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はじめに

この「世界食料安全保障のためのローマ宣言および世界食料サミット行動計画」日本文（以

下：文書)は1996年11月にイタリア・ローマの国連食糧農業機関(FAO）本部で開催された、世界食

料サミット（WorldFoodSummit）で採択されたRomeDeclarationonWorIdFOodSccurityandWorld
FoodSummitPlanofActionの全訳である。

この文書は、各国政府による地域会議での検討を経て、ローマ・サミットで最終的に世界の元

首、首長の間で協議し採択された文書で、「2015年までに世界の飢餓人口を半減させる」という具

体的提言を行い注目を集めた。現在、地球上に8億人の飢餓人口がある。この会議でキューバのカ

ストロ首相は「2015年になお、４億人も飢えさせておくつもりか」と発言し、途上国の強い共感を

得た。食料問題への取り組みをめぐっては、急増する人口と輸出するものもなく貧困と飢餓に喘

いでいる多くの途上国、大量に食料を輸入し、ムダな消費を続けている先進国の間には、同じ地

球の中で看過できない温度差がある。

現在、－人当たりの食料は20年前に比べ15％も増加しているにもかかわらず飢餓人口は増加し

続けている。食料不足、飢餓問題は生産力の問題ではなく、分配の問題であり、経済システムの

問題、社会的な問題であるといえる。

今後もこれまでと同じように増え続ける人口を支えることができるのだろうか。緑の革命の立

役者の－人であり、マグサイサイ賞受賞者でもあるベトナムのボー・トン・ズアン博士は、「人口

増加に見合った食料増産を行うためにはまず、人口増加抑制への懸命の努力を行うこと。次に、

肥料や農薬などの不適切な投入や管理などによって環境破壊や土壌劣化を引き起こし、足踏みさ

せている“緑の革命”を人間資源の開発などを通じ完成すること。この2点が実現できれば、地球

規模的に見て2025年までの人口を扶養することができよう。しかし、食料が基本的に植物によっ

て生産されるものである以上、2025年以降のことについては、見当がつかない｣と述べている。地

球が有限なものである以上、いかに技術分野の進展が果たされたとしても所詮は無限の増産は不

可能であろう。

これからの社会は、現在の飢餓を創り出している社会的不平等と現代経済の問題に加えて、人

口増加に食料供給そのものが追いつかなくなるという現実があることを見落としてはならない。

今後は資源制約の中での経済をどのように整合していくか。「余剰｣という条件下における｢合理

性｣と、「不足｣という条件下における「合理性」は自ずから異なったものである。「余剰｣を前提と

して、その「余剰」をいかに売却するかという観点で構築されている経済システムから、「不足」

を前提として、不足した中でどのように「分配｣することができるか、という経済システムを考え

ることが求められる。

この新しい経済システムを含む、人類が共存していくために必要となる「新しい合理的な基準」

には、社会的正義や公正といった「価値」に関わる視点が不可欠となる。しかし、本来が主観的

な「価値｣の問題を客観的に扱う手法は未だ確立されていない。

この文書では「全ての人は十分な食料を得る権利、および飢餓からの解放という基本的な権利
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を持ち、安全で栄養に富んだ食料を入手する権利を持つことを確認する」とうたわれている。こ

こに「価値」に対する取り組みが見られるのだが、どうすれば国際的共感を得て、それを実現す

ることができるのか。

この文書は異なった「原則｣が混在し、明快さを欠くものとなっている。同時に、各国の意見が

それぞれの立場・利益を擁護する立場から主張された結果、限定や修飾の多い複雑な構造になっ

ている。まさに「余剰」から「不足」への過渡期に位置づけられる文書である。現在、世界が食

料問題をどのように理解しているかを知る上で、最も基本となり、ここから次の行動が始まる基

礎文献であるというのが本書の特徴である。

本書は全文の翻訳であるが、日本語と英語の言語形態や語彙領域の違いから、日本語の翻訳は

英文の意味を10096忠実に反映し得るものではない。従って、この日本文が今後の公式協議などに

おける解釈の根拠となるものではない。条文解釈が必要となった場合には、あくまでもＦＡＯか

ら出されている英文、仏文、西文の公式文書によらなければならないことを、注記しておく。

発行者として訳文が大過なきことを願うものであり、広く利用されれば幸いである。

平成９年12月

財団法人アジア人口・開発協会
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世界食料安全保障のためのローマ宣言

1．国連食糧農業機関(FAO)の招請によって開催

された世界食料サミットに集った、私たち国

および政府】の長または代表は、全ての人は

十分な食料を得る権利および飢餓からの解放

という基本的な権利を持ち、安全で栄養に富

んだ食料を入手する権利を持つことを再確認

する。

めには、平和で、安定的で、それを可能にす

る政治的、社会的および経済的環境が最も基

本的かつ本質的な基盤であることを、改めて

確認する。民主主義、開発の権利を含むすべ

ての人権と基本的な自由の促進と擁護、およ

び男女の十分かつ平等な参加が持続可能な世

界の食料安全保障を達成するための必須条件

である。

２．私たちは、自らの政治的意志として、また共

通のそして各国の公約として「全ての人にと

っての食料安全保障(fOodsecurityfbrall)」を

達成することを誓約する。そして、２０１５

年までに栄養不足人口を現在の半分にまで低

減させることを当面の目標とする。

５．貧困は食料の不安定供給の主要な原因であり、

貧困解消へのたゆまざる前進は、食料の手に

入れやすさを改善する上できわめて重要であ

る。紛争、テロリズム、汚職および環境劣化

も食料の不安定供給を著しく増大させる。主

食をはじめとする食料の増産が図られなけれ

ばならない。この増産は、天然資源の持続可

能で有効な管理、特に工業国における持続不

可能（過剰）な消費と生産の廃絶、および世

界人口の早期安定化という枠組みの中で行わ

れるべきである。特に開発途上国の農村地域

における食料安全保障には、女性の基礎的な

貢献が欠かせず、男女間の平等が確保される

必要性がある。農村地域の再活性化もまた、

社会的安定性向上および多くの国が直面して

いる農村から都市への過剰な人口移動の是正

に有効であり、優先的に取り扱うべき事項と

しなければならない。

3．世界全体、とりわけ開発途上国において、８

億以上の人々が基本的な栄養上のニーズを満

たすための十分な食料を得られていないとい

う現状は耐え難いものであり、このような状

態は容認し難い。食料供給は大幅に増大して

いるが、食料入手はさまざまな理由で阻害さ

れ、食料を購入するために必要な所得の配分

は、家庭および国レベルで相変わらず不適切

なままであり、食料需給の不安定性、また天

災や人災により、基本的な食料の需要は満た

されていない。飢餓と食料の不安定供給の問

題は地球的規模のものであり、世界人口の増

加や自然の資源に対する負荷の増大が見込ま

れることを考えれば、今後早急に断固として

一致協力した行動がとられない限り、飢餓と

食料の不安定供給の問題は解決されることは

なく、さらに－部地域においては劇的に悪化

すると思われる。

6．私たちは、現在および将来の世代の食料安全

保障を達成するという自らの責任を果たすた

め、直ちに行動を起こすことが重要であると

強調する。食料安全保障の達成は複雑な任務

であり、食料安全保障達成の責任は一義的に

（基本的に）各国政府にある。各国政府は、

（食料安全保障の達成に向けた）人々の対応

能力を増大させるような環境を作り出すとと

4．各国が食料安全保障と貧困の撲滅を達成する

ために適切な（政策的）優先順位を付けるた
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健および教育を利用できるようにすること

で、人々、特に女性の十分な参加とエンパワ

ーメント（権能の向上）を促すものであり、

ならびに若年者に機会を与えるものである。

戦争、内紛、天災または気候に関連する生態

系の変化の影響を受けている人々を含め、適

切な食生活のための十分な食料を生産あるい

は購入できない人々に、特別の注意が払われ

るべきである。私たちは、病害虫、干ばつお

よび砂漠化、魚の乱獲および生物多様性の喪

失を含む天然資源の劣化と戦うため、緊急に

行動する必要性があることを自覚する。

もに、平和ならびに社会的、政治的、経済的

な安定、公正と男女平等を保障するような政

策を採用しなければならない。私たちは、各

国社会および様々な形で国際社会の安定その

ものにまで脅威を与えかねないほどの大規模

な飢餓が未だに引き続いていることに深い憂

慮を表明する。同時に世界的な枠組みの中で、

各国政府は世界の食料安全保障の達成を目指

した諸計画について、相互にまた国連諸機関、

融資機関、政府間組織および非政府組織、な

らびに公共・民間部門と積極的に協力すべき

である。

７．食料を政治的、経済的圧力の手段として利用

すべきではない。国際的な協力と連帯の重要

性ならびに国際法および国連憲章を蔑ろに

し、食料安全保障を危うくする一方的措置の

行使を抑制する必要性を再確認する。

9．私たちは、持続可能な食料安全保障政策の実

施に向けた各国の行動を強化するため、全て

の技術資源および途上国対外債務の減免を含

む資金を動員し、その配分・利用を最適化す

るために努力することを決意する。

私たちは、食料安全保障の達成に向けて、人

間資源の開発、研究およびインフラに対する

投資を促すような政策を採用しなければなら

ない。また、雇用と所得の創出を奨励し、生

産資源および財源が公平に利用できるよう促

進しなければならない。貿易が食料安全保障

達成のための「鍵」となる要素であることに

合意する。食料貿易政策と全般的な貿易政策

が、食料生産者と消費者に、利用可能な資源

を経済的に健全かつ持続可能な方法による活

用の奨励を、追求することに合意する。食料

安全保障の実現のために、生産能力の低い地

域のみならず高い地域においても、持続可能

な農業・漁業・林業および農村開発を行うこ

とが重要である。食料安全保障を実現する上

で、農民、漁民、林業従事者、先住民および

彼らの共同体が最も基本的な役割を果たして

おり、その実現のためには、彼らを効果的な

研究と普及サービスの面で支援することが最

も基本となること理解している。私たちの持

続可能な開発政策は、所得の公正な配分、保

１０.食料安全保障がもつ多面的な性格から、各国

による協調的な活動と、各国の活動を補い、

強化するための効果的な国際的努力が必要と

なることを確信し、私たちは次の公約を行う。

８．私たちは、

貧困の解消と永続的な平和のため、最善の

条件を創り出すよう立案された政治的・社

会的および経済的環境の確保に努める。こ

れらの環境は、男女の十分かつ平等な参加

を基盤とするものであり、最も効果的に全

ての人への食料安全保障を導くことにな

る。

貧困と不平等を解消し、全ての人がいか

なる時にも十分で、栄養上適切かつ安全

な食料を入手できるような物理的、経済

的機会、ならびに食料の効果的な利用手

段を改善して行くことを目的とした政策

を実施する。

農業の多面的な機能を考慮するとともに、

家庭・国家・地域および地球レベルでの

適正で信頼できる食料供給にとって不可
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欠な、また病害虫・干ばつおよび砂漠化

に立ち向かえるような、参加型で持続可

能な食料・農業・漁業・林業および農村

開発に関する政策と行動を、生産力の高

い地域と低い地域双方において追求する。

・食料政策、農産物貿易政策および貿易政

策全般が、公正かつ市場指向型の世界貿

易システムを通じて、世界の食料安全保

障の促進に役立つことを確実にするため

努力する。

・自然災害や人為的な危機的状況を予防し、

かつこれらに備え、一時的で緊急に発生

した食料需要に対しては、（生産能力の)回

復、復興、開発を促進し、将来のニーズ

を満たす生産力形成を促進するような方

法で対応するよう努力する。

・生産力の高い地域と低い地域双方におい

て、人間資源、持続可能な食料,農業・

漁業・林業システムおよび農村開発を促

進するため、公共・民間投資の最適な配

分と利用を推進する。

・国際社会と協力の上で、「世界食料サミッ

ト行動計画」をあらゆるレベルにおいて

実施し、それを注意深く見守り、フォロ

ーアップを行う。

11.私たちは、「世界食料サミット行動計画」の

実施を支援し、そのために行動することを誓

約する。

１９９６年１１月１３日、ローマ市

(注）便宜上パラグラフごとに番号を付した。
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世界食料サミット行動計画

