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APEC食料安全保障担当大臣会合議長 
タイ 農業・協同組合大臣 
Chalermchai Sri-on閣下 
 
拝啓 
 APECビジネス諮問委員会（ABAC：APEC Business Advisory Council）を代表し、APEC域内に
おける持続可能で安全、確実かつ包摂的な食料システムの構築について ABACの見解と提言を共有
するためにご連絡いたします。 
 
 食料不安、人口増加、気候変動の悪影響といった差し迫った課題を背景に、世界が深刻な食料危機
に直面していることは、極めて憂慮すべき状況です。ここ数カ月は価格下落の兆しが見えますが、 
穀物、油糧種子、肥料などの重要品目に不足が生じ、価格が急騰しています。世界銀行の食料価格
指数（Food Commodity Price Index）は今年 3月に最高値を付け、2年前より 80％以上高くなりま
した。 
 
 残念なことに、その対策として多くの国・地域が制限的な保護主義的アプローチを取っており、
国際食糧政策研究所（IFPRI：International Food Policy Research Institute）によれば、6月末時点
で 18 の国・地域が 31 品目の食料品の禁輸を実施し、さらに 5 つの国・地域が 6 品目に制限的な 
輸出許可制を導入しています。また、貿易を歪める農業補助金も増加しています。 
 
 こうした食料不安の高まりは、何年もかけて築き上げられた発展の成果を損なうだけでなく、 
国連の持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）の 2030年までの達成を脅か
し、より広い意味では、強靭で持続可能かつ包摂的な地域になるという APECの目標達成に向けた
進展をも妨げています。 
 
 APEC参加国・地域は、短期的な食料危機と、より長期的な域内の食料安全保障の見通しの両方
に対応すべく行動しなければなりません。 
 
 短期的には、APEC 参加国・地域の食料安全保障担当大臣の皆様に対し、先般世界貿易機関 
（WTO：World Trade Organization）の閣僚会議で採択された「食料不安への緊急対応に関する 
閣僚宣言（Ministerial Declaration on the Emergency Response to Food Insecurity）」で示された 
決意を確認するよう要請します。同宣言は、貿易が国内生産とともに世界の食料安全保障の向上に
極めて重要な役割を果たすことを認識したうえで、貿易を円滑化し、緊急措置を可能な限り貿易の
混乱を最小限に抑えるものとし、関連する WTO 規定と整合的でない禁輸措置や輸出制限を課さ 
ないことの重要性を再確認することを約束するものです。これらの措置は、WTO が進めている 

民間部門がなすべきことは、デジタル技能訓練プログラムなどを含め、多いと は認識してい
ます。 参加国・地域全体で、起業活動やイノベーションなどの分野における指導的地位への
女性の参画を確保するためには、他にもやらなければならないことが数多くあります。 は、
取り残されて十分なサービスを享受できていない零細・中小企業が経済的包摂を促進する自社の
取り組みを強化し、それぞれの企業で女性の経済的エンパワーメントとジェンダー平等への取り
組みを推進するうえで取り入れられるベスト・プラクティスの特定を目指しています。その方法
として、 のパートナー、 女性と経済に関する政策パートナーシップ（ ：

）、官民部門のステークホルダー、学術界関係者など、
参加 カ国・地域全体のさまざまなステークホルダーと協力して、対話やワークショップ

を実施していきます。

戦略的な経済回復計画に女性を完全に取り込まなければ、アジア太平洋地域の回復も再建もかな
いません。われわれは政策立案者の皆様に対し、アジア太平洋地域の女性に平等な機会を与え、
経済活動への参画を促し、個人的成長を可能にする適切な仕組みを構築するための政策環境づくり
を要請します。これらの目標に向かって皆様と協力できることを楽しみにしております。

敬具

年 議長
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Development Bank）など〕や企業パートナーシップ（シード･ファンディングやシード･プロ
グラムなど）による責任ある資金調達・支援イニシアティブに関与し、これを支援する。 

3. より歪みの少ない世界市場の実現に向けた取り組みを継続する。 
 農業・食料貿易に対する非関税障壁（食料安全保障ロードマップ第 12（c）項）と歪みを 
もたらす農業補助金（食料安全保障ロードマップ第 11項）の削減を後押しする。 

4. 食料エコシステムのすべての領域にわたる国境を越えた協力を実現する。 
 食料生産者や食品製造業者、流通業者や貿易業者、経済学者や技術者などの関連する研究者
を含む、食料エコシステムの全領域にわたる関係者と協力を図る。その際、生産性と市場へ
のアクセスの向上ならびに食品ロスと食品廃棄の削減を図る措置など、飢餓と栄養不良の 
解消に向けた進展を妨げている政策上の障壁を特定するために、食料システムにおける民間
部門関係者との緊密な協力を義務付ける食料安全保障ロードマップ第 12（f）項の規定に 
留意する。 

 「アジア太平洋食料安全保障情報プラットフォーム（APIP：Asia-Pacific Information Platform 
on Food Security）」を通じ、農業・食料部門のデジタル化とイノベーションに関する国境を
越えた研究協力と産学官パートナーシップについての情報共有・交換を奨励し、促進する 
（食料安全保障ロードマップ第 8（e）項）。 

