
2010 年 10 月 16 日、世界食料デーは 30 年目を迎え
ます。この記念すべき日は、国連食糧農業機関（FAO）設
立 65周年の記念日でもあります。今年の遵守すべきテー
マ「飢餓に対して結束する」は、世界の飢餓に対する、国
ごと、地域ごと、そして国際的なレベルでの闘いの中でな
されている努力への認識を高めるために選ばれました。
飢餓に対する結束は、政府、市民社会および民間セクター
が、あらゆるレベルで飢餓、極度の貧困、そして栄養不足
状態を克服するために協働する時に実現されます。この協
働にあたり、ローマに本部を置く国連機関̶̶国際連合食
糧農業機関（FAO）、国際農業開発基金（IFAD）、国連世
界食糧計画（WFP）̶̶は、2015年までに飢餓人口を半
減させることを求める国連ミレニアム開発目標（MDGs）
の第 1目標「極度の貧困と飢餓をなくす」達成に、国際的
な努力を向ける となる戦略的な役割を担っています。
国連システムとさまざまなプレイヤーが、FAOの世界
食料安全保障委員会（CFS）に参加しています。最近
改革が行われた委員会には、FAO加盟国だけでな
く、IFAD、WFPおよび国連事務総長の世界食料
安全保障危機ハイレベル・タスクフォースといっ
た国連機関、さらには食料安全保障や栄養の分
野で活動する他の機関も参加しています。この委
員会は、市民社会、NGO、そして食料不安の影
響を受けるすべての人々の代表、また国際的な農
業研究機関、世界銀行、国際通貨基金（IMF）、地域開
発銀行、世界貿易機関（WTO）だけでなく、民間企
業や慈善団体にも門戸を開こうとしています。
委員会は、迅速で情報に基づいた決
定を下すことができるよう、現在、
食料安全保障と栄養に関する専門家
のハイレベル・パネルから助言を受

けています。
約 30ヵ国で、市民社会組織（CSO）と政府機関で構成
される国内連帯が積極的に協力し合ってアドボカシーと啓
発活動に取り組んでおり、先の 2010 年 6月に FAO本部
で開催された国際的な専門家との協議を受けて、この国内
連帯の参加はさらに強化されました。各国の国内連帯は、
食料と栄養の安全保障を強化するために拡大された世界食
料安全保障委員会およびハイレベル・タスクフォースといっ
た国際的な機構に積極的に参加しています。
世界食料安全保障サミット、すなわち「飢餓に関するサ
ミット」が 2009 年 11月に開かれ、地球上から飢えを永
遠に無くすという 1996年の世界食料サミットでの確約を
再確認する宣言を採択しました。この宣言は、国ごと、また
国際的な農業投資の拡大や、農村セクターへの新規投資、
公共セクター・民間セクターの関係者と協力して国際的な
食料問題への対応を改善すること、そして気候変動が食
料安全保障に及ぼす脅威に対応した行動の強化も呼び
かけています。
2009 年、ジャック・ディウフ FAO事務局長
によれば「現代の悲劇的な成果」である食料価
格高騰と金融危機が要因の一部となって、世界
の飢餓人口が 10億人という臨界点に達してし
まいました。「飢餓に関するサミット」に先立っ
て、ディウフ事務局長は、この状況に対する良心
の憤りを示すオンラインの申し立てを開始しまし
た。この「The 1billionhungry project（10億人
飢餓プロジェクト）」は、インターネット上のソーシャ

ル・メディアを通して、人々にウェ
ブサイト（www.1billionhungry.
org）上で飢えに反対する申し立て
に署名するよう呼びかけています。WWW. BILLIONHUNGRY.ORG/JP

飢餓を終焉させる申し立てに署名を
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結束する

政府の役割
食料生産は、将来の需要に対応する
に十分な規模で拡大しなければなりま
せん。
国民国家は、政府を通して、法律や
規則、規制、プログラムを施行してい
ます。さまざまなレベルで、国家は、
環境に責任を持つ農法を促進する権限
を持っています。例えば、国家は、農
民が土地に関して安心し、天然資源の
保護を含む長期的な見通しを持って必
要とされる食料を生産する農法を採用
するよう、土地保有を安定させる法律
を制定することができます。また、使
用される製品の品質をチェックし、そ
れらが正しいラベルを貼られ、市場に
出され、危険性を最小限にとどめてい
ることを保証することが出来ます。
各国政府は、公共政策と立法によっ
て生態系アプローチを促進しなければ
なりません。言い換えれば、国家は、
農業が持続可能な方法で拡大すること
のできる環境を作っていくのに有益な
媒体なのです。
また、各国は一致団結して持続可能
な食料生産と食料安全保障を支援する
ために活動しなければなりません。例
えば、2009 年、イタリアのラクイラ
では、G8諸国が、他の国々およびさ