ある。安定的な食料供給が公平に利用できる

よう確保されなければならない。

1．「世界食料安全保障のためのローマ宣言」お

よび「世界食料サミット行動計画」は、個人、

家庭、国、地域および世界の各レベルにおけ

る食料安全保障の実現という共通の目標へ向

けてのさまざまな手段の基礎を築くものであ

る。食料安全保障は、全ての人が、活動的で

健康的な生活に必要な食生活のニーズと嗜好

に合った、安全で栄養に富む食料を物理的に

も、経済的にも十分に常に入手できることが

可能な状態の時に達成される。このため、全

てのレベルにおける協調行動が求められる。

各国は、各々の個別の目標を達成するために

それぞれの資源と能力に見合った戦略を採用

しなければならず、同時に、食料安全保障と

いう地球規模の課題に対する集団的な解決策

を形成するために地域的、国際的に協力しな

ければならない。制度・社会・経済面でます

ます相互関係を深めつつある世界において

は、協調努力と責任分担が不可欠である。

３．いかなる国においても、平和で安定した環境

は、持続可能な食料安全保障達成のための基

本的条件である。各国政府は、個人および集

団が、その技術、努力、資源を傾注し、とり

わけ投資によって、「全ての人に食料を（fOod

fOralI)」という共通の目標に向けて自主性を

発揮できるような環境をつくり出す責務を負

っている。これには、社会を構成する全ての

人の協力と参加を得て、取り組む必要がある。

農業・漁業・林業従事者および他の食料生産

者ならびに供給者は、食料安全保障を達成す

る上で重要な役割を担っており、その成功に

は彼らの十分な参加とエンパワーメントが極

めて重要である。

4．開発途上国において、農村から都市への人口

流入の急増が、貧困、飢餓および栄養不良の

主な要因となっている。現在、史上最大の人

口移動が進行中である。こうした問題に適切

で、時宜に適った方法で取り組まなければ、

多くの国と地域の安定に重大な政治的、経済

的、社会的影響を与え、さらには世界平和を

危機にさらす恐れすらでてくる。飢餓や栄養

不良に最も苦しんでいる人々と地域に焦点を

あて、原因を特定し、状況を改善するための

対策を講じる必要がある。あらゆるレベルで

のより完全で利用しやすい情報源が、それを

実現させるであろう。

２．貧困の解消は、食料の入手機会を改善するた

めに不可欠である。栄養不足に陥っている

人々の大多数は、食料を生産することができ

ない、あるいは十分な食料を購入するだけの

余裕がない。彼らは、土地，水‘生産資材・

改良された種苗、適切な技術・農業への融資

といった生産手段を十分に利用することがで

きない。加えて、戦争、内紛、自然災害、気

候に関連する生態系の変化および環境の劣化

は、数百万もの人々に悪影響を与えている。

食料援助の供与は、彼らの窮状を軽減するた

めの手段にはなり得ても、食料の不安定供給

の根本的原因に対する長期的な解決にはなら

ない。緊急事態に対応して、必要な場合には

いつでも食料援助を供与できるよう、国際社

会の中で十分な能力を維持することが重要で

５．全ての人に十分な食料を供給することは実現

可能である。１人当たりの食料に関して言え

ば、２０年前、世界人口が４０億人であった

当時に比べ、今日、世界人口は５８億人に増
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大したにもかかわらず、１人当たり平均の食

料は１５％多くなっている。しかしながら、

増大し続ける人口に対して食料を供給し、食

生活の改善を達成するためには、天然資源の

持続可能な管理を通じて、世界の食料生産を

更に大幅に拡大させることが求められてい

る。食料の輸入、備蓄、国際貿易を有効に組

み合わせ、同時に伝統的な農作物とその産物

を含めた食料生産を拡大させることで、食料

安全保障を強化し、地域格差を改善すること

ができる。食料援助は、食料安全保障の推進

に役立つ多くの手段の一つである。調査研究

ならびに遺伝資源の目録作成と保護に対する

長期的投資、特に国家レベルでの長期投資が

必要不可欠である。十分な食料供給と家庭レ

ベルでの食料安全保障とが確実に連携するよ

うにしなければならない。

ろう。このような状況は容認しがたいもので

ある。この行動計画は、継続的な努力によっ

て全ての国における飢餓を撲滅させるための

ものである。この行動計画では、２０１５年

までに栄養不足人口を現在の半分にまで低減

させることを当面の目標とし、中間評価を行

い、２０１０年までにこの目標が達成可能か

どうか確認する。

８．投資に必要とされる資源は、そのほとんどが

国内、民間および公的な供給源から調達され

るであろう。国際社会は、食料安全保障を推

進する際に、開発途上国や経済移行国を援助

するために適切な国内政策の採用を支援し、

必要かつ適切な場合には、技術・財政援助を

提供する上で果たすべき重要な役割を担って

いる。

９．世界食料サミットのフォローアップは多元的

性格をもっており、国内、政府間および国際

機関間の各レベルにわたっての活動が求めら

れることになる。国際社会および国連食糧農

業機関（ＦＡＯ）をはじめ、それぞれの役割

を担う諸機関を含む国連システムは、「世界

食料サミット行動計画」の実施に重要な貢献

を行う。ＦＡＯ世界食料安全保障委員会（Ｃ

ＦＳ）は、行動計画の実施を監視する責任を

負っている。

6．季節や年によって生じる食料供給の有害な不

安定性を軽減させることはできる。気候の変

動や病害虫に対する脆弱さと、それらからの

影響を最小限に食い止めるための目標を設定

するなどしてその改善が図られるべきであ

る。食料不足地域へ適切に食料供給を行うこ

とで生物多様性の保護と持続可能な利用を図

る゜そのため、気象の早期警報システム、農

業2．漁業・林業における適切な技術移転とそ

の活用、生産ならびに信頼できる貿易・備

蓄・財政メカニズムを効果的に組み合わせて

利用すべきである。自然災害や人為的災害は

しばしば予測が可能で、予防すら可能であり、

その対応は、機動的で効果的かつ復興を助け

るものでなければならない。

10.持続可能な世界の食料安全保障の達成は、最

近の一連の国際会議において合意された社

会・経済・環境・人間開発の目標を達成する

ための重要な一部である。「世界食料サミッ

ト行動計画」は、これらの会議において到達

した国際社会の合意の上に成り立つものであ

り、世界は重大な食料の不安定供給に直面し

ているが、これらの問題に対する解決策は存

在するとの確信に基づいている。地方・国

家・地域・国際レベルで、全ての関係者が決

意し、たゆまない努力を行えば、「全ての人

7．各国政府と国際社会が食料の不安定供給の根

底にある多面的な要因に対処しなければ、飢

えて栄養失調に苦しむ人々の数は、開発途上

国、とりわけサハラ以南のアフリカにおいて

は、きわめて高い水準に止まったままになり、

持続可能な食料安全保障は達成されないであ
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に、いかなる時にも、食料が行き渡る」とい

う全体目標は達成されるであろう。

11.「世界食料サミット行動計画」は、国連憲章

および国際法の趣旨と原則に合致しており、

１９９０年以降開催されてきた食料安全保障

に関連する他の国連会議の結果を強化するよ

う努めるものである。

本行動計画に盛り込まれた様々な勧告は、各

国の主権と責任に基づいた国内法を通じて実

施される。また、（この勧告を実施する場合に

は)開発への権利を含む全ての人権、基本的自

由、ならびに個人およびコミュニティの多様

な宗教的、倫理的価値観、文化的背景および

哲学的信念の重要性とその完全な尊重を踏ま

え、戦略、政策、計画および開発順位の策定

を行う必要がある。さらにその実施は、世界

の食料安全保障という目標を達成するための

この過程を通じて、全ての人が人権を十分に

享受できるように貢献するものでなければな

12.本行動計画に盛り込まれた様々な勧告は、

らない。
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公約１

私たちは、男女の完全で平等な参加に基づいた、貧困撲滅と安定的な平和のための最適な条件の創出を

可能にする政治的、社会的、経済的環境を確保する。それは、持続可能な全ての人にとって食料安全保

陣の達成に最も大きく貢献することになる。

行動の基礎 がら、未だ達成されていない場合には、以下

のことを行う。

(a)国際社会と適切な形で協力して、紛争防

止の機構を発展させ、平和的手段により

紛争を処理し、忍耐、非暴力および多様

性の尊重を推進することによって、平和

を確実なものとし、強化する。

(b)民主的で透明、参加型、全ての人が力を

つけることができるような形で、状況の

変化に対応でき、持続可能な世界の食料

安全保障の達成に最も役立つような政策

の策定、立法および実施過程を発展させ

る。

(c)全ての人の権利を保護するために、機能

的な法律・司法制度を推進し、強化する。

(｡)先住民とその共同体の独自性、伝統、社

会組織の形態および文化的価値観を十分

に尊重するとともに、彼らの経済・社会

開発の追求を認め、支援する。

13.増加する世界人口と緊急を要する飢餓および

栄養不良の解消は、断固とした政策と効果的

な行動を必要としている。各国が食料安全保

障、貧困の解消ならびに持続可能な農業・漁

業・林業および農村開発に適切な優先順位を

つける上で、平和で安定し、人々の能力を助

長するような政治的、社会的、経済的環境は、

最も本質的な基盤となるものである。開発へ

の権利および全ての人が十分な食料を得る権

利の漸進的実現を含めたあらゆる人権と、基

本的自由の推進と保護、ならびに男女の十分

かつ平等な参加も、持続可能な世界の食料安

全保障の達成という私たちの目標実現のため

に必要不可欠である。

目的および行動

14.目的１．１

紛争を平和的に予防し、解決し、安定した政

治環境を創出するために、全ての人権と基本

的自由に敬意を払い、民主主義、透明性があ

りかつ効果的な法的枠組み、全ての公共・民

間の国内・国際機関における透明性と責任の

ある統治と運営、ならびに人々の食料安全保

障に影響を与える決定と活動を行う場合に

は、全ての人、全てのレベルで、効果的で平

等な参加を尊重する。

更に、各国政府は、市民社会の全ての関

係者と連携しながら、国際機関の支援を

受けて以下のことを適切に行う。

(e)国連憲章に従って、食料の不安定供給を

引き起こし、または悪化させる紛争の防

止および解決を図るとともに、平和的手

段により紛争を処理し、忍耐、非暴力、

多様性の尊重および国際法の遵守を促進

するため、国際・地域組織の既存のルー

ルや機構を強化する。

このため、各国政府は市民社会の全ての関係

者と適切なパートナーシップのもと連携しな
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地、水を含む生産資源への確実で平等な

