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人新世におけるグローバルコモンズの管理指標
日本は持続可能でない農産を大量に輸入？
Global Commons Stewardship Index (GCSi)、Nobel Prize Summit

達成のためには食料システムの変革が必要

健康的な食事；地球の健康も含める。
超加工食品は環境にも良くない？
EAT財団、サンパウロ大

FFSとみどりの食料システム戦略に関するキーワード

António Guterres

5年経っても少しも進まない（コロナで悪化した）。
食料システムの歪み、根本的な原因はどこにあるか。



目標2；飢餓を終わらせ、食糧の安定確保と栄養状態
の改善を達成し、持続可能な農業を推進する

2.1 2030年までに飢餓を撲滅し（略）、一年中安全かつ栄養
のある食料を十分得られるようにする。

2.4 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生
態系を維持し、（略）持続可能な食料生産システムを確保し、
強靭（レジリエント）な農業を実践する。

農業・食料に関するSDGsの例

目標6；全ての人々に水と衛生へのアクセスと持続
可能な管理を確保する

6.4 2030年までに（略）淡水の持続可能な採取（略）。
6.5 2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆる
レベルでの統合水資源管理を実施する。
6.6 2020年までに、（略）水に関連する生態系の保護・回復を
行う。

赤；海外主体、青；国内主体
両方の場合は赤で表示



農業・食料に関するSDGsの例

目標3；あらゆる年齢のすべての人々の健康的な
生活を確保しwell-beingを推進する

3.4 2030年までに、非感染性疾患（NCDs）による若年死亡率
を、予防や治療を通じて３分の１減少させ（略）る。
3.D 全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康
危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理の
ための能力を強化する。 ※；肉体的、精神的、社会的に満たされている状態、≠ 福祉

目標12；持続可能な消費と生産のパターンを確保
する

12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理および効率的
な利用を達成する。
12.3 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。

赤；海外主体、青；国内主体
両方の場合は赤で表示



SDGs Dashboardの問題点
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「2021 SDG Index and Dashboards」※での日本の評価

※；ベルテルスマン財団と持続可能な開発ソリューションネットワーク（SDSN）2021年6月

11位（2017）⇒15位（2018～2019）⇒17位（2020）⇒18位（2021）

日本のSDGsの成績は全体では毎年少しづつ低下。

関連する目標（2,3,6,12）はそれほど悪くない？

⇒波及効果（輸出入等）を十分には反映していない。



新たな地球の管理指標；GCSi

グローバルコモンズ；
人類が地球規模で共有すべき資産（国際公共財）
生態系（大気、大地、太陽、海洋、水、気候、氷層界等）だけでなく、宇宙、サイバー空間、
国連、国連PKO、国際条約といった、人類の存続に必要な活動も含まれる。

科学的データにもとづいて、各国毎の、
地球環境に影響する主要６要素※への
負荷実績、目標達成度の評価指標
※；大気、生物多様性、気候変動、土地利用、海洋、水

Global Commons Stewardship Index (GCSi)
＝グローバルコモンズの管理指標

東大グローバルコモンズセンター、国連SDSN、ポツダム気候
変動研究所、世界資源研究所等が作成

GCSiのパイロット版を2020年に公開
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GCSi（パイロット版）におけるプラスチックの評価