 域内全域に実践例を普及させるために産学官が協力しなければならない。また、農業の変革
を促すために、APEC 参加国・地域および関連企業が国際レベルで資源を共有し、政策を 
提案し、協力することが推奨される。 

5. 新技術の導入とイノベーションを含む、食料安全保障ロードマップに示された食料安全保障 
デジタル・プランを策定し、完全に実施する。 
 農業生産、流通、貿易の近代化に向けて、ビッグデータや人口知能（AI）などの革新的な 
デジタル技術を活用し、農業・食品部門のバリューチェーン全体をより適切に管理する。 
例：生産に関するビッグデータ分析の活用によって、的を絞った肥料や除草剤の使用を可能
にする「スマート農業」や「精密農業」は、コストや時間、生産投入財の節約を可能にし、
効率化、収量の増加、環境への影響の低減に寄与する。また、フィンテックへのアクセス 
支援やデジタル貿易促進措置、電子商取引チャネルによって、包摂性、効率性、強靭性を 
高めることができる。 

6. バイオ・サーキュラー・グリーン（BCG）モデルを導入し、革新的な食品加工生産を促進する。 
 食品ロスと食品廃棄を防ぎ、生産全体の持続可能性を高めるため、生産プロセス全体を管理
する。 
例：低耕起栽培や不耕起栽培、端境期における被覆作物の利用、輪作の積極活用といった 
環境再生型農法を拡大するとともに、最新の技術とツールを導入する。 

 代替タンパク質、植物由来タンパク質、昆虫由来タンパク質といった未来の食品の栄養価を
評価する。 

 
敬具 

 
2022年 ABAC議長 
Kriengkrai Thiennukul 

改革の取り組みを補完し、国連および食料支援や食料安全保障への対応を責務とする国際機関 
〔国連世界食糧計画（WFP：World Food Program）、国連食糧農業機関（FAO：Food and Agriculture  
Organization）など〕を支えるものであるべきです。ABACは、こうした課題に対処し、包摂的で
持続可能な農業、イノベーション、開かれた貿易を促進する建設的で責任ある取り組みを歓迎し、
奨励します。 
 
 長期的には、困難な課題はあるものの、「2030 年に向けた APEC 食料安全保障ロードマップ 
（APEC Food Security Roadmap Towards 2030）」に掲げた目標によって、APECは域内で暮らす
人々が必要な栄養や食の嗜好を満たすため、安定的に安全で栄養のある食料を手頃な価格で十分に
得られるよう支援する態勢を整えています。 
 
 その枠組みの中で、ABACは以下に詳述するように、i）農業生産、流通、貿易への新技術導入の
支援を目的とする「APEC食料安全保障デジタル・プラン（APEC Food Security Digital Plan）」の
策定と実施、ii）栄養価の高い「未来の食品」をつくる革新的な食品加工法の推進などのイノベー 
ション、iii）バイオ・サーキュラー・グリーン（BCG：Bio-Circular-Green）モデルや環境再生型
農法の導入をはじめとする持続可能性の確保、を特に重視しています。また、非関税障壁や、歪みを
もたらし環境に悪影響を及ぼす農業補助金などを是正する意欲的な貿易改革の必要性も強調します。 
 
 これらの措置は、例えば、より円滑な貿易を促進することで、現在の危機が域内の国・地域に 
及ぼす影響を緩和する役割を果たしますが、それと同じくらい重要なこととして、アジア太平洋地域
に持続可能で強靭な食料システムを長期的に構築することにつながります。したがって、新たな 
「2030年に向けたAPEC食料安全保障ロードマップ」を一刻も早く実施することが極めて重要です。 
 
 そのためには、「APEC食料安全保障に関する政策パートナーシップ（PPFS：Policy Partnership 
on Food Security）」のもとでの協力継続に加え、官民部門の戦略的関与と連携の強化が欠かせま 
せん。しかし、ABAC は、食料安全保障ロードマップ第 18（b）項においてすべての APEC 参加 
国・地域が合意したとおり、PPFS の機能に関する包括的レビューの完了を見届けたいと考えて 
います。これは民間部門との意味のある連携を確保するために不可欠であり、「民間部門の優先事項
と関心をより反映し、関与を最適化する」ものです。 
 
提言 
1. 現下の食料危機の深刻化を防ぐためにあらゆる措置を講じる。 

 i）ペーパーレス貿易、相互運用可能な電子シングルウィンドウ、電子サプライチェーン管理
などの革新的な方法によって貿易の円滑化を支援し、ii）WTO 原則と整合的でない禁輸 
措置や輸出制限を導入せず、iii）緊急措置を貿易の混乱を最小限に抑える、時限的かつ的を
絞った透明性の高いものとし、WTOのルールに従って通知・実施されるようにする。 

2. 食料不安に対する世界的な取り組みと協調・協力する。 
 国連および食料支援や食料安全保障への対応を責務とする国際機関（WFP、FAO など）の 
取り組みに加え、一層深刻化するこれらの難題に対処するために包摂、持続可能性、イノベー
ション、開かれた貿易の促進に取り組む多国籍開発銀行〔アジア開発銀行（ADB：Asian 
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