利用可能性（アクセス）と支配力を女性

に与えるような、ジェンダーに配慮した

法制度を導入し、施行する。

(c)諸制度を女性が平等に利用できるように

する。

(｡)食料の生産、加工およびマーケティング

に関する教育・訓練の機会を男女平等に

提供する。

に)女性生産者向けの農業普及・技術サービ

スを実施するとともに、女性のアドバイ

ザーや相談員の数を増やす。

(f）農業・漁業・林業および農村開発につい

て男女別に分類したデータの収集、普及

および利用を改善する。

(9)家庭内における労働の分担および所得の

利用可能性とその管理についての調査研

究に焦点をあてる。

(h)農業・漁業・林業および天然資源の管理

に対する女性の伝統的な知識や技能に関

する情報を収集する。

目的１．２

安定した経済状態を確保し、開発戦略を実施

することで、人口・環境問題をその－部とし

て含む持続可能で公正な経済・社会開発のた

めに、民間部門・公共部門、個人および集団

の活動がその持てる力を最大に発揮できるよ

うにする。

1５．

このため、各国政府は市民社会の全ての関係

者と適切に連携しながら、以下のことを行う。

(a)持続可能で、公正な経済・社会開発をこ

れまで以上に導くような国内・国際環境

を育むための政策を推進する。

(b)土地改革の推進、資産、水利権および使

用権の確認と保護のための法的、あるい

は他の仕組みを適切に確立することで、

貧困者や女性が様々な資源(資金)を利用し

やすくなるよう改善する。このようなメ

カニズムは同時に、〔土地、水、森林とい

った〕天然資源の保全と持続可能な利用、

リスクの軽減および投資を促進するもの

でなければならない。

に)「国際人口開発会議報告書および行動計

画」（カイロ、１９９４年）に沿って、人

口移動に影響を与える要因を含む人口問

題を開発戦略、計画および政策決定に十

分に組み入れるとともに、適切な人口政

策、計画および家族計画サービスを案出

する。

17.目的１．４

国内の結束を促進し、社会・経済・政治的生

活のあらゆるレベルにおける全ての人、とり

わけ脆弱で恵まれない集団や個人に対して、

平等な機会を提供すること。

このため、各国政府は市民社会の全ての関係

者と適切に連携しながら、次のことを行う。

(a)農業・漁業・林業および農村開発を含む

持続可能な開発に不可欠な保健、教育、

識字教育、その他の技能訓練といった人

材開発への投資を支援する。

(b)社会的に脆弱で恵まれない集団のメンバ

ーや少数民族に属している人々の土地、

その他の所有権ならびに融資、教育・訓

練、商業市場および食料安全保障プログ

ラムを利用できるよう特別の注意を払い、

彼らに対する差別と戦う政策を立法化あ

16.目的１．３

男女平等と女性のエンパワーメントの確保。

このため、各国政府は、次のことを行う。

(a)全ての政策の主流にジェンダー(男女の社

会的差)の観点を組み入れるという「第４

回世界女性会議」（北京、１９９５年）で

なされた公約を支援し、実行する。

(b)経済への女性の十分かつ平等な参加を推

進し、また、この目的のために融資、土
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るいは強化する。

に)若年者に機会を与え、家族や子供の栄養

一乳児に対する母乳保育の重要性を強

調することは当然のこととして－を確

保する上で女性が果たしうる特別の貢献

を促進するような立法を行い、制度構築

を行う。

(｡)食料安全保障プログラムにおいて子供、

特に女児の利益とニーズを「世界子供サ

ミット」（子供の権利に関する条約、ニュ

ーヨーク、１９９０年）に沿って、促進

し保護するよう特別の注意を払う。
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公約２

私たちは、貧困と不平等を解消し、全ての人がいかなる時にも十分に、栄養的に適切でかつ安全な食料

を物理的、経済的に入手できるようその入手可能性を改善し、食料の効率的な利用を図ることを目的と

した政策を実施する。

目的および行動行動の基礎

｢世界栄養会議〔ＩＣＮ〕」の「世界栄養宣

言」（ローマ、１９９２年）によれば、栄養

上適切かつ安全な食料を入手する機会を確実

にすることは、個人の福祉と国家、社会、経

済の発展にとって不可欠である。世界中のど

の国にも、自らが必要とするものを手に入れ

ることのできない脆弱で恵まれない立場の個

人、家庭、集団が存在する。貧困解消のため

の行動を準備するに当たっては、全貧困者の

うち７０％が女性であることを考慮すべきで

ある。全体的には食料供給が十分と見られる

場所や場合であっても、貧困が存在すれば、

そのニーズを満たすために必要な量と種類の

食料を全ての人に行き渡らせる上で障害とな

る。急激な人口増加と農村の貧困は、社会、

経済、環境、栄養に対する深刻な悪影響を伴

う都市部への過剰な人口流入を引き起こして

いる。特別な努力を払わない限り、世界の、

とりわけ開発途上国における人口の、容認し

難いほどの大部分が２０１０年になっても依

然として慢性的な栄養不足状態に置かれ、し

かも深刻な周期的食料不足に苦しめられる恐

れがある。また、食料が適切に利用されてい

ないことも栄養不良の原因の一つとなってお

り、－食料利用とは、この場合、人体によ

る食物中の栄養の適切な消化吸収のことであ

るが－－適切な食生活、衛生的な給水、保健

サービスおよび保健教育が必要とされる。

18.「世界栄養会議 19.目的２．１

政策上の優先課題としてまた促進すべき課題

として、都市と農村の双方における貧困の解

消と、全ての人への持続可能な食料安全保障

を追求し、健全な国家政策、確実で収益性の

ある雇用を通し、また土地、水、融資といっ

た生産資源への公正で平等な利用ができるよ

うにすることで、貧困者の所得を最大限に増

やす。

このため、各国政府は市民社会の全ての関係

者と適切に連携しながら、次のことを行う。

(a)政策の最優先課題として、貧困の撲滅と

家庭および国家レベルでの持続可能な食

料安全保障を追求するために政策の再検

討と採択を行い、食料安全保障の達成に

悪影響を与える失業や、生産要素の欠如

といった障害の除去に努め、「社会開発サ

ミット」（コペンハーゲン、１９９５年）

で合意した関連公約を実行する。

(b)基礎教育や就職前および就業中訓練(OJT）

を通じて、人々の技能および能力を開発

する。

(c)生活必需品の購入を容易にできるような

収入を与えるため、農外労働を含め、と

りわけ農村地域での雇用の安定を促進す

る条件を創り出す政策を採用するととも

に、同様にそれが適切なところでは労働

集約的な技術を奨励する。

(｡)農業・漁業・林業従事者その他の食料生
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産者、とりわけ女性が、自己の労働、資

本および経営により正当な報酬を獲得で

きるような健全な経済、農業、漁業、林

業および土地改革政策を追求するととも

に、限界地を含む天然資源の保護および

持続可能な管理を奨励する。

(e)土地、その他の天然資源および生産資源

を男女が平等に利用できるよう改善する。

特に、必要な場合には、土地改革の効果

的な実施、天然資源および農業資源の効

率的な利用の推進を図り、また可能な場

合には、新しい土地への移住を行う。

(f）農業従事者および農業共同体による食料

と農業に関わる遺伝資源の利用を促進す

る。

(c）食料を十分に得ることができない人々、

特に貧困者や子供、弱者のニーズを満た

すために、利用可能な資源の範囲内で、

その目標が十分考慮され、絞り込まれた

社会福祉および安全な栄養供給網を発展

させる。

21．目的２．３

食料供給が、人々の活力および栄養上のニー

ズを満たすために、安全で、物理的、経済的

に入手可能で、適切かつ十分であるよう保証

する。

このため、各国政府は市民社会の全ての関係

者と連携しながら、適切に次のことを行う。

(a)食料供給ならびに備蓄在庫の利用の可能

性とそれが栄養の点から見て適切である

かどうかを注意深く見守る。特に、食料

の不安定供給の危険`性が高い地域、栄養

の面で被害を受けやすい集団および、季

節の変動が栄養面に重大な影響を与える

地域に対し、注意を払う。

(b)「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」

他、関連する国際合意に合致した政策の

適用、特に、人、動物、植物の安全衛生

の分野において基準を確立し、取り締ま

り活動を強化することによって、食料供

給の質と安全性を確保する。

(c）その生産と利用が文化的に適切で伝統的

でありながら、穀物、油糧種子、豆類、

根菜、果実、野菜を含む、十分に活用さ

れていない食用作物の生産と利用を奨励

する。持続可能な生産技術を利用した家

庭菜園一またその利用が適切な場合に

は、学校の庭や都市での農業を－推進

する。そして利用されていない、または

十分活用されていない水産資源の持続可

能な利用法を奨励する。

(｡)収穫後の損失を軽減するため、特に地方

レベルにおいて、食品の加工、保存、貯

20.目的２．目的２．２

食料に事欠く家庭、家族、個人が、自らの食

料および必要な栄養を満たすことができるよ

うにし、またそれができない人々への支援に

努める。

このため、各国政府は市民社会の全ての関係

者と連携しながら、適切に次のことを行う。

(a)必要な場合には国レベルの「食料の不安

定供給および脆弱性に関する情報と地図

システム」を開発し、定期的に更新する。

それは、飢餓および、栄養不良の被害を

受けている、また受ける可能性のある地

域を、各地方レベルも含み、その場所お

よび人口の現状を指し示すものであり、

食料の不安定供給を引き起こす要素を指

し示すものである。このシステムを作る

際には、二重の努力を避けるため既存の

データや他の情報システムを最大限に利

用する。

(b)それが適切である場合には、食料の不安

定供給地域の失業者や不完全就業者に対

する費用対効果の高い公共事業プログラ

ムを実施する。
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蔵技術を開発し改良する。

に)農村部の家庭と地域社会が、低コストの

技術や革新的手段を採用するよう奨励する。

(f）自立と計画を立案、計画の策定・実施に

際しての住民の有効な参加を促進するよ

うな、地域に根ざした食料安全保障と栄

養プログラムを促進し、支援する。

(9)「世界栄養会議」で合意された、特定の

微量栄養素の欠乏を防止しコントロール

するという目標を実行する。

22.目的２．目的２．４

全ての人、特に貧困者や被害を受けやすく不

利な立場におかれた集団のメンバーが自立能

力を高めるために、基礎教育およびプライマ

リー・ヘルス・ケアが利用可能となるよう促

進する。

このため、各国政府は、市民社会の全ての関

係者と適切に連携しながら、以下のことを行

う。

(a)「国際人口開発会議報告書と行動計画」

（カイロ、１９９４年）に基づいて、全て

の人、とりわけ貧困者および脆弱で恵ま

れない集団のメンバーに対し、リプロダ

クテイブ・ヘルス・サービスを含むプラ

イマリー・ヘルス・ケアが利用可能とな

るよう促進する。

(b)全ての人、特に貧しい地域社会や農村地

域の人々が清潔な水と衛生施設を利用可

能になるよう促進する。

(c)特に、農村地域の子供および女児に注意

を向け、初等教育一学校給食プログラ

ムがあったほうが適当な場合にはそれを

含む－の完全実施が可能になるよう促

進し、支援する。

(｡)栄養、衛生、健康に関わる教育を公衆に

提供し、栄養、家計、環境保護、食料供

給、健康に関する技術・訓練プログラム

を推進する。
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公約３

私たちは、生産能力の高い地域及び低い地域の双方で、農業の性格としての多面的機能を考慮に入れな

がら、家庭、国家、地域および地球レベルでの適切で信頼性の高い食料供給、病害虫対策、干ばつと砂

漠化対策を行う上で必要不可欠である参加型のそして持続可能な食料、農業、漁業、林業及び農村開発

政策とその実施を追求する。

行動の基礎 科安全保障に対する漁業の持続的貢献に関す

る京都宣言および行動計画：京都宣言および

行動計画」（１９９５年)、および「食料と農

業のための植物遺伝資源保護と持続可能な利

用法に関するライプツイヒ宣言および世界行

動計画：ライプツイヒ宣言および世界行動計

画」（１９９６年）の双方でさらに詳しく述

べられている。

23.栄養が不足し、食料に事欠く人々のニーズを

満たすとともに、人口の増加に起因した食料

需要の拡大や、生活水準の向上および消費傾

向の変化に伴う新たな食品への需要に対応す

るため、とりわけ低所得食料不足国(LIFDCs）

において食料の増産が欠かせない。食料増産

は、農村女性のさらなる過重労働を招くこと

なく、生産能力、天然資源の持続可能な管理

および環境の保護を確実にしながら達成され

なければならない。

25.低所得食料不足国(LIFDCs)における食料生産

の拡大は、多くの場合、そこに住む貧困者に

食料入手の可能性を増し、所得を引き上げる

ための最も基本的な手段の一つとなる。これ

らの国々および、より先進的な地域における

食料の生産量増加の大部分は、特に増大する

都市部の消費者に食料を提供するため、経済

的、環境的に健全な状態で十分な余剰を生み

出すような農業気象学的条件を潜在的に備え

た地域からもたらされることが期待される。

雇用および所得の創出は、これらの地域の有

効需要を引き上げ、生産、経済の多様化およ

び農村開発を刺激する。生産能力が低く脆弱

な環境にある限界地や沿岸地域においても、

農村地域の人口流出を防ぐためには、農業投

入物と適切な技術の提供を通じた食料の増産

が必要であるが、これは資源と環境の持続可

能な管理に基づいて行われるべきである。多

くの地域における持続可能な農業活動のため

の効率的な土地利用は、森林を農耕地に転換

する圧力を軽減することにもかなり貢献す

る。

24.世界の多くの場所では、持続不可能か、そう

でなくとも不適切な政策およびプログラム、

不適切な技術、不十分な農村のインフラと制

度、さらに病害虫および疾病が、天然資源お

よび人間資源、投入資材ならびに生産物の非

効率と損失を招いている。食料、農業、漁業

および林業の資源基盤は過重な負荷にさらさ

れ、砂漠化、森林伐採、魚介類の乱獲、漁業

における収穫可能な量に見合わないほどの過

剰設備および廃棄、生物的多様性の喪失、さ

らに非効率な水利用、気候変動およびオゾン

層の破壊といった問題によって脅かされてい

る。これは食料安全保障と環境の双方に悪い

影響を及ぼす。食料安全保障に関連する持続

可能な農業・漁業・林業および農村開発の枠

組みは、「国連環境・開発会議（ＵＮＣＥＤ)」

の「持続可能な開発のための行動計画〔アジ

ェンダ２１〕」（リオデジャネイロ、１９９２

年）で入念に構築されており、最近では「食
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よって促進されるだろう。26.食料安全保障は、特に魚類、森林および野生