国内指標でみると日本は悪くない
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相対値 絶対値

NOx排出量 BB CCC

SO₂排出量 A CCC

陸域の生物多様性の脅威 AA A

淡水の生物多様性への脅威 AA AA

海洋生物多様性の脅威 AA CCC

気候 温室効果ガス排出量 CCC CCC

土地 アンモニア排出量 AA A

水域に輸出可能な窒素 AA AA

希少な水の消費 AA A

国内
グローバルコモンズ項目

大気

生物多様性

水

表、GCSi（パイロット版）における日本の成績（抜粋）

相対値 絶対値

B CCC

CCC CCC

CCC CCC

CCC CCC

CCC CCC

CCC CCC

CCC CCC

CCC CCC

B CCC

海外

⇒波及効果を評価する
と日本の成績は凋落

主な原因は、持続可能な方法で生産されていない農産物等
の大量輸入 ⇒ 食料システムの転換の必要性を指摘。



三菱ケミカルは東大とグローバル・コモンズを守るための
化学産業の役割に関する共同研究開始（2021年4月～）

グローバルコモンズのStewardshipに関する提言

4月26～28日、ノーベル賞受賞者や有識者による初めてのサミット

人類の未来は、グローバルコモンズ※の効果的なSteward
（管理者）になるための人類の集団的な能力にかかっている。
※；気候、氷、土地、海、淡水、森林、土壌、豊かな生命の多様性など

投資家と企業は、原料の再循環と再生の原則を採用し、
全てのグローバルコモンズと不可欠な生態系サービスに
科学に基づく目標を適用する必要がある。

「Our Planet, Our Future 緊急の行動を呼びかける声明」
⇒人新世において、生態系を保護し、気候変動と戦うため

に、人類はこの10年間に包括的な行動を取るべき。
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人新世
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人々に、より危機感をアピールし、緊急の行動を促す目
的で、「人新世」や「人新世」におけるGlobal Commonsの
「stewardship」の必要性を記載する言説がみられる。

11370500 200

完新世更新世後期更新世中期更新世前期鮮新世中新世

ホモサピエンス原人
猿人

旧人

旧石器時代 新石器時代

（万年）人新世

※1；人新世(Anthropocene)、人類の活動※2が地球や生態
系に重大な影響を与える時代。Paul Crutzenらが提唱。

完新世に続く新たな地質時代；人新世※1

※2；化石資源利用、GHG排出、森林破壊等の広範囲の
事象の大加速（Great Accelelation）を伴う人類の活動。



WHOファクトシート「健康的な食事」（2018）

・遊離糖類の摂取量を総エネル
ギー摂取量※の10％未満に、
望ましくは5％未満に減らすべき。
※；男性；2,200±200、女性；1,400～2,000

・野菜・果物を毎日400g食べると、
NCDのリスクが減少

・総エネルギー当たりの摂取量/日
飽和脂肪；＜10％、塩分；＜5g

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

摂取量の低減＝遊離糖を含む食品・飲料※の制限

10

⇔健康日本21；350g

※；炭酸・非炭酸のソフトドリンク、果物・野菜のジュース等



食生活※1と生産・流通システム※2の大幅変革を推奨
※１；肉、魚、卵の削減、砂糖や精製穀物・でんぷんを大幅に削減した食生活を

具体的な食事内容や数値目標で提示。100億人を養うことができるだけなく、
食事の改善により1,100万人の命を救うことが期待される。

※２；世界規模で、持続可能な生産・流通システムへのシステム変換を求める。

EAT財団の提言；プラネタリーヘルスダイエット

11

Planetary boudary

科学的根拠※に基づき、地球を守りながら
１００億人を養う持続可能な食事の姿を提唱
※；Lancet誌と連携し、世界16カ国37人の研究者からなるグループが、科学的根拠に

基づき、食事と食料システムのあるべき形と解決方法を提示したガイドライン。

Gunhild Stordalen



魚類：28グラム
卵：13グラム（約1個＋α）

野菜：300g
果物：200g

炭水化物：232g
米、小麦、コーン、大麦

でんぷん質野菜：50g

乳製品：250g

肉類：赤身肉：14g
白身肉：29g

ナッツ類：50g
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先進国
肉類の消費を8割
以上削減すべき。
（魚を多く食べる
日本は7割）



FSSでのHealthy Dietの定義；科学グループ

《初期ドラフト版（2020年11月）》
健康的な食事とはヒトの健康を促進し病気を予防し、
地球の健康を守る食事である。

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/healthy_diet_draft-scientific_group_25-11-2020.pdf 13