まざまな機関とともに食料安全保障を
広げていくため、総合的なアプローチ
を活用する、国家主導の計画に投資す
る、戦略的協調を強化する、多国間機
関の利点を活用する、そして持続的で
明確な誓約を完遂する、という基本的
な行動指針を採択しました。ラクイラ
食料安全保障イニシアティブは、幅広
い合意形成を促進し、世界食料安全保
障委員会の改革を前進させました。
カナダのムスコカで開かれた 2010

年のG8会合で、各国は、国境を超え
た投資と開発の関係、そして政府開発
援助（ODA）だけでは世界食料安全保
障を実現するには不十分であるという
事実に注意を促しました。各国は、途
上国において責任ある持続的な方法で
国際的な投資を拡大することの重要性
を強調しました。
地球上にこれほど多くの飢えた人々
が存在したことがなかった 2010年の
世界食料デーに当たり、未来について
考えてみましょう。意志と勇気、粘り
強さを持ち、多くの活動主体が協働し
また互いに助け合えば、さらに多くの
食料が、より持続可能な形で生産され、
そしてそれが最も必要としている人々
の口にもたらされるはずです。

保全型農業は、生態系サービスに基
づく生態系アプローチのもう 1つの方
法です。土壌中の有機物の増加が土壌
の保水力を向上させ、潅漑の必要性を
減少させるか、その必要性をなくします。
1965 年から 2000 年の間に達成さ
れた世界の作物生産増収の50％は、植
物遺伝学の発展によるものであり、残り
の50％は水供給や肥料、農作物管理実
践の改善の組み合わせによるものでし
た。国際農業研究協議グループ（CGIAR）
の研究センターは、作物栽培と遺伝学
に関する仕事を通して、2050 年に世
界を養うための食料生産拡大に当たり
重要なパートナーとなるでしょう。
生態系サービスは生命の多様性に依
拠しています。家畜品種、微生物、作
物品種……これらの多様性すべてが、
それらが提供するサービスにとって不
可欠です。実際、ある時期には不必要
に思える種が、気候やその他の変化が
起きた時に重要となる可能性もあるた
め、生物多様性は生態系サービスの未
来にとってのセーフガードとなってい
ます。
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これら新たな食料の増産
誰が、これらの新たな食料を生産す
るのでしょうか？ 小規模農家とその家
族は約 25 億人、世界人口の 3分の 1
以上を占めており、これらの人々の食
料増産への寄与こそ、このリーフレッ
トで強調したい点です。
小規模農家の大多数にとっては、農
業でさえも収入の主要な創出源とはな
りません。小規模農家の多くは女性で、
臨時の仕事や送金から現金収入を得て
います。これらの人々は家庭菜園や都
市農園で多少は作物を生産しています
が、総体として多くが食料購入者であ
り、一日を2USドル以下で暮らしてい
ます。世界で栄養不良の人々の大多数
は、このような人々なのです。
私たちは、これらの人々の将来の食
料生産への寄与を促進し、そうするこ
とで、彼らが貧困と栄養不良から抜け
出ることを支援することができます。
農業を可能にしている環境を破壊する
ことなく、そうすることができるので
す。適切な政策と、自然を補完する適
切な技術とアプローチを活用すること
で、作物生産を持続可能な方法で向上
させることができます。母なる自然の
贈り物の中には、植物が重要な栄養分
にアクセスすることを助ける土壌微生
物の活動、水分を保持したまま地下水
を再補充する土壌構造、受粉、害虫を
制御する自然の天敵などがあります。
言い換えれば、持続可能な形で作物増
産させることは、比較的安全な外部投
入財を成長過程の適切な時期に適切な
量、注意深く使用することなのです。
このような原則に基づく実践は「生態
系アプローチ」と呼ぶことができ、自

然が可能にするさまざまな「生態系サー
ビス」に基づいています。
現在、農業投入財は多くの場合、最
大限の効率で利用されているわけでは
ありません。こうした投入財の使用を
最適化することは、以下で言及されて
いる他の投入財の潜在力を全面的に発
現させることにもつながります。
90億人を養う食料の量は、無機肥料
なしでは生産されません。しかし、生
産コストを削減し環境問題を軽減する
ためには、これらを巧く利用しなけれ
ばなりません。肥料の効率的な使用は、
作物が必要とする栄養分と生育期間中
の土壌の肥沃度とをより良く調和させ
ること、肥料の放出時期の管理や深部
埋め込みなどの改善された技術に切り