生物の持続可能な管理にかかっている。多く

の先住民社会において、これらの資源は食生

活における重要なタンパク源である。また、

先住民社会における伝統的知識も、彼らやそ

の他の地域社会における食料安全保障の達成

に重要な役割を果たしている。

30.農業・漁業および林業の研究は、世界人口の

増加に伴う短期的および長期的食料安全保障

の達成を支える持続的な食料生産性の向上を

達成するために不可欠である。これらの研究

とそれを可能にする環境を組み合わせること

で、国家および家庭レベルでの食料安全保障

を改善することができる。公正の問題と男女

間の平等は、将来の研究課題を設定するに当

たって適切に考慮されるべきである。研究努

力は貧困の解消と環境の面から見て、より持

続可能な農業・漁業・林業および食料生産シ

ステムの構築に焦点を絞るべきである。こう

した研究は、食料生産力の高い地域と同様に

低い地域に対しても、その地域に住む人々が

必要としているそれぞれのニーズ充足のため

に向けられるべきである。研究の優先順位や

方向付けを行う際には、農業・漁業，林業従

事者およびそれらの機関を巻き込むような新

たな努力を払い、関係者がその試験・研究結

果を利用(アクセス)できるようにすべきであ

る。

27.持続可能で多様な生産形態の確立にあたって

は、人々の現在および将来のニーズならびに

天然資源の持つ潜在能力とその限界を考慮に

入れるべきである。天然資源の持続可能な管

理を効果的に刺激する構造をもたらすための

政策は、包括的な手法のもと開発ざれ実施さ

れる、各国の農業・漁業・林業および天然資

源に関する計画および実施を実現するために

役立つ。

28.小島喚開発途上国は、気候変動と海面上昇に

よる土地の消失と浸食の脅威にさらされてお

り、とりわけ総合的で持続可能な開発を必要

としている。貿易、輸送、通信、人間資源、

収入の安定化および輸出収入の増加は、これ

らの国々の食料安全保障を向上させる。

31.農村の経済・社会開発は、世界の食料安全保

障を達成するための必須条件である。農村の

貧困は、国によってもまた各国の国内におい

てもかなりの程度差があり、複雑な現象であ

る。開発途上国の農村地域では、技術的およ

び資金的な資源ならびに教育面でのインフラ

が全般的に貧弱な状況にある。こうした地域

における、稼得機会の欠如、不作および生産

システム維持の失敗、不適切な商品、利用で

きる投入資材および消費財の流通網や公的サ

ービスが限られていること、ならびにこうし

たサービスの質が劣悪である、といったあら

ゆる基本的な側面について、農村での食料安

全保障に関して考慮する必要がある。これは、

高い人口増加と国内・国外への人口流出とい

う形で現れ、大きな影響を与えている。

29.食料生産および農村開発、－特に食料の安

全保障が明らかに不十分な国の－について

は、持続可能な開発という尺度ならびに各地

方の食の伝統に従って、各地方の生産方法の

近代化と技術移転の促進を助長するような適

切かつ時代に合った技術が求められる。これ

らの技術から十分に利益を得るためには、各

地方の現場の人材への訓練、教育、技能開発

プログラムが必要とされる。国際協力の強化

を伴った地方の能力向上を図る各国の努力

は、同じような条件を持っているところに関

して言えば、ノウハウや技術の適用を容易に

し、さらに新しい技術の適用を容易にする。

このことは、特に開発途上国を対象とする南

北および南南協力といった活発な国際協力に
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目的および行動 よび家畜類の生産性を向上させる。加え

て、長期的な熱帯土壌の肥沃度の改善を

実現するよう模索する。

(f）放牧地や飼料作物の改善および家畜飼料

の多様化を通じて、より効率的で持続可

能な家畜生産システムを促進する。

(9)環境の面からみて健全で持続可能な養殖

漁業を農村開発、農業および沿岸部開発

のなかに十分に取り入れる。

(h)食料安全保障を促進するため、森林から

産出される食料、飼料、燃料、その他の

産物の持続可能な生産と利用を促進する。

それによって、このような活動が農村で

の所得と雇用の増加をもたらし、ひいて

は森林の価値を高めることになり、持続

可能な森林の管理に貢献する。

(i）その大規模な発生が食料不足や市場の不

安定化、貿易(輸出入禁止)措置を引き起こ

す、－特に、牛疫、牛ダニ病、口蹄疫、

砂漠バッタのような越境移動性を持つ病

害虫および疾病を含む－動植物の病害

虫と疾病に対する効果的な予防と進歩的

なその抑制方法を模索する。また、植物

の病害虫と動物の疾病を抑制する際の地

域協力や総合的な病害虫処理方法の広範

な開発と利用を促進する。

32.目的３．１

天然資源維持の必要性を十分に考慮に入れ、

参加型の手法を通し、持続可能で集約的かつ

多角的な農業生産、生産性の向上、効率性、

安全性の確保、病害虫の防除、および廃棄物

と損失の減少を追求する。

このため、各国政府は、市民社会の全ての関

係者と連携しながら、また、国際機関の支援

のもとに、適切に以下のことを行う。

(a)食料安全保障の達成を目指して、とりわ

け主食に関して持続可能な農業・漁業お

よび林業生産を経済的、社会的および環

境的に健全な方法で最適なものとする政

策を確立し、計画を実施する。

(b)適切な農業投入物の投入技術、耕作技術、

および持続可能な方法、例えば有機農法

を奨励する政策とプログラムを促進し、

環境劣化の減少という目標とともに、農

業経営の収益性を高め、農業経営の中で

資金を作り出せるようにする。このよう

な政策やプログラムは関連する農民自身

の経験と在来の知識に基づいて実施され

るべきである。

(c)食料安全保障強化の観点から、「国連生物

多様性条約」（１９９２年）の理念を明確

に支持し、生物的多様性およびその構成

要素である陸上および海洋生態系の保護

と持続可能な利用とを促進する。

(｡)正しくバランスのとれた食事に対する消

費者のニーズに応えるため、混合農業シ

ステムの持続可能な発展、多角的な食料

品およびその副産物の加工・流通を促進

する。

(e)必要性があり、かつ生態学的および経済

的に実行可能であれば、植物種子や動物

の改良種の使用ならびに総合的な植物栄

養システムの利用拡大を通じて、作物お

33．目的３．２

食料安全保障に対する環境の面からの脅威、

特に干ばつや砂漠化、病害虫、生物多様性の

喪失、土壌および水資源劣化と戦う。更なる

生産拡大を達成するために、資源が枯渇した

り、過度の開発がなされた地域における、水

および流域を含む天然資源基盤を回復し、再

生する。

このため、各国政府は、市民社会の全ての関

係者と連携しながら、また、国際機関の支援

のもとに、適切に次のことを行う。

(a)食料生産地帯およびこれに隣接する森林
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「京都宣言」とその「行動計画」の考え方

を十分に理解しながら、なかでも必要に

応じて、それが適切な場合には、地域・

小地域漁業管理機関または協定の設立と

強化、漁業における無駄の最小化、過剰

な漁穫能力の削減、「跨界性魚類資源壁お

よび高度回遊性魚類資源に関する国連協

定4および責任ある漁業のための行動規準」

に則った予防措置の適用、統合的海洋お

よび沿岸域管理の確立と強化、海洋およ

び淡水域における生物の多様性の保護お

よび持続的な利用、そして国連海洋法条

約およびアジェンダ２１の関連規定の範

囲において複数種一括管理の有効性の研

究を行う。上記を達成するために、開発途

上国、特に、その中でも最貧開発途上国

および小島襖開発途上国の特殊な状況お

よび要求を十分に認識する。

(e)食料と農業のための植物遺伝資源の保護

と持続可能な利用に向けた統合的なアプ

ローチ、なかでも、生育適地・生育適地

外における研究、系統的な調査と分類目

録の作成、植物の遺伝的基盤を拡大する

ような育種研究、およびこれらの資源を

利用することから生ずる利益の公正かつ

公平な分配を促進する統合的なアプロー

チを促進する。

（１）動物遺伝資源の保護および持続可能な利

用を促進する。

(9)森林伐採の割合を減らし、森林面積を拡

大し、森林、樹木および林業が食料安全

保障に果たす多面的貢献を維持し、発展

させ、流域の保全や生物多様性の保存庫

としての森林の保全を含めた土地・水資

源の保全と持続可能な利用のために、森

林に関する国連環境開発会議（ＵＮＣＥ

Ｄ）の成果を実施する。

(h)地球環境上の脅威、特に気候の変動およ

び変化、オゾン層の減少、生物多様性の

消失および多様な形態の環境汚染の影響

地帯、非農地および流域において、天然

資源の回復と保存を監視し、促進し、必

要なところではこれら資源の生産能力を

継続できる形で向上させる｡また、環境

劣化を軽減するための経済的、社会的な

優遇措置を創出するような政策を確立す

る。

(b)食料生産の持続可能な拡大のために各国

の土地および水資源の潜在的可能性を明

確化し、自然気候の変動性および降雨と

気温パターンに関する気候の変化により、

予期される影響を考慮しつつ、その生産

的利用を改善する。

(c)作付け密度を増やし、干ばつや洪水が食料

の収穫と天然資源の回復に及ぼす影響を軽

減するという観点から、経済的、社会的お

よび環境的に健全な灌概の改良~特に小

規模潅概と持続可能な天水農業の強化を

促進すると同時に、他の目的、とりわけ

人間の消費のための、水質とその利用可

能性を維持する水、流域および水管理技

術のための適切な国家および地域の政策

とプログラムを策定する。

(｡)跨界性魚類資源および高度回遊性魚類資

源の保存と管理に関する１９８２年１２

月１０日の海洋法に関する国際連合条約

規定実施のための協定〔跨界性魚類資源

および高度回遊性魚類資源に関する国連

協定〕、および「公海上の漁船による国際

的な保存管理措置の遵守を推進するため

のＦＡＯ協定」の早期批准および実施を

促進する。漁業の持続可能な管理と操業

の実施－特に「責任ある漁業のための

行動規準」を実施することで、漁業資源

の責任あるそして持続的な利用と保護を

導き、漁業資源の食料安全保障に対する

貢献を長期的に持続可能な最大にするこ

とができる。そして、国連海洋法条約

（UNCLOS)，に反映されている関連国際法

の規定に含まれる「アジェンダ２１」、
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をよりよく理解するよう努める。