《2021年3月版》
健康的な食事とは、健康を促進し、病気を予防するものである。健
康的な食事とは、健康を増進し、疾病を予防するものであり、栄養
価の高い食品から栄養素や健康増進物質を過不足なく摂取し、健
康を害する物質の摂取を避けるものである。

３つのアプローチを例示
１）特定の病気（NCD）の発生率が低い集団における食事パターン⇒課題を指摘

２）ヒトと地球の健康等の複数アウトカムに関連する食事摂取
パターンの定量化⇒EAT財団の取組を紹介。

３）エビデンスに基づいて作成された食品ベースの食事ガイドライン（FBDG）
⇒WHOが推奨



科学グループ報告書※の留意点
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※；FSS2021科学グループによる報告書（2021年3月）

【Annex1】（略）高度に加工された食品（超加工食品）が人間
の健康を害することを示唆する証拠が増えている（31）。最
近の研究では、このような食品が環境に与える影響も強調
されている(32)。（略）最近の研究では、主にNOVAによる超
加工食品の分類が用いられている（33,34）。しかし、健康に
悪影響を及ぼす可能性のある食品加工の具体的な側面を
明確に示した、単一の受け入れ可能な定義はまだ存在しな
い(35,36)。高度に加工された食品、特に糖分、トランス脂肪
酸、塩分を多く含む食品が持つ意味については、議論の余
地はない。このような食品をどのように分類するか、食品加
工のカテゴリーをどのように定義するか、民間企業にとって
の意味をどのように運用するかについて、早急なコンセン
サスが必要である。



食品企業が注目するFSS2021での議論

１．超加工食品※1、遊離糖類、（アルコール）に関する議論
※1；NOVA分類：グループ１；未加工・最小限の加工、グループ２；加工食材、グループ３；加工食品

グループ４；超加工食品（Ultra-processed food and drink products、UPF）、

家庭の調理では使わない成分※を５つ以上含む大量生産される製品
※；液糖、香料、甘味料、着色料、安定剤、防腐剤、乳化剤、加水分解タンパク質等を含む

2. 原料の流通、加工に関する議論
Lancet Planet Health 2020; 4: e437–8. 

UPFを生産する大企業は、需要を喚起し新しい食文化を創造する積
極的なマーケティングを利用でき、グローバルなサプライチェーンを
構築して安価な原材料を入手し、大量生産・長距離輸送・消費の際
に廃棄物を増やす豊富なパッケージを使う。UPFの多くは、最小限
に加工されたものに代替可能である。UPFの生産に使われている生
鮮農産物や地球資源は、環境への影響を減らしながら、人々の健
康と食糧安全保障の公平性を促進するHealthy Dietに貢献する可
能性がある。
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日米欧の３施策と国連フードシステムサミット

(EU, 2020) (米国, 2020)

(国連, 2021)

(日本, 2021)

SDGs達成には、
食料システムの
変革が不可欠

健康的な食事；
FSS2021のための定義

(FSS科学グループ, 2021)

JABEXでは対訳案を作成しました。個別にお問合せください。 16



持続可能な食料の生産

欧州「Farm to Fork戦略」（2000）

消費者・生産者・気候・環境に役立つ

持続可能なフードチェーン構築

フォン・デア・ライエン新議長による
「グリーンディール」の中核政策

・食料安全保障、食品偽装も取組む

持続可能な
食品の消費

食品のロスと
廃棄の防止

持続可能な
食料の生産

持続可能な
食品の

加工・流通

・持続可能な生産、加工・流通、消費、
・ロス・廃棄の防止、

《野心的な2030年数値目標》
殺虫剤；50％削減、化学肥料；>20％削減 ←統合管理の導入

抗生物質；50％削減、有機農地化；25％ ←有機養殖も推進

・サーキュラーバイオ（ベース）エコノミーの推進
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・農林水産業の炭素隔離を正当評価
（新しいビジネスモデル＝収入源）