替えることによって可能となります。
こうした技術によって、作物は、必要
とする時期、必要とする場所で、肥料
を確実に利用できるようになります。
総合的病虫害管理（IPM）は、生産
拡大、コスト削減、水使用および土壌
汚染の減少のために、病虫害に強い品
種、生物的病虫害管理技術、耕作方法、
農薬の適切な利用を組み合わせたもの
です。このアプローチの主な特徴は、
生態系の効用でもある天敵の活用を基
本に置いていることです。農薬使用の
最適化は明らかに環境と人間の健康に
良いだけでなく、また、農民の資金節
約にもつながり、その資金を農地に再
投資したり家族のための栄養ある食料
購入に充てることができます。

未来を養う農業革命
2050 年に 90 億人となる人口を養
うためには、農業生産を 70％増加させ
る必要があります。土地が希少になっ
ていく中で、農民は農地を拡大するの
ではなく、既に耕作されている土地か
らさらに多くの収穫を得ることを求め
られるのです。しかし、集約的な食料
生産はこれまで、農薬と肥料への依存
の拡大、水の過剰使用を意味し、その
結果、土壌や水資源を劣化させる恐れ
がありました。そうであってはならな
い、ということをこのリーフレットは
主張します。
結束して飢餓に対することと、新し

い「緑の革命」を開始する必要という
テーマを結びつけるのは何故でしょう
か？ それは、これほどまでに膨大な量
の食料を増産するという任務、そして
これに関連してすべての人がその食料
にアクセスできなければならないとい
う目標は、単独の機関やセクターだけ
でできる仕事ではないことを強調した
いからです。民間セクターは単独でそ
の取り組みを行うことができません。
政府だけでも、農民だけでも無理です。
しかし、政府、研究機関、大学、農民組合、
圧力団体、国連機関、市民社会、そし
て民間セクターが協働して取り組めば、
可能なのです。
最終的に新たに数百万トンの食料が

生産された時、すべての人が分け前に
与るのでしょうか？ この問題について
はコラム「飢餓をなくすためには食料
増産だけでは足りない」をご覧ください。
こうした状況の中で飢餓に対して結束
することは、社会正義と貧しい人々の
ためのより良い社会的セーフティネッ
トを推し進めるために結束することを
意味しています。市民社会、学校、エ
ンターテインメントとスポーツ、NGO
など、さまざまなセクターの活動主体
が連携すれば、一人も飢えることがな
いように社会が特別な注意を払うべき
だ、というメッセージを強化すること
ができるでしょう。例えば FAOは、プ
ロ・スポーツのスターたちと連携して
きました。FAOは、欧州プロ・サッカー
協会はじめとするサッカー協会所属の
選手や経営陣、そしてファンたちと一
緒に、イベントやキャンペーンを通し
て飢えの問題への注目を高めています。
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化学農薬と自然農薬とのより良いバランスが西アフリカでの
増産につながった

ベナン、マランビルのコメ生産者たちは、新しいことに取り組む気概を持って
いました。生態系サービスに基づく生態系アプローチに導かれ、またコメが高値
であることに励まされて、793人のコメ生産者たちは化学肥料を減らし、稲ワラ
と有機肥料を田に導入し、栽培法と除草の方法を根本的に変えました。苗は、
発芽後 45日ではなく、15－20日のごく初期に作付けがなされました。「隣人
たちは、（苗があまりに小さいため）田んぼには見えない、とまで言いました」
と農民の一人は語りました。不規則に移植するのではなく、苗は列ごとに植え付
けられ、必要に応じて除草されました。1ヘクタール当たり400kgから減らして、
わずか150kgの化学肥料が施されました。
田んぼに施された有機肥料は、菌類やバクテリアなど生態系サービスを強化

し、結果として栄養吸収を促進しコメの耐病性を高めました。農民たちは、ヘク
タール当たり2.3トンから5トンへと収穫を倍増させ、ヘクタール当たり1,000US
ドルの肥料代を節約しました。地域全体では約39万USドルの節約となりました。
この額はちょうど、生態系サービスプロジェクトそのもののコストと同額でした。