(i）「ライプツイヒ世界行動計画」を実施す

る。

O）深刻な干ばつおよび、もしくは砂漠化を

経験した国々、特にアフリカにおける

「国連砂漠化防止協定」（１９９４年）の

早期批准と実行を促進し、「生物多様性条

約」（１９９２年)、「オゾン層減少に関す

るモントリオール議定書」（１９８７年)、

および「国連気候変動枠組条約」（１９９

２年）を実行する。

(k)資源が乏しく、生態系が圧迫されている

地域における天然資源の劣化および過度

の開発防止、取り締まりに努める。これ

らの地域が途上国の食料安全保障を達成

する上で不可欠な地域である場合、場所

を限定した制度、インフラ、技術の面で

支援の推進と提供を行う。

業技術普及ならびに研究機関間の南北・

南南協力によって支援されることが望ま

しい。

(b)地方の真のニーズに合った実際的で実現

可能な技術の移転・普及サービスを推進

する。南北および南南レベルでの経験と

技術`情報の交換が実現するよう、二国間

ならびに地域間協力の可能性を見出す上

で役立つプログラムを推進する。

(Ｃ)生産および家事労働を軽減する適切な技

術が利用できるよう支援することにより、

女性の農業労働の作業量を軽減する手段

を促進する。

(｡)経済的にも生態学的な観点からみても有

益で、消費者と環境を保護するような技

術を開発し、利用するための政策および

プログラムを確立する。

35．目的３．４

農林水産業の支援政策および国際､地域､国

内、および地方における生産能力向上と農林

水産業の基盤となる天然資源維持のための研

究および科学的協力を、公的部門と民間部門

の双方で強化し、拡大するための断固とした

行動をとり、貧困撲滅および食料安全保障促

進のための努力を擁護する。

34.目的３．目的３．３

特に農村および条件が不利な地域において、

開発途上国の食料安全保障上のニーズに適合

し、持続可能な開発と両立するような技術、

技能開発および訓練の移転と利用に関する健

全な政策およびプログラムを促進する。

このため、各国政府は、市民社会の全ての関

係者と連携しながら、また、国際機関の支援

のもとに、適切に次のことを行う。

(a)農業、漁業および林業教育、訓練、技能

の開発を強化することで、男女の機会均

等を確保し、研究システムと農民、漁民、

林業従事者、特に小規模農民、漁民、林

業従事者およびその他の生産者、そして

食料生産技術およびその移転の分野にお

ける代表的組織との連携を密接なものと

し、このシステムへの女性の参加比率向

上を促す。主として低所得食料不足国に

おける、各国の食料安全保障問題に対応

する能力構築のための努力は、教育、農

このため、各国政府は、公共・民間の両部門

において国際社会および科学者と協力しなが

ら、以下のことを適切に行う。

(a)食料安全保障を推進する研究支援を実施

する上で必要となる、そのために調整され

たプログラム開発を行うよう各国の研究

システムを強化する。このようなプログ

ラムは、農業、養殖を含む漁業および林

業の生産性向上の可能性を高めながら、

同時に天然資源基盤を維持するための政

策および行動に科学的裏付けを提供する

ような、学際的な研究に焦点を当てるべ

きである。天然資源に恵まれていない地
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ンフラ、施設およびサービスを推進し、脆弱

で恵まれない集団のメンバー、女性、先住民

および彼らの組織を含む農業・漁業・林業従

事者およびその他の食料部門に積極的に関わ

る人々のローカルな生産能力を強化し、彼ら

の効果的な参加を確保する総合的な農村開発

戦略の策定と実行を、生産能力の低い地域と

高い地域双方において行う。

域には適切な注意を払う。民間部門との

協力を促進する。

(b)国際的研究システムー特に国際農業研

究に関する協議団（ＣＧＩＡＲ）のよう

な－を強化するとともに、国際的、な

らびに先進国および開発途上国の研究機

関間の協調と協力を推進する。

(c)食料安全保障を推進する研究活動、特に

開発途上国に対する、そしてそれらの

国々であまり活用されていない作物に特

に注目した研究活動、に参加し、それを

支える国際協力を支援する。

(｡)研究ニーズを特定する際には、先住民と

その社会、地方の人々、消費者、農業・

漁業・林業従事者ならびにそれらの組織、

および民間部門を含む全ての関係当事者

が十分に参加できるような制度的枠組み

を作るよう奨励する。

に)研究結果を普及し広報するために、適切

なシステム、特に参加型のシステム、を

推進する。

(f）研究の計画および実施には、ジェンダー

の観点を確実にとり入れる。

(9)総合的で政策に関連した科学的知識を強

化するための方法と基準の策定を促進す

る。

(h)地域、国家および地方の各レベルでの適

正な技術、的確な収穫後の技術および加

工技術、ならびに地方のニーズに適合し

た植物育種法および動物飼育法の利用を

導くような研究開発を推進する。

(i）持続可能な農業・漁業および林業の生産

性を向上させ、特に途上国の利益となる

ような気象予報情報を開発し、普及し、

応用に関する国際的努力を継続するため

に必要とされる研究を促進する。

このため、各国政府は、市民社会の全ての関

係者と連撫しながら、また、国際機関の支援

のもとに、以下のことを適切に行う。

(a)投資・雇用政策、特に、農村の労働力を

適切に利用する雇用政策の推進、ならび

に政治、経済、行政の地方分権化の推進

に留意しながら、農村部門の社会的、経

済的再活性化を促す活動を国の社会・経

済開発に関わる政策、計画、プログラム

および事業の中に含める。

(b)農村地域における地方政府の行政制度を

強化し、草の根レベルの参加を促すため

に十分な資源、意思決定権およびメカニ

ズムを提供する。

(c)農業・漁業・林業従事者およびその他の

食料生産者・供給者と彼らの組織、また、

特に小規模農業および小規模漁業従事者

について、その責任を明確化し、彼らお

よび消費者の権利を保護する制度的な構

造を強化することで、彼らの能力が発揮

できるよう奨励する。

(｡)農村市場の開発と多様化を推進し、収穫

後の損失を削減し、安全な貯蔵、食品加

工・流通施設および輸送システムを確保

する。

に）１９７９年の「農地改革および農村開発

に関する世界会議（ＷＣＡＲＲＤ)」のフ

ォローアップを強化する。

(f）持続可能な天然資源の管理に関する訓練

プログラムを策定し、奨励する。

36.目的３．５

農村開発および家庭の食料安全保障を支援す

るための、農村における雇用、技能形成、イ
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各国政府は、民間部門および非政府組織

と協力して、次のことを行う。

(9)農村地域における技術面および教育面で

のインフラを開発する。

(h)それが必要なところには、融資の男女平

等な利用、貧困者のための小規模融資を

含む農村向け金融、融資、貯蓄の事業計

画の開発ならびに適切な保険機構を推進

する。

(i）安定して、収益性が高く、平等で公平な

雇用条件を得る機会を増やすような食料

の生産・加工・流通システムを推進する

とともに、それが適切な場所、とりわけ

限界地域および都市周辺地域においては、

農村地域における農外活動一農林水産

物生産とマーケティング、家内工業およ

び観光事業一との組み合わせを奨励す

る。

0）農村住民が社会・経済的な組織を育成す
る。特に小規模農民、漁民、そして林業

従事者の協同組合、共同体組織と開発組

織の発展に力を注ぐことで、農村住民が

農村開発プログラムの意思決定を行い、

それを注意深く見守ることができ、その

評価を行うにあたってそれに積極的に参

加できるようになるだろう。

(k)地方、国家、地域および国際レベルでの

農業・漁業・林業従事者、農村地域労働

者および消費者の組織の存在を承認し、

彼らと各々の政府との間の定期的話し合

いおよび協力、ならびに彼らの持続可能

な農業・漁業・林業および天然資源の持

続可能な管理に関係している全ての組織

および分野との連携を促進する。

(1)小規模家族の農業・漁業・林業従事者が

男女共に、自らの協同組合、事業ならび

に農業および漁業従事者の金融・互助機

関を設立できるよう権限の付与を促進す

る。

(､)開発途上国、先進工業国および経済移行

期にある国の国内または諸国間で、農

業・漁業・林業従事者およびその組織間

の協力および意見交換を促進する。

各国政府は、国際社会と協力しながら、

次のことを行う。

(､)他の開発途上国で成功を収めた栄養プロ

グラムを実行する上でその実施を容易に

するような国際的な南南技術協力プログ

ラムを策定する。

(o)ＵＮＣＥＤの成果、とりわけ「アジェン

ダ２１」の１４章の内容を実行する。
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公約４

私たちは、食料・辰産物貿易および貿易政策全般が、公正で市場指向型の世界貿易システムを通じて、

世界の食料安全保障の促進に、確実に役立つものになるよう努力する。

ぴ条件で十分な供給を受ける上で、短期的に

は悪い影響一食料品の通常レベルでの商業

的輸入に必要な資金を確保する上で生じる、

短期的な困難を含む－を被ることになるか

もしれない。１９９４年のマラケシュにおけ

る、「改革の過程が後発開発途上国および食

料純輸入開発途上国に及ぼし得る悪影響に関

する措置についての決定」は、完全に実施さ

れるべきである。

行動の基礎

37.貿易は世界の食料安全保障を達成する上で、

重要な要素の一つである。貿易は資源の有効

利用を促し、食料安全保障の改善のために決

定的に重要な経済成長を刺激する。貿易は、

食料生産を上回る食料の消費を可能にし、生

産と消費の変動軽減に役立ち、備蓄保持負担

の一部を軽減する。経済成長、所得および雇

用にプラスの影響をもたらす貿易は、食料へ

のアクセスと大きな関連がある。適切な国内

の経済および社会政策は、貧困者を含む全て

の人が経済成長による利益を得ることをより

確実にする。適切な貿易政策とは持続可能な

成長と食料安全保障という目的を促進するも

のである。世界貿易機関〔ＷＴＯ〕の全ての

加盟国は、ウルグアイ・ラウンドの約束のす

べてを尊重し、実行することが必須である。

この目的のため、ＷＴＯの義務に一致しない

一方的な措置は抑制する必要がある。

目的および行動

39.目的４．１

最近の世界的および地域的な貿易交渉で確立

された国際貿易の枠組みから生じる越えなけ

ればならない課題に対応し、その機会を活用

する。

このため、各国政府は、市民社会の全ての関

係者と連携しながら、以下のことを適切に行

う。

(a)国内、地域内、世界的な市場内および市

場間のよりよい結びつきを促進し、貿易

を多角化するため、特に途上国において、

十分に機能する国内の流通・輸送システ

ムを確立するよう努力する。

(b)国際的および地域的な貿易協定に関連す

る各国の政策が、食料安全保障に向けた

女性の新たなあるいは伝統的な経済活動

に悪影響を与えぬよう努める。

38.「ウルグアイ・ラウンド合意」は、適切な貿

易政策と自助努力の戦略によって利益を得る

機会を先進国および開発途上国に提供する、

新しい国際貿易の枠組みを確立した。ウルグ

アイ・ラウンド合意の漸進的な実施は、全体

として、全ての加盟国の利益に役立つ貿易拡

大の機会を増し、経済成長を生み出す。それ

故、様々な協定の各条項は実施期間中に確実

に適用されなければならない。一部の後発開

発途上国および食料純輸入開発途上国は、基

礎食料品を海外の供給元から適切な期間およ 世界貿易機関（ＷＴＯ）の加盟国は、次
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のことを行う。