「Farm to Fork戦略」における加工・流通・消費

持続可能な食品の消費

・現在の食料消費は、健康と環境の両方で持続不可能
・2030年までにEU全体で太りすぎと肥満の減少に転じる必要

持続可能な食品の加工・流通

・「責任あるﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ慣行のためのEU行動規範」を策定

例；肉を非常に低価格で宣伝することは避けるべき

理由；食料価格の宣伝が食料の価値に対する市民の認識を損なう

循環型ビジネスモデルの拡大（食品包装、食品廃棄）

地理的表示（GI）、地産地消費の推進（輸送費の観点）

・教育の推進（健康な食事、持続可能な食料システム等）

・商品のラベル前面での栄養表示の統一と義務化
将来は、さらに、気候、環境、社会的側面もカバーするラベルを検討
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米国のAIAと農業イノベーション戦略

USDA農業イノベーションアジェンダ（2020）
＝将来課題を見据えた、UDSAの生産者に対するコミットメント

数値目標；2050年までに
・農業における環境負荷を半減
・人類を養うため、生産性を40%増加
データベース；環境保全データを統合

米国農業イノベーション戦略（2021）
＝イノベーションアジェンダを実現するための官民の具体的な取組

第１段階；４つのイノベーションクラスターの設定
ゲノムデザイン、デジタルと自動化、処方的介入、システムベースの農場管理

第２段階；生産者の意見に基づく目標設定
第３段階；公的機関の研究ターゲットの設定

USDA；Farm to Fork戦略で欧州の生産量と収入の減少を予測
19



F2F、MeaDRI、AIAの概要比較
赤字；2030年目標
青地；2050年目標

EU F2F MeaDRI（主にKPI） USDA AIA

目的
グリーン・ディールの中心施策、
持続可能な食料システムの構築

⽣産性向上と、持続性の両⽴をイノベーション
で実現

USDAの生産者に対するコミットメント、
農業イノベーション研究戦略等で推進

増産 増産目標なし
増産目標なし、基本計画（2020）は、
カロリーベース目標45%、
生産額ベース目標75%

40％増産（2050年）

GHG排出
欧州農業は20％減の実績（1990年比）
50～55%削減（2030年）
気候中立（2050年）

46％削減（2030年）　戦略には記載なし
カーボンニュートラル（2050年）
化石燃料を使わない施設園芸（2050年）

化学農薬
統合病害虫管理(IPM)の導入

使用量とリスク※；50％削減（2030年）
※；HR Indicatorで評価；20％減の実績

総合的病害虫管理体系の確立・普及
ネオニコチノイド系等殺虫剤代替（2040年）
使用量；50％低減（2050年）

肥料
使用量；20％以上削減（2030年）
流出；50％削減（2030年）

使用量；30％削減（2050年）

抗菌剤
畜産・養殖用製品の売上；50％削減※

（2030年）※；AMRで3.3万人/年死亡
記載なし

有機農業
農地比率；25％※（2030年）
※；推定1500万ha(2020年)、約7％
（2017年）、効率は40～85％に低下

主要品目で技術確立（2040年）

耕作面比率；25％※(2050年)
※；100万haに相当、現在は約0.5%

炭素隔離 生産者の新収入源と位置づけ※

※；CAPか公的・民間の炭素市場を検討

技術開発（5項目）、　　《制度設計が必要？》
高層建築での貯蔵（2040年）

各州との共有スチュワードシップ契約

持続可能な
原材料調達

持続可能性に配慮した輸入原材料調達の
実現（2030年）

データベース
Farm Accountancy Data Networkを
Farm Sustainability Data Networkに変更

WAGRI⇒WAGRIーDEV
環境負荷の把握のため、生産性の
データと環境保全のデータを統合

環境負荷を50％減らす（2050年）

栄養流出を30%削減（2050年）

バイオ燃料ブレンド率

E15 （2030年）

E30 （2050年）
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農業・食料に関わる国際動向 JABEX事務局

