する。 

 



12 我々は、国連食料システムサミットの目標に継続して関与し、支援す

ることにコミットする。この点に関し、我々は、WTO ルールを尊重しつ

つ、持続可能な生産を促進するための政策をより活用することへの移行

を続けることにコミットする。これらの政策には、気候変動の緩和と適

応の促進、環境保護、生物多様性の損失の食い止め、健康的な食事の促

進を含む。このため、我々はこれらの目的を農業・食料政策に統合する

ことにコミットする。我々は、2021 年英国議長下での G7 首脳によるコ

ミットメントを想起し、持続可能な開発目標に貢献する政策を継続して

促進し、必要に応じてネイチャー・ポジティブな成果を出すべく行動す

るとの目的のもと、農業に関する政策やインセンティブが環境、特に生

物多様性や気候に与える影響を評価するための更なる分析に期待する。 

13 食料システムの変革のためには、強力で包摂的な、幅広い利害関係者

が関与したアプローチが極めて重要である。この観点から、我々は、世

界食料安全保障委員会（CFS）における協働と、その様々な任意ガイドラ

イン、提言と原則を歓迎する。我々は、CFSと IFADの密接な協力と調整

の必要性を強調する。我々は、CFSに対し、気候変動の緩和と適応、及び

生物多様性の損失に関連する食料安全保障と栄養の課題について、その

マンデートの範囲内で取り組むことを求める。この取組は、所得機会を

含む小規模農業者のニーズに対処するとともに、あらゆる形態の差別を

防ぎつつ、農業従事者・労働者としての女性の根本的な貢献に対処すべ

きである。 

14 我々は、食料システムや土地利用の変化が、気候変動の要因であるこ

とを認識する。同時に、農業、林業、漁業、水産養殖業が、気候変動に

よる影響に対し特に脆弱であることを認識する。我々は、「パリ協定」

の完全かつ迅速な実施についてのコミットメントを再確認する。我々は

「グラスゴー気候合意」を迅速に実行するにあたり、十分な役割を果た

す意向である。我々は、すべての人々へ充分かつ安全、健康的で栄養の

ある食生活を提供すべく、気候変動に対する適応を強化するための既存

の取組を強化する意向である。我々は、ネットゼロ達成を目指す温室効

果ガス削減のための取組を可能な限り迅速に、そして遅くとも 2050年ま

でに強化することにコミットする。我々は、（気温上昇を）1.5℃以内に

抑えることが可能であるよう、農業や土地利用分野における分野毎の取

組を引き続き強化する。このため、我々は、メタン排出の削減、持続可

能な森林運営、そしてエネルギー消費の削減等の持続可能で気候に優し



い農業手法を促進することで気候緩和措置の促進にコミットする。この

観点から、我々は、UNFCCC COP26の成果を想起し、特に「森林と土地利

用に関するグラスゴー・リーダーズ宣言」への我々の共通のコミットメ

ントを強調する。我々は、「農業に関するコロニビア共同作業」や気候

変動の適応・緩和のための将来的な解決策に関するそれぞれのイニシア

ティブにおける、またはその枠を超えた議論が更に行われることに期待

する。 

15 我々は、農業と生物多様性が強く相互に関連していることを認識する。

農業は生物多様性の保全や持続可能な利用に大きく貢献しうる一方で、

農業はまた世界的な生物多様性の損失の主要因でもある。我々は持続可

能な農業生産性の向上、有機農業、アグロエコロジーやその他の革新的

なアプローチ、その他の生物多様性にやさしい取組は、生物多様性の保

全や改善の手助けになっていることを強調する。農薬の責任ある利用と

持続可能な統合的害虫管理は、生物多様性に対して極めて重要な貢献で

ある。我々は農業生物多様性、伝統的に栽培されてきた動植物の多様性、

花粉媒介者、及び土壌の健康の保全にコミットする。我々は、CBD COP15.2

において締約国間で合意される強い目標とともに、野心的且つ効果的な

2020 年以降の世界的な生物多様性の枠組を促進し迅速に実行すること

にコミットする。 

16 我々は、環境への栄養素の損失削減、栄養素の再循環や有機物で構成

された肥料の混合利用を含む、農業における効率的で持続可能な栄養素

の管理促進にコミットする。我々は、栄養素の損失を削減し、気候変動

を緩和し、生物多様性の損失を食い止め、回復させつつ、作物、樹木、

及び牧草の栄養ニーズに対応した効率的かつ責任ある肥料利用を支持す

ることにコミットする。 

17 我々は、農業及び食料システムにおける AMRの世界的な闘いを加速化

させるために、ワンヘルス・アプローチを実施するという我々のコミッ

トメントを再確認する。我々は、農業や食料システム、そして人間の健