(c)効率的な食料、農業、漁業、林業の生産

者および加工業者~特に途上国の－

にとって市場機会を改善するであろう

「ウルグアイ・ラウンド合意」の実施を追

求する。

産物の国際貿易を持続可能な方法で行う。

40.目的４．２

国際価格と供給変動を考慮し、特に開発途上

国における脆弱な集団の食料消費レベルを考

慮しながら、必須食料の輸入需要を全ての国

において満たすこと。

国際社会は、各国政府および市民社会と

協力しながら、以下のことを適切に行う。

(｡)国内および国際貿易ために食品安全と衛

生植物検疫上の要件を充足するための制

度と基準を調整している各国への支援を

継続する。

に）国際貿易の枠組みから生じる機会を最大

に生かすべく、開発途上国、特に低所得

食料不足国の農業生産性とインフラを改

善するための財政的、技術的支援を促進

するよう十分な考慮を払う。

(f）国際的な貿易ルールに合致した、技術支

援の促進と技術移転の奨励を、特にそれ

を必要としている開発途上国に対して行

い、国際基準を満たすことができるよう

にすることで開発途上国が新たな市場機

会を利用できるようにする。

(9)ＷＴＯの諸規定と環境保護を目的とする

貿易措置の関係についてＷＴＯが取り組

むことを考慮に入れ、「ウルグアイ・ラウ

ンド合意における貿易と環境に関する閣

僚決定」に従い、持続可能な食料安全保

障を支援するような貿易と環境政策の相

互補完性を確実にするよう努力し、環境

への措置が、開発途上国が食料・農産物

輸出を行う際の市場参入に不公正な影響

を与えないよう、あらゆる努力を行う。

(h)「世界貿易機関（ＷＴＯ）合意｣、「跨界

性魚類資源および高度回遊性魚類資源に

関する国連協定｣、「責任ある漁業のため

の行動規準」およびその他の関係国際合

意によって確立された原則、権利および

義務に適切に従いながら、魚類および水

このため、各国政府と国際社会は以下のこと

を適切に行う。

(a)国際価格の変動による影響を認識し、Ｗ

ＴＯに合致した選択肢を検討し、食料輸

入開発途上国、特に低所得食料不足国が、

国外の供給源から合理的な価格および条

件で基礎食料を十分に購入できる能力を

保護するための適切な手段を講じる。

食料輸出国は、次のことを行う。

(b)貿易相手に対し、信頼できる供給源とし

ての役割を果たし、輸入国、特に低所得

食料不足国の食料安全保障に十分な考慮

を払うべきである。

(c)現在ＷＴＯのもとで行われている農業改

革の進展に即して、「ウルグアイ・ラウン

ド合意」に従った形で、食料輸出への補

助を削減すべきである。

(｡)世界の食料・農産物の輸出入市場の混乱

を避ける目的から、特に開発途上国にお

いて供給、生産、食料安全保障を進める

環境を改善するため、全ての輸出関連の

貿易政策とプログラムを責任を持って実

施すべきである。

ＷＴＯの加盟国は、次のことを行う。

に)ＷＴＯ農業委員会を通じて、「改革の過程

が後発開発途上国および食料純輸入開発

途上国に及ぼし得る悪影響に関する措置

についての決定」を完全に実施するとと

もに、後発開発途上国および食料輸入開

発途上国が不可欠な基礎食料を輸入する
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際の短期的な財政的困難に対処できるよ

う、国際的な金融機関が適切な形で支援

することを奨励する。

(、ＷＴＯ農業協定１２条に従い、輸出制限

の適用を抑制する。

国際機関、特にＦＡＯは次のことを行う。

(9)世界の食料の価格・在庫動向を緊密に監

視し、加盟国に対する情報提供を継続す

る。

目的４．３

｢ウルグアイ・ラウンド合意｣、特に農業協

定２０条に従って、改革プロセスの継続を支

持する。

４１．

このため、各国政府は以下のことを適切に行

う。

(a）開発途上国の、特に主食の供給に関する

国家的および地域的な食料安全保障政策

とプログラムを促進する。

(b)「ウルグアイ・ラウンド合意」に即して

改革プロセスの継続を支持し、そのプロ

セス進行中に開発途上国が十分な情報提

供を受け、平等なパートナーとなること

を確実にすることで、市場に対する開発

途上国の参入機会を改善し、持続可能な

食料安全保障の達成を導く効果的な解決

策を機能させる。

ＦＡＯを含む国際機関は、それぞれの役

割に従って次のことを行う。

(c)特に研究、分析、訓練を通じて、開発途

上国が農業、漁業、林業を含む多角的貿

易交渉へ向けた準備を行う際の援助を継

続する。
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公約５

私たちが、自然災害や人為的な危機的状況を予防し、これらに備えるよう努力することで、一時的で緊

急の食料需要に対して、回復、復興、開発および将来のニーズを満たす能力構築を奨励する方法で対応

することができる。

行動の基礎 助の需要を減少させる。

42.天災による影響を受ける人数が毎年変動する

のに対し、内紛の犠牲者の数は劇的に増加し

ている。このような状況では、緊急の支援が

必要とされており、さらに政治的緊張を緩和

するための速やかな行動と、将来の危機に対

するリスクを最小化し、食料危機を防止する

ための準備体制の重要性が指摘されているｃ

このため、各国政府は、個別にあるいは集ま

って、市民社会の全ての関係者と連携しなが

ら、以下のことを行う。

(a）人為的な危機的状況を引き起こし、食料援

助を含む緊急援助の需要を増加させるよう

な状況、－特に戦争もしくは内紛一を

防ぐ、または減らす適切な国際的、地域

的、国内的機構を利用する。

(b)人権や人間の尊厳に反するテロリズム、そ

の他の行動と戦うための、政策・行動・

法的手段および、または措置が整合性を

持って機能するようにする。

(c）対人用地雷に関わるあらゆる問題に関し

て、国際的な討議と協力の継続を促す。

43.国内および国際救援活動は、しばしば飢餓に

直面している人々に対する唯一の解決手段と

なり、各国の主権を尊重し、「国連憲章」お

よび「国連総会決議〔ＵＮＧＡ〕４６/182」の

指針原則に則り、今後とも公平かつ政治とは

無関係の方法で引き続き優先的に提供される

べきである。しかし、緊急食料援助は持続可

能な食料安全保障の基盤とはなり得ない。紛

争の防止と解決、そして広範な復興と開発促

進の活動が食料危機の再発防止と食料危機に

対する脆弱性を減少させる。このことが、食

料安全保障の重要な要素である。緊急事態へ

備えることは、食料危機と飢餓が生み出す悪

い影響を最小化する上で最も重要で基本的な

ことである。

45．目的５．２

低所得食料不足国ならびに緊急事態において

特に被害を受けやすい国々や地域のための、

危機防止および危機に対する対応準備ための

戦略を可能な限り早急に確立する。

このため、各国政府は、市民社会の全ての関

係者、および必要に応じて国際機関と連携し

ながら、適切な形で以下のことを行う。

(a)低所得食料不足国およびその他の緊急事

態において特に被害を受けやすい国々や

地域のために、「食料の不安定供給および

脆弱性に関する情報地図化システム」が

作成されたならば、これを用いて現存の

データや情報システムを最大限に利用し、

目的および行動

44．目的５．１

人為的な危機的状況(人災)、特に国際、国内

紛争および地方における紛争の予防と解決に

向けての努力を拡大することで、緊急食料援
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って、最も危険にさらされている人々お

よび地域をより的確に特定し、より多く

の支援を実行するため、共同体、地方当

局・機関、および草の根の救援活動や組

織を取り込むよう努める。そこで求めら

れているニーズの査定と救援活動の管

理・評価に、女性が十分参加できるよう

にすべきである。

(c)適正な費用効果の高い戦略的緊急食料安

全保障備蓄の政策およびプログラムを地

方および国レベルで適切な形で遂行する。

(｡)三角食料援助活動を促進する。

に)紛争時においては、人道的支援者を含め、

市民の生命を保護する。

(f）緊急事態時においては、特に女性を世帯

主とする家庭に配慮し、食料の入手機会

を確保するよう努める。

(9)その創設が適当と判断される時、緊急救

援活動および復興活動を支援するために、

「国連総会決議49/l39Bと50/19」で規定さ

れ、すでに、国連ボランティア〔ＵＮＶ〕

によって活動を開始している“ホワイ

ト・ヘルメット”のように、「国連総会決

議46/182」に体現されている人道的支援に

関する指針原則に従った、国内のボラン

ティア活動グループの創設を検討する。

作業の重複を避けながら、脆弱性の主要

な原因と結果の分析までを含んだ、脆弱

性に関する情報および地図を作成し管理

維持する。

(b)非政府組織およびその他の組織と適切な

形で協力して、国際栄養会議〔ＩＣＮ〕

で合意された、干ばつ、洪水、その他の

自然災害に対する監視と早期警報のため

の気象予報情報の開発とその適用や、病

害虫や疾病への警戒を含めた対応準備戦

略および体制を維持し、促進し、また可

能な限り速やかに構築する。

(c)非常事態に対する準備体制と対応の有効性

と効率性を高めるために、気象予報情

報－それが相乗効果を生み出すような

特別な努力が行われ、重複を避けた－

を開発し応用するための国際的努力を支

援する。

(｡)情報を収集・評価し、予防および準備体

制作りの計画を実行するために、地域社

会を基盤とした適切な監視システムの開

発を促進する。

46.目的５．３

国際的、地域、国家および地方レベルにおい

て効率的で効果的な緊急対応体制を改善し、

必要に応じ開発する。

47.目的５．４

救援活動と開発プログラムの連携を強化す

る、またそれが必要なところでは地雷除去作

業を行うことで、救援活動と開発計画は相互

補完的なものとなり、救援から開発への移行

が容易になる。

このため、国際機関は、各国政府および市民

社会との密接な協力のもとに、適切に以下の

ことを行う。

(a)国際緊急支援の整合性と効率性を、特に

国際社会の中でのコミュニケーションを

改善することで強化し、迅速・整合的．

かつ適切な対応を確実なものとする。 このため、国際機関、各国政府および市民社

会は適切に以下のことを行う。

(a)被災者に対する食料支援において、栄養

摂取の適正基準の見直しを続ける。

(b)緊急活動が、確実に救援から復興を経て

開発への移行を促進するものとなるよう

各国政府は、市民社会の全ての関係者と

連携しながら、適切に以下のことを行う。

(b)緊急時活動に対する適正な監視体制を確

実なものとし、緊急時活動の実行にあた
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にする。

(c)女性を世帯主とする家庭を含む家庭の能力

を再建し、彼らの基本的ニーズを長期的

に満たすと同時に国内生産能力の再建を

行い、持続可能な経済開発、社会進歩に

可能な限り早く立ち戻らせるために、熟

考され上手<組まれた緊急事態の後の復

旧・開発プログラムを準備し、実行する。

これらには、必要に応じて地雷除去活動

が含まれるべきである。
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公約６

私たちは生産力の高い地域および低い地域のいずれの地域においても、人間資源の育成、持続可能な食

料、農業、漁業および林業システムおよび農村開発に対して、公共および民間の投資を最適に配分し便

用するよう促進する。

行動の基礎 上国の経済セクターに高い優先順位を与える

べきである。このため、各国政府は海外およ

び国内の直接投資および開発援助の効果的活

用を促進する政策を採用すべきである。

48.多くの開発途上国は、農業および農村開発に

対する投資を怠る最近の傾向を転換し、持続

可能な食料安全保障と多角的な農村開発を促

進するために十分な投資を行う必要がある。

食料関連の投資が十分能力を発揮できるよう

な、健全な政策環境が不可欠である。投資の

ために必要な資源の大部分は、国内の民間お

よび公的資金源から供給されることになる。

政府は、民間セクターの貯蓄運用、投資、資

本形成を奨励するような効率的な市場を促進

する経済的、法的枠組みを提供すべきである。

同時に、持続可能な食料安全保障を強化する

ために政府はその歳出の中の相応な割合を投

資として充てるべきである。

51.小島喚開発途上諸国は、その特殊な状況から、

その持続可能な開発を実現するために、投資

が必要となる優先度の高い重点セクターと特

定された。

目的と行動

52.目的６．１

食料システムの公正かつ持続可能な開発、農

村開発および食料安全保障に役立つために必

要とされる規模での人間資源の開発を奨励す

るような、政策枠組みと最適な公共・民間部

門投資のための条件を創り出す。49.国際社会は、適切な国家政策の採用を支援す

るとともに、必要かつ適切な場合には、開発

途上国および経済移行国の食料安全保障の促

進を支援するため、技術的、資金的援助を行

うという重要な役割を担っている。近年、海

外直接投資〔ＦＤＩ〕その他の民間資金の流

れは大幅に増加し、重要な外部資金源となっ

ている。政府開発援助〔ＯＤＡ〕は近年減少

傾向を示している。特にＯＤＡ以外に外部資

金源から投資がない諸国やセクターにとっ

て、ＯＤＡは食料安全保障の観点から極めて

重要である。

このため、各国政府は、市民社会における全

ての関係者、国際および民間の金融機関およ

び技術協力機関と協力しながら、適切に以下

のことを行う。

(a)食料安全保障に対する投資の流れと実際

的な有効性を増す政策と措置を推進する。

(b)特に低所得食料不足国において、機材供

与とスタッフの訓練を含む人間資源開発

と公共機関の強化を優先課題として据え

るとともに、食料安全保障への投資拡大

を促進する上で彼らが果たす支援と介助

の役割を拡大させる。

に)公共と民間のパートナーシップの発展、

50.投資家や援助国を含む開発における全てのパ

ートナーは、食料安全保障に関連する開発途
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その他、社会的、環境的に信頼のおける