国連食料システムサミットへの我が国の対応について
農林水産省大臣官房国際部国際経済課
国際機構グループ 国際専門家 菊池 茂史 氏
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略
国連食料システムサミット2021 ；FSS
EU Farm to Fork戦略 ；F2F
米農業イノベーションアジェンダ ；AIA
みどりの食料システム戦略 ；MeaDRI

農業・食料に関わる産業界の意見
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アンケートの概要

１．質問項目
①国連食料システムサミットについて

（農水省への要望、超加工食品について）

②みどりの食料システムの概要について
（戦略全般への要望、持続可能性、農業生 産性、食品企業に関連する目標）

２．募集期間 6月28日～7月2日
アンケート時に、F2F、AIA、FSS科学グループ報告書の対訳案も送付

３．回答状況；8社を含む10組織（約5割）
多くの記載をいただきました。

４．公表方法
本日は、その概要を社名を伏せて紹介。
後日、回答者の了解を得たうえで、
農水省へのフィードバックを検討。
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国連食料システムサミットへの対応の要望（１）

《サミットへの期待》
・GDP3位の日本に見合う国際貢献と国際協調は必要。
・各国は自国の利害に捉われず、地球全体の問題として取組み、

課題や目標とその優先順位を明確にすべき。
・定義、意見収集、分析、レビューといった一連のステップが重要。
・科学的根拠がないまま、一部の極端な意見に引っ張られて、

極端な規制や自由貿易を妨げることが無いようにしてほしい。
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《農水省への期待》
・地域特性、文化・慣習（宗教）などの多様性を尊重しつつ、

合意形成ステップを踏んだ迅速な国際的な価値観の形成と
基準策定を行う議論の誘導に期待する。

・日本の立場をしっかり主張するとともに、ルールをごり押しして
くる勢力と渡り合える交渉に期待する。

・情報は正確かつタイムリーに、情報格差なく関係者に発信して
ほしい（ＷＥＢイベントでの丁寧な発信が望ましい）。



国連食料システムサミットへの対応の要望（２）

《持続可能性》
・SDGs、パリ協定、GCSiなどを最上位概念とした上で、日本とし
ての独自性ある食料システムの在り方を主張してほしい。
・現代文明の存亡にかかわる問題でもあるので、喫緊の気候変
動の問題を上位概念として、その貢献手段として食料システムの
見直しの必要性を科学的エビデンスに基づき（例えば、食料シス
テムの構成要素が気候変動に及ぼすリスクの定量化情報を踏ま
えたうえで）議論してほしい。
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・（国内生産）GHG排出量削減に向けた農業、食品加工を後押し
する施策、特に実現メリットがある具体的施策に期待する。
・（輸入）日本は（生食用、加工食用含め）食料の輸入に頼らざる
を得ず、サステナブルな輸入を目指すべき。
《農業生産性》
持続可能な食糧システムへの転換は重要だが、必要な国に食糧
が行き届かなくなることならないような議論をしてほしい。



国連食料システムサミットへの対応の要望（３）

《超加工食品；全般》
・食品企業はUPFの今後の議論や動向を注視していく必要。
・本件が優先順位の高い案件かエビデンスに基づき議論すべき。
・次の観点でもUPFの明確な定義が必要。
① 断面的なデータに基づく定義が多くのミスリードを生み、一律
に悪いものとの消費者が誤認するリスクがある。②伝統的な食
品と区別するためにも必要。③UPFは製造にエネルギーを消費し、
廃棄物も発生するため、これらの環境負荷の定義も必要。
・食品企業は指摘点を改善し健康にも良い商品を提案できる。
・過剰摂取を防ぐために、栄養表示とラベル前面記載は必要。
・表記は、体に良い成分も併せてすべき。
・知識の不足・欠落が問題の本質。過剰摂取の健康影響や添加
物・香料の安全性や使用のメリットなどを消費者に適切な情報す
ることは国としても重要な課題。
・名前が難解、健康や環境への影響が想起できる名称が良い。
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国連食料システムサミットへの対応の要望（４）