飢餓をなくすには食料増産だけでは足りない

食料安全保障は、すべての人々が、常に、活動的で健康な生活に欠かせな
い食事の必要性と食料への嗜好を満たすため、安全で栄養のある十分な食料
にアクセスしている時に存在します。人々が自ら食料を生産する、あるいはお
金を稼いで食料を購入することができる時、食料安全保障は達成されます。農
業が主要な経済活動である農村地域では、このリーフレットが焦点を当ててい
る集約的な作物生産は、明らかに仕事が増え、したがって飢餓レベルが減少す
ることを意味しています。しかし、話はそれだけでは終わりません。
農業セクターが興隆している国々においてさえ、農村に飢えがあります。土
地を持たない人々、農業労働者、孤児、寡婦、高齢者、そして最貧層の人々
は、しばしば食べるに十分な物を得ていません。農村では、普通に収入のある
家族であっても、良質の栄養への配慮がないために子どもたちが栄養不良に陥
ることがあります。
最も必要としている人々が食料にアクセスすることは、学校給食や雇用保障

の仕組み、現金給付や年金といった、対象を明確にした社会的セーフティネット・
プログラムによって保証されなければなりません。
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こうした技術によって、作物は、必要
とする時期、必要とする場所で、肥料
を確実に利用できるようになります。
総合的病虫害管理（IPM）は、生産
拡大、コスト削減、水使用および土壌
汚染の減少のために、病虫害に強い品
種、生物的病虫害管理技術、耕作方法、
農薬の適切な利用を組み合わせたもの
です。このアプローチの主な特徴は、
生態系の効用でもある天敵の活用を基
本に置いていることです。農薬使用の
最適化は明らかに環境と人間の健康に
良いだけでなく、また、農民の資金節
約にもつながり、その資金を農地に再
投資したり家族のための栄養ある食料
購入に充てることができます。

未来を養う農業革命
2050 年に 90 億人となる人口を養
うためには、農業生産を 70％増加させ
る必要があります。土地が希少になっ
ていく中で、農民は農地を拡大するの
ではなく、既に耕作されている土地か
らさらに多くの収穫を得ることを求め
られるのです。しかし、集約的な食料
生産はこれまで、農薬と肥料への依存
の拡大、水の過剰使用を意味し、その
結果、土壌や水資源を劣化させる恐れ
がありました。そうであってはならな
い、ということをこのリーフレットは
主張します。
結束して飢餓に対することと、新し
い「緑の革命」を開始する必要という
テーマを結びつけるのは何故でしょう
か？ それは、これほどまでに膨大な量
の食料を増産するという任務、そして
これに関連してすべての人がその食料
にアクセスできなければならないとい
う目標は、単独の機関やセクターだけ
でできる仕事ではないことを強調した
いからです。民間セクターは単独でそ
の取り組みを行うことができません。
政府だけでも、農民だけでも無理です。
しかし、政府、研究機関、大学、農民組合、
圧力団体、国連機関、市民社会、そし
て民間セクターが協働して取り組めば、
可能なのです。
最終的に新たに数百万トンの食料が
生産された時、すべての人が分け前に
与るのでしょうか？ この問題について
はコラム「飢餓をなくすためには食料
増産だけでは足りない」をご覧ください。
こうした状況の中で飢餓に対して結束
することは、社会正義と貧しい人々の
ためのより良い社会的セーフティネッ
トを推し進めるために結束することを
意味しています。市民社会、学校、エ
ンターテインメントとスポーツ、NGO
など、さまざまなセクターの活動主体
が連携すれば、一人も飢えることがな
いように社会が特別な注意を払うべき
だ、というメッセージを強化すること
ができるでしょう。例えば FAOは、プ
ロ・スポーツのスターたちと連携して
きました。FAOは、欧州プロ・サッカー
協会はじめとするサッカー協会所属の
選手や経営陣、そしてファンたちと一
緒に、イベントやキャンペーンを通し
て飢えの問題への注目を高めています。

写真（上から下へ） 
p.2 ©FAO/Giuseppe Bizzarri
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p.3 ©FAO/Giulio Napolitano
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化学農薬と自然農薬とのより良いバランスが西アフリカでの
増産につながった

ベナン、マランビルのコメ生産者たちは、新しいことに取り組む気概を持って
いました。生態系サービスに基づく生態系アプローチに導かれ、またコメが高値
であることに励まされて、793人のコメ生産者たちは化学肥料を減らし、稲ワラ
と有機肥料を田に導入し、栽培法と除草の方法を根本的に変えました。苗は、
発芽後 45日ではなく、15－20日のごく初期に作付けがなされました。「隣人
たちは、（苗があまりに小さいため）田んぼには見えない、とまで言いました」
と農民の一人は語りました。不規則に移植するのではなく、苗は列ごとに植え付
けられ、必要に応じて除草されました。1ヘクタール当たり400kgから減らして、
わずか150kgの化学肥料が施されました。
田んぼに施された有機肥料は、菌類やバクテリアなど生態系サービスを強化