投資および国内・海外からの再投資を促

す制度の開発、そして地方の共同体の投

資への参加を奨励する。

(｡)地域および国際的レベルで、共通の利益

となる分野、例えば、共同研究や技術移

転を通じた適正技術の創出などに必要と

なる投資コストの分担などに対する協力

を強化するとともに投資の経験および非

常に上手く行われた事例の共有を行う。

つために必要なレベルで技術的資源や資

金を動員し、その活用を最適化するため

に努力するとともに、この先進国が譲与

した資金の流れが経済の面でも環境の面

でも持続可能な活動に振り向けられるよ

う確保すべきである。

(ＤＯＤＡを真にそれを必要とする国、特に

低所得国に集中させるとともに、それら

の国々がＯＤＡを有効に活用する能力を

強化する。

(9)食料安全保障のために公共・民間資金を

動員する新たな手法を模索する。なかで

も各国の安全保障の必要性を考慮に入れ、

世界的な軍事支出、武器貿易、武器の生

産と調達のための投資を含む過剰な軍事

支出を適切に削減することで、食料安全

保障のために公共・民間資金を動員する

新たな手法を模索する。

(h)農村貯蓄を含む、国内貯蓄の運用メカニ

ズムを促進する。

(i）食料セクター活動のために、小規模融資

を含む適切な融資を男女平等に利用でき

るような仕組みを促進する。

O）食料安全保障プログラムのなかで、小規

模な食料生産者~特に女性およびその

組織一にとって有益な投資を促進する

とともに、彼らがそのようなプログラム

を企画し、実施する能力を高める。

(k)広範な底辺からの経済成長と持続可能な

食料安全保障を促進するため、住民を重

視した教育、健康、栄養分野への投資に

高い優先順位をつける。

(1)国際的に利用可能な資金的、物質的、技

術的資源を特定し、その移転を推進する

ことが適切な国に対して－特に、開発

途上国や経済移行期にある国が人間資源

を含む国の能力強化を通じて、それを可

能にする環境を開発している間は－そ

の移転促進を奨励する。

(､)開発途上国の債務問題に対する現実的か

53.目的６．目的６．２

開発途上国における持続可能な農業・漁業・

林業および食料生産に関連した活動に対する

投資を食料安全保障に役立つのに必要な水準

に引き上げるため、債務救済を含めあらゆる

供給源からの技術的、財政的資源を動員し、

その利用を最適化するよう努力する。

このため、各国政府は、国際社会、市民社会

における全ての関係者ならびに国際および民

間の金融機関と協力しながら、適切に以下の

ことを行う。

(a)食料安全保障を達成し、維持するため、

民間・公共、国内外の各資金源から十分

かつ安定した資金の調達を行う。

(b)水資源の持続可能な利用と管理を促進す

るようなインフラと管理システムを創出

するための投資を奨励する。

(c)持続可能な食料安全保障、ならびに土地、

水、分水域、水産資源、森林を含む天然

資源の一層の保全および持続可能な利用

と管理に寄与する投資を支援する。

(｡)必要な場合には、食料安全保障に関連し

たセクターに対し、適切な国際的資金援

助が確保されるよう努力する。

(e）ＯＤＡを対ＧＮＰ比0.7％にするという合

意目標達成に向けての努力を強化する。

持続可能な食料安全保障を推進するため

に、開発のパートナーはこの目的に役立
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っ効果的な解決策の模索に力を入れると

ともに、最近の国際金融機関〔国際通貨

基金：ＩＭＦおよび世界銀行〕による重

債務貧困国の対外債務総額を低減するた

めの取り組みを支援する。

食料安全保障の達成のために、債務スワ

ップにより生じた資金を各国が振り向け

(､）

ろ可能性を模索する。
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公約７

私たちは国際社会と協力して、

－アップを行う。

あらゆるレベルでこの行動計画を実施し、関心を持って注視し、フォロ

行動の基礎 用した、国家、地域および地球レベルでの力

強い国際協力と監視プロセスが要求される。

より良い協力を実現するためには、食料安全

保障、農業・漁業・林業および農村開発の分

野における様々な関係者に関する情報と、な

らびに彼らの活動および資源に関する情報

を－そうすることが適切な場合には－改

善する必要がある。現実的な目標を設定し、

それらの目標達成へ向けての進捗状況を監視

するためには、信頼できる関連情報と分析が

必要とされるが、国内および国際レベルでは

依然として入手不可能なことが多い。世界食

料サミットのフォローアップのためには、プ

レトン・ウッズ体制を含む国連システム内の

調整と協力がきわめて重要であり、ＦＡＯを

はじめとする関連機関の権限について検討す

べきである。「国連総会決議50/109」を考慮す

れば、「世界食料サミット」の成果は、国連

システムによる貧困解消への努力の基本的な

一部として持続可能な世界の食料安全保障を

促進するため、「国連総会決議50/227」および

｢国連経済社会理事会（ＥＣＯＳＯＣ）決議

1996/36」に準拠した主要な国際的国運会議お

よびサミットの、各々の行動計画の実施を含

むフォローアップの中に含まれるべきであ

る。これらに関連して、「世界食料サミット

行動計画」実施のためには、政府間レベルで

は特に世界食料安全保障委員会（ＣＦＳ）を

通じて、また、機関間レベルでは、調整に関

する行政委員会〔ＡＣＣ〕を通じた行動が必

要となる。現場においては、全ての国連機関

の代表は、「世界食料サミット行動計画」の

54.政治的安定と平和、貧困の解消、危機と災害

に対する予防と対策、環境の劣化、貿易、食

料安全保障の持続性に対する地球規模の脅

威、世界人口の増加、人口の越境移動、およ

び技術・研究・投資・財政協力のような問題

に関して高まる相互依存のために、世界の食

料安全保障は国際社会の全てのメンバーにと

って重大な懸念となっている。

55.政治的、財政的、技術的な協力のための国内

的、地域的および国際的メカニズムは、持続

可能な世界の食料安全保障の可能な限り速や

かな達成に焦点をあてるべきである。

56.各国政府は、国民の食料安全保障を確保する

ような経済的および政治的環境を、市民社会

の全ての構成要素を巻き込みながら創りあげ

る上で、第一義的（基本的）な責任を負って

いる。国際社会とＦＡＯを含む国連システム、

およびその他の機関や組織は各々与えられた

権限に従って、世界の食料安全保障という目

標に向けて果たすべき重要な役割を担ってい

る。

57.世界食料サミットのフォローアップがもつ多

元的な性格から、その活動は、国家、政府間

および各機関間のレベルの活動を含むことに

なる。各国レベルでの努力が不可欠であるこ

とに加え、世界食料サミット行動計画の効果

的な実施には、既存の機構と様々な会議を利
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障状況を監視し、改善するメカニズムを

設立する。

(9)「国際栄養会議（ＩＣＮ)」のフオローア

ップとして策定された既存の栄養に関す

る国別行動計画を食料安全保障の関連し

た諸側面についての活動を行うことで補

完し、また、必要な場合には、市民社会

の全ての関係者と連携しながら、本サミ

ットおよび国際栄養会議の勧告に沿って、

、それらの計画を策定する。

(h)貧困の解消と、食料安全保障および栄養

状態の改善を目的とする、全ての国連会

議の関連する勧告の実施を調整して計画

しそれを注意深く見守る。

国レベルでの実施を支援するために国連駐在

コーディネーターのシステムの中で働くべき

である。

目的および行動

58．目的７．目的７．１

食料安全保障の促進と世界食料サミット行動

計画の公約を実行可能にする各国の国家的枠

組みの中で、その実行すべき活動を採択する。

このため、各国政府は適切に以下のことを行

う。

(a)世界食料サミットの公約に従って、食料

安全保障を達成することを目的として、

国家計画案、プログラムおよび戦略の見

直しと改訂を適切な形で行う。

(b)国と地方双方のニーズに基づき、指定さ

れた時間枠の中で、食料安全保障のため

の諸活動に対する優先順位の設定、開発、

実施、およびそれを注意深く見守る仕組

みの確立または改善を行い、それらが機

能するように必要な資源を供給する。

(c)市民社会との協力の下に、各国内の社会

のあらゆるレベルにおける全ての利害関

係者とその資源を動員することを目的と

する全国的な「全ての人に食料を」運動

を作り上げ、活動を始めることで、「世界

食料サミット行動計画」の実施を支援す

る。

(｡)食料安全保障を実現する上で、市民社会

組織がより大きな役割を果たすよう奨励

し、これらとの連携を積極的に推進する。

に)地域社会レベルでの食料安全保障への取

り組みを支援するため、公共および民間

の資源を動員するよう努める。

(Ｏ社会の全てのメンバー、特に貧困者、女

性、子供、ならびに脆弱で恵まれない集

団内メンバーの栄養状態に関する情報を

収集し、彼らの家庭レベルの食料安全保

59.目的７．２

小地域、地域および国際的な協力を改善し、

持続可能な世界の食料安全保障を可能な限り

速やかに達成するための各国の努力を、利用

可能な資源の動員とその最適な利用を図るこ

とで支援する。

このため、各国政府は、政府間相互および国

際機関との協力の下、地図化を含めた食料の

不安定供給および脆弱性に関する情報を利用

するとともに、適切に以下のことを行う。

(a)諸々な資源が、食料安全保障のための農

業を含む持続可能な開発に振り向けられ、

食料に事欠く家庭の状況を改善するのに

効果的な貢献ができるよう、開発途上国

の広範な参加を得て貧困撲滅戦略の強化

と国連システムにおける国際機関の開発

援助政策の方向づけを行う。

(b)特に調整に関する行政委員会（ＡＣＣ）

の枠組みの中で、国連システム内の関連

諸機関が、今後調整された形で開発する

ことになっている「食料の不安定供給お

よび脆弱性に関する情報地図化システム」

をより具体化し、定義に関する協議を開

始するよう奨励する－加盟国とそれら
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の機関、およびその他の機関は、このシ

ステムの開発、運営および利用に適切な

形で参加すべきである－ＦＡＯは国連

諸会議のフオローアップに関する各機関

間特別タスクフォースの枠組みの中で、

この取り組みにおける触媒としての役割

を果たすべきである。この作業の結果は、

ＡＣＣを通じて、国連経済社会委員会

（ＥＣＯＳＯＣ）に報告されるべきである。

(c)共通の基準にしたがった定義を使って

（統計）データ収集を行うことでそれを改

善し、情報とデータの分析、普及、利用

を行う。なかでも食料安全保障の達成に

向けた進展を方向づけ、それを注意深く

見守るためには男女別にデータを収集す

ることが必要である。この点に関してＮ

ＧＯの貢献を十分に認識しなければなら

ない。

(｡)「国連総会決議50/120,50/227」の枠組み

の中で、また’９９０年以降の主要な国

連会議およびサミットのための国連シス

テムによる調整されたフォローアップと

して、食料安全保障に関連する諸専門機

関、諸計画、諸基金を含む国連システム

の機能と能力の見直しを継続する。この

見直しは、重複を減らし、空白を埋め、

それぞれの機関の目的に照らしてその任

務を明確にし、その強化と政府との業務

調整を改善するための現実的な提案を行

い、そして、関連諸機関との業務重複を

避けることをその目的とするべきもので

ある。そしてこの提案を至急なされなけ

ればならない事柄として実施する。

(e）１９９７年より、世界食料サミットのフ

ォローアップとして、全ての人に食料を

確保するために必要な行動のために、財

政および人間資源の割り当ておよび利用

について、その妥当性および効果の見直

しを行うとともに、食料安全保障、栄養

および健康状態の悪化、ならびに資源の

劣化に直面している国々のニーズに特別

の注意を払って利用可能な資源の再配分

を行う。

(Ｏ現存のメカニズムの見直しと簡素化を行

い、開発途上国間および先進国との協力

や知識・経験の共有性を高め、全ての関

係者間の調整を図り、その相乗作用を最

大化することで食料安全保障を達成する。

(9)各国の能力、専門知識、地方制度を構築

し動員するために、効率的な技術援助に

重点を置く。

(h)調整に関する行政委員会（ＡＣＣ）がそ

の議長である国連事務総長を通じ、「国連

総会決議50/227」に基づく適切な機関間調

整を確保するよう要請し、かつ、世界食

料サミットの機関間フォローアップを行

うためにあるＡＣＣメカニズムの議長ポ

ストを検討する際には、「経済社会理事会

決議1996/36」の精神に照らして、食料安

全保障の分野においてＦＡＯがその権限

の範囲内でもつ主要な役割を認識するよ

う要請する。

国連システムのＦＡＯをはじめとする関

連機関、国際的な金融・貿易機関、なら

びにその他の国際的、地域的技術援助機

関は、それらの権限の範囲内で各々に課

せられた明白な任務に従い、また、「国連

決議50ﾊ20」に基づく国連諸会議の調整さ

れたフォローアップの枠組み内における

システム全域にまたがる調整の下で、以

下の事柄を行うよう要請される。

(i）要請に基づき、食料安全保障を達成する

ための目的、目標、およびタイムテープ

ルを含む国別行動計画の策定および見直

しを行う上で各国を支援する。

O）駐在コーディネーターを通じ、各国政府

との十分な協議と国際金融機関との調整

の下、現場レベルにおいて、首尾一貫し、

調整された国連システムによる世界食料
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の目標と検証可能な指標を開発するため