《超加工食品；評価方法》
・まず、各成分に対する基準値を科学的に設定すべき。
（科学グループの主張はその根拠と論点が理解できない）
・健康的な食事”の定義に対する各セクターからの反論を含む多
くの意見・エビデンスの収集、分析、レビューが必要。
・健康・栄養学的側面や持続可能性（LCA、環境影響）等を考慮
して各成分に対しての基準値を科学的に設定すべき。さらに、
データ・デジタル技術、RPA、高度分析解析技術などの技術革新
を含めたライフスタイルの潮流も考慮すべき。
・科学技術の発達で、新たな有害情報が得られることがあるため、
安全性情報の早期獲得と関係団体内での共有化も重要。
・カテゴリー分けに際しては、①培養肉など新たなフードテックで
生まれる新カテゴリー、②カテゴリーの隙間の抜け道探しへの対
応。③カテゴリー分けではなく、添加物情報や環境負荷情報が
バーコードなどでWEBで詳細に検索できる仕組みも有効。
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国連食料システムサミットへの対応の要望（５）

《超加工食品；企業の対応》
・食品企業はUPFの今後の議論や動向を注視していく必要。
・将来的には、社会や消費者の価値観の変化を捉えながら、商
品のライフサイクル全体の環境負荷を考慮した開発（処方、原料
素材選択、等）のプロセス・基盤構築を対応していく必要がある。
・現在のUPFの定義とは異なる健康的な加工食品を通じて人類
の健康に寄与できると考える。加工食品だからこそ長期保存可
能かつ栄養バランスの良い食事を提供することができる。
・一消費者の観点では、必要以上に加工・精製するので（例えば
液糖）、環境に良くない、という意見は理解できる。飲料が濁って
いたり色が変だったりしても許容すると社会が望ましい。
・企業も健康＆環境に良い商品のプラス面をアピールできる。
・循環型ビジネスモデルの拡大（食品包装、食品廃棄）、持続可
能な食品消費については低糖・無糖など栄養成分表示、原料原
産国表示など食品表示の順守などは食品企業として重要な問題。

28



みどりの食料システム戦略への要望（１）

《MeaDRIへの全般的な意見》
・F2Fを意識した内容・目的・目標は素晴らしく大いに共感できる。
・F2FとAIAの両睨みで広すぎる印象。ポイントを絞るべき。
・ＡＩＡのように目標値と目標達成への国のコミットメントを示して
欲しい。（施策を細かくすると環境変化への対応力が低下する）
・AIAのように生産量を増やすことも検討してほしい。
・全体像、今後の変遷像が見えない（各課題の個別最適化を危惧）。
・戦略が実現する姿をビジュアルに示すことで、各活動が有機
的につながる成果物を生み出す土壌になる。
・戦略がならんでいるが実現性の根拠と具体的な施策が不明。
・定性定量的な目標・ロードマップが効果的な実装に繋がる。
・サプライチェーンの中で経済性も考える必要があり、他省庁
（経産省、内閣府など）も巻き込んで戦略を立てるべき。
・健康長寿や食文化と我が国の特徴と紐づけた発信など国益
に繋がる戦略が必要。
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みどりの食料システム戦略への要望（２）

《持続可能性》
・F2Fを意識しているが①病害虫等日本特有の事情の考慮は十
分か、②EUの優位性確保といった戦略的な側面を考慮すべき。
・生産性と環境性の両立が必要。サプライチェーン毎の具体的な
施策と目標は、この2軸でレベル感を揃え、簡潔に整理すべき。
・農業でのGHG削減戦略の具体性が欲しい。例えば、国内のメタ
ンの人為的発生の約半分を占める水田に対する施策が必要。
・農薬削減の目標には、国際ルールの形成や技術開発が必要。
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《データベース》
・欧米、中国がデジタル化、ブロックチェーンによる安全保証を進
め、食品ロス、持続可能性のデータ蓄積する中で、日本はどうか。
・WAGRI⇒WAGRIーDEVは、常にアップデートされ利用場面や
ニーズを柔軟に先取りしてほしい。環境負荷の進捗状況を把握
できる、生産性データと環境保全データを統合したDBが必須。