康に対する生態学的脅威とリスクを防ぎ、軽減し、管理するために食料

システムにおいても抗菌剤の必要性及び不必要な使用の軽減に向け行動

することにコミットする。我々は人類、動物そして環境の健康を守る基

盤としてのフードチェーンにおける抗菌剤の管理の重要性を認識する。

我々は、ワンヘルス・アプローチに沿った AMR削減に向けた重要なステ



ップとして、コーデックスの「食品由来抗菌薬耐性の統合的モニタリン

グとサーベイランスに関するガイドライン」（CXG 94-2021）と「食品由

来抗菌薬耐性の最小化と抑制のための実施基準」（CXC 61-2005）を歓迎

し、その遵守及び適用にコミットする。これらのガイドラインの実施の

一部として、我々は、それぞれの国において抗生物質耐性と抗生物質使

用についての既存の国家的に統合された監視・サーベイランスシステム

を確立すること、もしくは強化することにコミットする。これは、適切

であれば人間用及び動物用医薬品、農業、作物生産、動物生産及び環境

サンプルからのデータの使用、及びリスク評価について通知し緩和の機

会を特定するための証拠基盤の強化を含む。我々は、国際植物防疫条約

（IPCC）において植物検疫目的での植物または作物への抗菌薬の責任あ

る使用に関する基準を策定することを促す。 

18 我々は動植物を健康に保つため、すなわち薬物耐性（AMR）の負担を軽

減し動物由来共通感染症のリスクを防ぐためには、持続可能な生産シス

テムが重要な要素であるという事実を強調する。我々は、動物由来感染

症、動物性病原体、植物疾病、病原体と侵入外来種を含む持続可能な食

料生産システムに対する脅威とリスクに関する行動をとる。我々は、食

料生産動物間での外来病・風土病の蔓延及び伝播に対処する。我々は、

科学的なリスクの分析に基づいて、AMR 及び新興かつ土地特有の動物由

来感染症やその他の脅威を防ぐ、もしくは闘うためのワンヘルス・アプ

ローチの実施強化のため、四者機関（OIE、FAO、WHO、UNEP）、及び「ワ

ンヘルス・ハイレベル専門家パネル」の取組を歓迎し、奨励する。 

19 我々は、食品の損失及び廃棄が、持続可能な食料システムへの変革に

おいて引き続き世界的課題であり、緊急かつ集団的な取組を要すること

を強調する。我々は、食品の損失及び廃棄の削減が、温室効果ガスの排

出削減を含む複数の SDGs 目標を実現するために必要な分野横断的課題

であることを認識する。特に、我々は、2030年までに、小売・消費者レ

ベルにおける世界の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失を

含む、生産とサプライチェーンにおける食料の損失を削減するという我

々のコミットメントを再確認する。 

20 我々は、食料安全保障を促進し栄養のある食べ物をより手ごろに入手

できるようにするために、より強じんな食料システムを構築するべく、

公平な、開かれた、透明性のある、予見可能な、無差別でルールに基づ



いた貿易が不可欠であることを認識する。我々は、世界貿易機関（WTO）

ルールと整合した、透明かつ予見可能な貿易政策の重要性を強調する。

我々は、いかにして世界貿易における持続可能性と包摂性が改善されう

るか、またいかにして世界の貿易ルールをもって現下の農業、食料及び

持続可能性上の課題に対処できるかを模索し続ける必要性を強調する。

農業貿易が生物多様性、環境そして気候に及ぼす影響に関する今後の更

なる分析は、気候や環境にやさしい貿易の政策についての情報提供に役

立ち得る。我々は前向きな成果を得るため、そして気候変動と生物多様

性の損失に関する目標に対する、我々の現在進行形のコミットメントを

示すため、第 12回 WTO閣僚会合に向けて、他の WTOメンバー国とともに

建設的に取り組むことにコミットする。 

21 我々は、世界の農業サプライチェーンが、世界中で安定的かつ多様な

食料供給に貢献し、世界の食料安全保障と栄養を確保するための主要な

鍵となることを強調する。我々は、農業サプライチェーンを多様で持続

可能、効率的かつ強じんにすることに取り組むことにコミットする。こ

れは、特に危機時かつ地政学的不安時において、世界の食料供給を守る

ことへの重要な貢献となる。 

22 我々は、農業サプライチェーンにおける経済的、社会的及び文化的な

権利を含む人権を尊重し、促進することにコミットする。我々は、農業

サプライチェーンにおいて児童労働、強制労働、人身取引や現代的奴隷

制度が存在することを大いなる懸念をもって認識し、これらの非人道的

で人間の品位を貶めるような扱いの排除に向けて取り組むことにコミッ