し、結果として栄養吸収を促進しコメの耐病性を高めました。農民たちは、ヘク
タール当たり2.3トンから5トンへと収穫を倍増させ、ヘクタール当たり1,000US
ドルの肥料代を節約しました。地域全体では約39万USドルの節約となりました。
この額はちょうど、生態系サービスプロジェクトそのもののコストと同額でした。

飢餓をなくすには食料増産だけでは足りない

食料安全保障は、すべての人々が、常に、活動的で健康な生活に欠かせな
い食事の必要性と食料への嗜好を満たすため、安全で栄養のある十分な食料
にアクセスしている時に存在します。人々が自ら食料を生産する、あるいはお
金を稼いで食料を購入することができる時、食料安全保障は達成されます。農
業が主要な経済活動である農村地域では、このリーフレットが焦点を当ててい
る集約的な作物生産は、明らかに仕事が増え、したがって飢餓レベルが減少す
ることを意味しています。しかし、話はそれだけでは終わりません。
農業セクターが興隆している国々においてさえ、農村に飢えがあります。土
地を持たない人々、農業労働者、孤児、寡婦、高齢者、そして最貧層の人々
は、しばしば食べるに十分な物を得ていません。農村では、普通に収入のある
家族であっても、良質の栄養への配慮がないために子どもたちが栄養不良に陥
ることがあります。
最も必要としている人々が食料にアクセスすることは、学校給食や雇用保障

の仕組み、現金給付や年金といった、対象を明確にした社会的セーフティネット・
プログラムによって保証されなければなりません。
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2010 年 10 月 16 日、世界食料デーは 30 年目を迎え
ます。この記念すべき日は、国連食糧農業機関（FAO）設
立 65周年の記念日でもあります。今年の遵守すべきテー
マ「飢餓に対して結束する」は、世界の飢餓に対する、国
ごと、地域ごと、そして国際的なレベルでの闘いの中でな
されている努力への認識を高めるために選ばれました。
飢餓に対する結束は、政府、市民社会および民間セクター
が、あらゆるレベルで飢餓、極度の貧困、そして栄養不足
状態を克服するために協働する時に実現されます。この協
働にあたり、ローマに本部を置く国連機関̶̶国際連合食
糧農業機関（FAO）、国際農業開発基金（IFAD）、国連世
界食糧計画（WFP）̶̶は、2015年までに飢餓人口を半
減させることを求める国連ミレニアム開発目標（MDGs）
の第 1目標「極度の貧困と飢餓をなくす」達成に、国際的
な努力を向ける となる戦略的な役割を担っています。
国連システムとさまざまなプレイヤーが、FAOの世界
食料安全保障委員会（CFS）に参加しています。最近
改革が行われた委員会には、FAO加盟国だけでな
く、IFAD、WFPおよび国連事務総長の世界食料
安全保障危機ハイレベル・タスクフォースといっ
た国連機関、さらには食料安全保障や栄養の分
野で活動する他の機関も参加しています。この委
員会は、市民社会、NGO、そして食料不安の影
響を受けるすべての人々の代表、また国際的な農
業研究機関、世界銀行、国際通貨基金（IMF）、地域開
発銀行、世界貿易機関（WTO）だけでなく、民間企
業や慈善団体にも門戸を開こうとしています。
委員会は、迅速で情報に基づいた決
定を下すことができるよう、現在、
食料安全保障と栄養に関する専門家
のハイレベル・パネルから助言を受