みどりの食料システム戦略への要望（４）
《国内生産》
・日本としての、食料安全保障・サプライチェーンリスクにどう備
えるかの持続可能な農業モデルの構築と共通認識が重要。
・日本は輸入に依存しており米国のように生産量を増やすべき。
・食料・農業・農村基本計画（2020）に記載された増産目標は記
載されるべき。増産と“持続性可能性”の両立が困難であれば、
新たな量的あるいは質的目標を設定するべき。
・農業生産性を定性定量的にどう組み上げるか、また同時に、日
本の農業生産量や第一次産業人口の減少してきた事実を分析
し、行政は適切な法規制等の改定準備や食と健康や環境に関し
て国民が正しく選択するリテラシーの向上を同時に行い、産業界
と連携して育種～生産～流通までの革新技術を合わせ、農業生
産性ロードマップが納得しやすい目標が必要。この観点で、基本
計画の２つの目標値の根拠と中身はどう紐づくか理解できなけ
れば、意味のない目標値になる。
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みどりの食料システム戦略への要望（５）

《企業参入》
・機械化・自動化による省力化と生産性向上が必要だが、十分な
資金力と高い技術に裏付けされた革新的な取り組みが必要。
・耕作地の集約化、生産性向上のためにも、企業が参入しやす
い農業法人化などの施策と、支援体制が必要。
・株式会社の農地売買解禁など、競争原理で効率性向上や高付
加価値化に繋がり、後継者不足の解消、自給率の向上に繋がる。
・農薬や肥料などの環境負荷に関しても企業がコミットすることで
達成する可能性が高まる。
《技術》
・森林資源を原料に微生物による油脂や蛋白質の生産も必要。
・廃棄される農産物をいかに削減するかが重要。
・有機農業は生産性向上に向けては逆行する可能性がある。
・GMO技術（ゲノム編集含む）については将来的には農業生産性
向上に向け活用していくことが必要。
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みどりの食料システム戦略への要望（6）

《技術開発》
・高齢化・農業人口の減少に対応可能な農業技術の開発が必要。
・有機農法の拡大が農業生産性に及ぼす影響を危惧する。
・温暖化に対応した品種の育種等技術イノベーションに向けた実
験検証への規制緩和が必要。
・環境面では、生物農薬・免疫賦活剤や有機・施肥技術の促進
支援、都市型農業や植物工場、陸上養殖の普及への支援、AIを
活用した散水タイミング制御といったスマート農林水産業など、
より一層の施策実施が望ましい。
・先行する海外スタートアップと共創もあり得る。
《人材》
・農林水産分野のAI人材に加え、技能実習生制度については、
経済的な動機に優先して日本の先進農業技術の輸出に繋がる
技術伝導者育成の観点でプログラム化することが望ましい。
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みどりの食料システム戦略への要望（7）

《持続可能性に配慮した輸入原材料調達》
・食品会社にとって輸入原料は不可欠、輸入原料を持続可能な
ものにするためには生産上の根本的な課題解決が必要となる。
・2050年の目標があり、その上で2030年の到達目標が必要。
・指標や判断基準とルールの合意が必要（カーボンフットプリント
は比較不可）。（海外を含む）関係者間の議論が早急に必要。
公表ルール、認証、税制等のインセンティブで社会実装を推進。
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・迅速で正確な情報で、企業は全体最適の視点で提案が可能。
・ゲノム編集技術も含め、従来の枠組に捉われない対応が必要。
・新技術を推進する、現実的で科学的な規制・政策を求める。
《国内生産》
海外からの輸入は今後漸減する。国内での安定供給が必要。
《食品ロス》
・加工・包装技術、長期保存技術、包装のリサイクルなど、日本
が有する効率化に繋がる技術にもっとフォーカスすべき。