トする。この観点から、我々はまた、民間部門と市民社会が児童及び強

制労働との闘いを遂行できるようなイニシアティブを奨励する。 

23 我々は、持続可能な農業サプライチェーンには、責任ある企業行動

（RBC）が必要であることを強調する。我々は強制労働に関する 2021年

G7貿易大臣声明と、デュー・デリジェンスに関する既存のガイダンスの

促進を通じたビジネスにおける予見可能性と透明性向上へのコミットメ

ントを想起する。我々は、「責任ある農業サプライチェーンのための

OECD-FAOガイダンス」が包括的な国際的枠組みとして産業界に更に普及

し適用されるよう、行動することにコミットする。我々は、農業サプラ

イチェーンにおける幅広い利害関係者、産業界、認証イニシアティブに

対し、このガイダンスとその他国際的なガイドラインや RBCの原則に沿



うことを求める。我々は OECDによって実行され、そのようなイニシアテ

ィブを向上させることを目的とした ITCによるツールの発展によって支

えられている提携を評価するための取組を認識する。 

24 気候危機、生物多様性の損失、森林減少及び土地の劣化によって引き

起こされる課題に鑑み、我々は、持続可能で透明性の高いグローバル農

業サプライチェーンが最も重要であることを強調する。我々は、先進国

として、より持続可能な消費と生産を奨励するという世界市場における

強い役割を認識する。円滑に機能した市場によって支えられた持続可能

な生産や持続可能な消費パターンへの需要の高まりは、生産者や企業が

持続可能な生産パターンへ移行する取組を支えることができる。我々は、

地域レベルを含む持続可能な農業サプライチェーンへの貢献における家

族農業者、漁業者、そして小規模農業者が果たしうる役割を認識してお

り、我々の政策において、とりわけ女性や若者、脆弱な人々を含むより

広い包摂性の促進にコミットする。我々は、持続可能な農業サプライチ

ェーンへの継続的な変革を促進することにコミットする。 

25 森林は自然環境における多機能的な役割を通じて、農業サプライチェ

ーンにおいて必要不可欠な役割を果たしている。そのため我々は世界的

な森林減少、とりわけ農業の拡大によって引き起こされる場合を懸念し

ている。我々は、「国連森林戦略計画」と６つの世界森林目標に対する

我々のコミットメントを想起する。恒常的な森林の喪失は、気候、生物

多様性、土壌ひいては、食料安全保障や栄養を脅かす主たるものである。

そのため、我々は持続可能な方法で管理された森林において生産され、

合法的に収穫された木材製品の消費促進にコミットする。我々は、農業

生産を森林減少と森林劣化から切り離す、持続可能な食料サプライチェ

ーンへの支持を増加させることにコミットする。我々は森林減少を食い

止めるという目標を支持するため、優良事例を共有し、ガバナンスと透

明性の強化を含めたアプローチを探求しながら協働することにコミット

する。我々は規則を回避するためにサプライチェーンを移行するという

リスクを防ぐため、農産品の持続可能なサプライチェーンを通じてこの

目標の達成を目指す。我々は、WTO のルールに沿ってサプライチェーン

全体における共通の解決策に向けて取り組むために、他の消費国、生産

国、民間分野及び全ての利害関係者との対話が重要であること、そして

我々にはその用意があることを強調する。そのため、我々は、持続可能

なサプライチェーンへの移行を支持するために生産者と消費者と協働



し、森林・農業・コモディティ貿易（FACT）対話及びその他関連するイ

ニシアティブに積極的に貢献し、成果に導く。我々は、OECDと FAOによ

る進行中の「森林減少、森林劣化及び農業サプライチェーンのデュー・

デリジェンスに関するビジネスの手引き」に関する取組に感謝する。 

26 我々は、責任ある農業サプライチェーンに対処する異なるルール、任

意ガイドライン及び民間基準があることに留意する。我々は、異なる国

家ごとの事情があることを認識しながら、首尾一貫した理解と補足的な

アプローチに向けて取り組む機会を認識する。一貫性を持たせるため、

その基盤については OECD その他の機関からの責任あるビジネスの実施

に関する既存の権威ある基準やガイドラインに注意する必要がある。我

々は、G7各国による、持続可能な農業サプライチェーンのための任意・

義務的なデュー・デリジェンス措置の一覧を収集・調査することを OECD

に委任するとの議長国のイニシアティブを歓迎する。このマッピングの

一部として、OECDは、他の適応可能な環境、社会、人権基準も調査する。

この調査には、とりわけ生産国の小規模農家への予期しない影響の可能