けています。
約 30ヵ国で、市民社会組織（CSO）と政府機関で構成
される国内連帯が積極的に協力し合ってアドボカシーと啓
発活動に取り組んでおり、先の 2010 年 6月に FAO本部
で開催された国際的な専門家との協議を受けて、この国内
連帯の参加はさらに強化されました。各国の国内連帯は、
食料と栄養の安全保障を強化するために拡大された世界食
料安全保障委員会およびハイレベル・タスクフォースといっ
た国際的な機構に積極的に参加しています。
世界食料安全保障サミット、すなわち「飢餓に関するサ
ミット」が 2009 年 11月に開かれ、地球上から飢えを永
遠に無くすという 1996年の世界食料サミットでの確約を
再確認する宣言を採択しました。この宣言は、国ごと、また
国際的な農業投資の拡大や、農村セクターへの新規投資、
公共セクター・民間セクターの関係者と協力して国際的な
食料問題への対応を改善すること、そして気候変動が食
料安全保障に及ぼす脅威に対応した行動の強化も呼び
かけています。
2009 年、ジャック・ディウフ FAO事務局長
によれば「現代の悲劇的な成果」である食料価
格高騰と金融危機が要因の一部となって、世界
の飢餓人口が 10億人という臨界点に達してし
まいました。「飢餓に関するサミット」に先立っ
て、ディウフ事務局長は、この状況に対する良心
の憤りを示すオンラインの申し立てを開始しまし
た。この「The 1billionhungry project（10億人
飢餓プロジェクト）」は、インターネット上のソーシャ

ル・メディアを通して、人々にウェ
ブサイト（www.1billionhungry.
org）上で飢えに反対する申し立て
に署名するよう呼びかけています。WWW. BILLIONHUNGRY.ORG/JP

飢餓を終焉させる申し立てに署名を

飢餓に対して
結束する

政府の役割
食料生産は、将来の需要に対応する
に十分な規模で拡大しなければなりま
せん。
国民国家は、政府を通して、法律や
規則、規制、プログラムを施行してい
ます。さまざまなレベルで、国家は、
環境に責任を持つ農法を促進する権限
を持っています。例えば、国家は、農
民が土地に関して安心し、天然資源の
保護を含む長期的な見通しを持って必
要とされる食料を生産する農法を採用
するよう、土地保有を安定させる法律
を制定することができます。また、使
用される製品の品質をチェックし、そ
れらが正しいラベルを貼られ、市場に
出され、危険性を最小限にとどめてい
ることを保証することが出来ます。
各国政府は、公共政策と立法によっ
て生態系アプローチを促進しなければ
なりません。言い換えれば、国家は、
農業が持続可能な方法で拡大すること
のできる環境を作っていくのに有益な
媒体なのです。
また、各国は一致団結して持続可能
な食料生産と食料安全保障を支援する
ために活動しなければなりません。例
えば、2009 年、イタリアのラクイラ
では、G8諸国が、他の国々およびさ

まざまな機関とともに食料安全保障を
広げていくため、総合的なアプローチ
を活用する、国家主導の計画に投資す
る、戦略的協調を強化する、多国間機
関の利点を活用する、そして持続的で
明確な誓約を完遂する、という基本的
な行動指針を採択しました。ラクイラ
食料安全保障イニシアティブは、幅広
い合意形成を促進し、世界食料安全保
障委員会の改革を前進させました。
カナダのムスコカで開かれた 2010

年のG8会合で、各国は、国境を超え
た投資と開発の関係、そして政府開発
援助（ODA）だけでは世界食料安全保
障を実現するには不十分であるという
事実に注意を促しました。各国は、途
上国において責任ある持続的な方法で
国際的な投資を拡大することの重要性
を強調しました。
地球上にこれほど多くの飢えた人々
が存在したことがなかった 2010年の
世界食料デーに当たり、未来について
考えてみましょう。意志と勇気、粘り
強さを持ち、多くの活動主体が協働し
また互いに助け合えば、さらに多くの
食料が、より持続可能な形で生産され、
そしてそれが最も必要としている人々
の口にもたらされるはずです。

保全型農業は、生態系サービスに基
づく生態系アプローチのもう 1つの方
法です。土壌中の有機物の増加が土壌
の保水力を向上させ、潅漑の必要性を
減少させるか、その必要性をなくします。
1965 年から 2000 年の間に達成さ

れた世界の作物生産増収の50％は、植
物遺伝学の発展によるものであり、残り
の50％は水供給や肥料、農作物管理実
践の改善の組み合わせによるものでし
た。国際農業研究協議グループ（CGIAR）
の研究センターは、作物栽培と遺伝学
に関する仕事を通して、2050 年に世
界を養うための食料生産拡大に当たり
重要なパートナーとなるでしょう。
生態系サービスは生命の多様性に依

拠しています。家畜品種、微生物、作
物品種……これらの多様性すべてが、
それらが提供するサービスにとって不
可欠です。実際、ある時期には不必要
に思える種が、気候やその他の変化が
起きた時に重要となる可能性もあるた
め、生物多様性は生態系サービスの未
来にとってのセーフガードとなってい
ます。
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