性も考慮に含む。この一覧表に基づき、支配的な要素とニーズを特定し、

可能であれば、持続可能なサプライチェーンを促進するためのＧ７の政

策措置の質と一貫性を強化することできるだろう。 

27 我々は、生態系サービスを向上させ、気候変動の緩和・適応を改善し、

生物多様性の保全を前進させるような持続可能な土地管理慣行を促進す

ることの重要性を強調する。我々は必要に応じて農業や食料生産の回復、

気候、自然、健康そして人々にとってのコベネフィットを認識しながら、

農業及びより幅広い土地管理慣行における社会的・環境的セーフガード

について自然に基づいた対処法を促進することにコミットする。 

28 我々は、現行の土壌炭素隔離に向けた取組とそれぞれの見込みや課題

について議論した。炭素隔離の強化に向けた活動は、気候管理や食料安

全保障を改善し、生物多様性の保全を強化すると同時に、農業生産性を

増加させ農業従事者の収入源となりうる持続可能な土地管理への移行を

助けるようなアプローチである。我々は、気候や生物多様性に関する目

標に到達するため、また土壌有機物を維持し育てることを支持するため

に、パートナーシップを築き、土地管理慣行を調整すべく融資を提供す

る機会について強調する。我々は、土壌汚染の防止及び土壌の有機物貯

留の維持と増加の重要性、特に土壌の生物多様性、保水性、土壌の劣化



軽減、強じん性の強化を含む土壌の健康にとっての幅広い利益を認識し、

これに応じて国の政策を促進、実施することにコミットする。 

29 議論をする中で、我々はまた、温室効果ガス排出を相殺するために利

用される炭素隔離の慣行が、特に、長期的な炭素貯蔵の確保、漏洩の影

響や二重計上、生物多様性・水・土壌への潜在的なネガティブな影響の

防止といった課題を引き起こすことを認識した。効果的な実施を確実な

ものにするため、これらについて小規模農家を含めて対処する必要があ

る。 

30 我々は、最低限の基準、炭素隔離の証明のための検証可能な手続の必

要性を確認する。我々は、炭素隔離の強化に向けた取組は全ての分野に

おける温室効果ガス排出を削減するために必要な取組に対して置換する

ことはできず、互いに補い合わなければならないものであることを宣言

する。我々は、持続可能な土地管理慣行のため排出、削減、そして除去

を正確に説明すべく関連する IPPC 手法と矛盾せずに監視、報告、確認

（MRV）手法を改善することの重要性を認識する。我々は更なる科学的背

景の交換を目指した多国間におけるワークショップを、おそらく IPCCと

共に実施するという議長国の計画を歓迎する。 

31 我々は、食料システムの強じん性と持続可能性を高めるため、リビン

グラボのアプローチを含む研究とイノベーションを促進することにコミ

ットし、持続可能な生産と農業生産性の向上に導く我々は農業分野の研

究及びイノベーションに対する官民投資増加の必要性を認識する。我々

はまた、様々なレベルでの共同研究や任意の情報共有を促進すること、

また科学と政策の接点を強化することにコミットする。我々は、新型コ

ロナウイルスからの世界的な回復を助けるため、世界的な農業に関する

研究体制の動員、そして食料安全保障及び栄養上の課題、気候変動や生

物多様性が食料システムに与える影響とウクライナが現在置かれた状況

によって引き起こされている世界の食料安全保障への影響への対処に改

めてコミットする。 

32 我々は、技術とデジタル農業ソリューションは持続可能な食料システ

ムの達成に極めて重大な貢献をするということを提唱する。これらは健

全な科学に基づいて開発され、倫理的、公平、責任のある、ジェンダー

に配慮した、人種問題に対しても公正に拡大され実施されるべきである。



同時に、知的財産権やデータプライバシーの適切な保護は保証されなく

てはならない。これらの技術や解決策は様々な状況や生産システムを考

慮しなければならない。我々は、全ての人々、特に、小規模農業者や家

族農業者、先住のコミュニティ、女性及び若者にとって、アクセス可能

で手頃な、容易に入手できる解決策の必要性を強調する。我々は、農業

者が訓練、助言や融資を得られる環境を確保するための継続的な措置を

講じる。 

33 我々は FAO と OECD の専門的知識に感謝し、本コミュニケで扱われた

問題に引き続き取り組むことを求める。 

34 我々は「変化する環境における持続可能な農業・食料システムの構築

：課題と変革をもたらすような解決策の共有」に関する、今年 11 月の

OECD農業大臣会合に期待している。 

35 我々は、G7議長国であるドイツの作業に感謝し、2023年 G7議長国の

日本の作業に期待する。 

 

 

 

 

 