のプロセスがまだ存在していない場合に

は、世界食料安全保障委員会（ＣＦＳ）

において開始する。

(c)世界食料サミット行動計画の各国、小地

域および地域における実施状況を「食料

の不安定供給および脆弱性に関する情報

地図化システム」が確立した後にはこれ

を分析の補助手段として活用し、世界食

料安全保障委員会（ＣＦＳ）に報告する。

(｡)調整に関する行政委員会（ＡＣＣ）に対

し、「世界食料サミット」の国連諸機関に

よるフォローアップの進捗状況について、

確立された手続きに従ってＥＣＯＳＯＣ

に報告するよう求めることを国連事務総

長が要請する。

に）ＣＦＳを通じ、各国政府からの報告、国

連機関のフオローアップおよび機関間調

整に関する報告、ならびにその他の関連

国際機関からの情報を利用して、国家、

小地域、地域および国際レベルでの世界

食料サミット行動計画の実施状況を注意

深く見守る。

(f）ＣＦＳを通じ、ＦＡＯ理事会を経由して、

ＥＣＯＳＯＣに対し、世界食料サミット

行動計画の実行状況に関する定期的な報

告を提出する。

(9)食料安全保障を強化する上で市民社会の

関係者が果たす重要な役割を認識し、Ｃ

ＦＳによる監視プロセスに対する彼らの

効果的な参加を奨励する。

(h）２００６年までに、ＣＦＳにおいて、利

用可能な資源の範囲内で、世界食料サミ

ット行動計画の実施に関する大規模かつ

広範な進捗状況の評価と、２０１５年ま

でに栄養不足人口を現在の半分に減少さ

せるという目標の達成に関する中間レビ

ュー（検討）を行う。この進捗状況評価

とレビューは、各国政府、関連国際機関

および市民社会の関係者からの積極的な

サミットのフォローアップを推進する。

(k)各国政府によって設定された目標を達成

するための食料安全保障プログラムの実

施を促す技術援助を加盟各国に行う。

(1)食料安全保障に関し、各国間の経済およ

び技術協力パートナーシップが取り決め

られるよう支援する。

(､)国連システムを挙げての提唱と世界の食

料安全保障についての世界食料サミット

における公約の維持を通じ、食料安全保

障問題が地球規模的な問題であるという

（認識を）昂揚する。

各国政府および国際金融機関は、互いの

協力の下で、次のことを行う。

(､)食料安全保障と貧困解消を目指した目標

と計画が、経済体制の移行、緊縮財政、

構造調整という困難な時期にあって確実

に保護されるよう、あらゆる努力を払う。

(o)開発途上国、特にアフリカにおいて食料

安全保障を増進する努力に対し、多国間

開発銀行が支援を強化するよう推奨する。

60.目的７．３

「世界食料サミット行動計画」の実施状況を

積極的に注意深く見守る。

このため、各国政府は、市民社会の全ての関

係者と連携し、また、主要な国際的国運会議

およびサミットのフオローアップに関する

｢経済社会理事会決議1996/36」と一致した形

で、関連国際機関と適切な形で調整しながら、

以下のことを行う。

(a)世界食料サミット行動計画の各国、小地

域および地域における実施について、そ

のタイムテープル、手順、国連、ＦＡＯ

およびその他の機関の類似した報告との

重複を避けた標準化された報告様式をＣ

ＦＳを通じ策定する。

(b)国家および地球レベルでの食料安全保障
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参加を仰ぎながら、世界食料安全保障委

員会（ＣＦＳ）の通常会合の特別フォー

ラムという形でなされるべきである。

する事務局との協議、および国連システ

ムの関連専門機関・計画や適切な政府間

機構との協力を図りながら、上記規約第

11条の食料関連の権利をより良く定義

し、また、「全ての人のための食料安全保

障」に関する自主的ガイドライン策定の

可能性を考慮するとともに、世界食料サ

ミットの公約や目的を達成する手段とし

て、これらの権利が履行されその権利が

現実のものとなる方法を提案し、実現す

るよう要請する。

61．目的７．目的７．４

｢経済的、社会的および文化的権利に関する

国際規約〔規約〕」およびその他の関連する

国際的、地域的取り決めで述べられている

｢全ての人が十分な食料を入手する権利、お

よび飢餓から解放される基本的権利」の内容

を明確にし、世界の食料安全保障を達成する

ための手段として、その実施と完全かつ漸進

的な実現に特別の注意を払う。 62．目的７．５

世界食料サミット行動計画が、できる限り低

いレベルから実施され、その目的が最も良く

達成されるよう、世界の食料安全保障の達成

に際して責任を分担する。

このため、各国政府は、市民社会の全ての関

係者と連携しながら、適切な形で以下のこと

を行う。

(a）「経済的、社会的および文化的権利に関

する国際規約」第１１条の規定および関

連するその他の国際的、地域的取決めの

規定を実施するため、あらゆる努力を行

う。

(b)上記国際規約の締約国ではない国に対し

て、できる限り速やかに本規約に加盟す

るよう強く要請する。

(c)経済的、社会的および文化的権利に関す

る委員会が、その活動の枠組みの中で、

この行動計画に特別な注意を払い、同規

約第１１条に規定されている特定の措置

の実施を継続的に監視するよう要請する。

(｡)「人権に関する世界会議」（ウィーン、１

９９３年）を含む主要な国際的国運会議

およびサミットの国連システムによって

調整されたフォローアップの枠組みの中

で、また、各々の権限の範囲内で、条約

に関連する事務局および適切な国連専門

機関が、いかにしてこの権利の更なる実

施に貢献できるかを考察するよう要請す

る。

(e）国連人権高等弁務官に対し、条約に関連

この行動計画を実施するに当たっては、次の

事柄を認識する。

(a)個人と家庭の決定と行動は、彼らの食料

安全保障に影響を与える重要な役割を持

っている。彼らの積極的な参加が個人的

にも、また生産者、消費者およびその他

の市民社会の組織を通じて集団的にも、

可能で、奨励されるものとならなければ

ならない。

(b)各国政府は、食料安全保障の達成を導くこ

とを可能にする環境を確保する責任を負

う。

(c)地域協力は、地域内の地理的条件の差に

基づいた補完関係と規模の経済をもたら

すという意味で有利である。

(｡)各国間および地域間で高まりつつある相

互依存という点から見て、国際協力と異

なる発展段階を経験している地域間の団

結は、世界の食料安全保障の達成にとっ

て不可欠である。

｡,



注記

1．政府という言葉を使う場合、ヨーロッパ共同

体のように当該地域でその能力を持つ存在も

その意味に含む。

2．この文瞥では“農業，，および``農業的,，とい

う言葉には畜産を含む。

3．この行動計画は、国連海洋法条約（ＵＮＣＬ

ＯＳ）、跨界性魚類資源および高度回遊性魚

類資源の保存および管理に関する国連協定、

およびその他の国際協定に署名、批准、公式

承認したいかなる国家の立場をも侵害するも

のではない。

４．同じ。

訳注

跨界性魚類資源とは200海里の経済水域(大陸

棚)の内と外にまたがって存在する魚類資源を

意味する。
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RomeDeclaration

onWOrldFoodSecurity

ｗｅ,theHeadsofStateandGovernment,lorourrepresentatives，ｇａｔｈｅｒｅｄａｔｔｈｅＷｏｒｌｄＦｏｏｄＳｕｍｍｉｔａｔthe

invitationoftheFoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations,reafTirmtherightofevelyonetohave

accesstosafeandnutritiousfbo｡,consistentwiththerighttoadequatefbodandthefimdamentalrightofeveryoneto

befireefiPomhunger．

WepledgeourpoliticalwillandourcommonandnationalcommitmenttoachievingfbodsecurityfbraIIandtoan

ongoingeffbrttoeradicatehungerinaIlcountries，ｗｉｔｈａｎｉｍｍｅｄｉａｔｅｖｉｅｗｔｏｒｅｄｕｃｉｎｇｔhenumberof

undemourishedpeopletohalftheirpresentlevelnolaterthan２０１５．

WeconsideritintolelnbIethatmorethan800millionpeoplethroughouttheworld,andparticularlyindeveloping

countries,ｄｏｎｏｔｈａｖｅｅｎｏｕｇｈｆｂｏｄｔｏｍｅｅｔｔｈｅｉｒbasicnutritionalneeds・Thissituationisunacceptable・Food

supplieshaveincrCasedsubstantialIy,butconstraintsonaccesstofbodandcontinuinginadequacyofhouseholdand

nationalincomestopurchasefbod,instabilityofsupplyanddemand,aswellasnaturalaIBdman-madedisaste応，

preventbasicfbodneedsfiPombeingfnIfilledThepmblemsofhungerandfbodinsecurityhaveglobaldimensions

anda1℃likeIytope函ist,andevenincreasedramaticaIlyinsomeregions,unlessurgent,detenninedandconcerted

actionistaken,giventheanticipatedincreaseintheworld,spopuIationandthest1℃ssonnatulHlresou1nces．

WereaffirmtbatapeacefUl，stabIeandenablingpoliticaI，socialandeconomicenvironmentistheessential

fbundationwhichwillenableStatestogiveadequateprioritytofbodsecurityandpovertyemdicationDemocmcy，

p『omotionandprotectionofallhumanrightsandfimdamentalheedoms,includingtherighttodevelopment,andthe

filllandequaIparticipatｉｏｎｏｆｍｅｎａｎｄｗｏｍｅｎａＪ℃essentiaIfbrachievingsustainabIefbodsecurityfbraⅡ．

Povertyisamalorcauseoffbodinsecurityandsustainableprog妃ssinpoverlyemdicationiscriticaltoimprove

accesstofbod・Conflict,termrism，colTuptionandenvimnmentaldegradationaIsocontributesignificantlytofbod

insecurity，lncreasedfbodproduction，includingstapIefbod,ｍｕｓｔbeundertaken、Ｔｈｉｓsbouldhappenwithinthe

mmewolkofsustainablemanagementofnammI肥sources,eliminationofunsustainablepattemsofconsumption

andproduction，particularlyinindustrializedcountries，andearIystabiIizationoftheworldpopulation・We

acknowledgethefimdamentalcontributiontofbodsecuritybywomen，particularIyinrulnlareasofdeveloping

countries,andtheneedtoensul巴equalitybetweenmenandwomen・RevitaIizationofruralareasmustａｌｓｏbea

prioritytoenhancesocialstabilityandheIpredresstheexcessiverateofrural-urbanmigmtioncon行ontingmany
countTies．

Weemphasizetheurgencyoftakingactionnowtofillfilourresponsibilitytoachievefbodsecurityfbrpresentand

filturegenerations・AttainingfbodsecurityisacompIextaskfbrwhichtheprimaryresponsibilityrestswith

individualgovenⅢnents・TheyhavetodevelopanenablingenvironmentandhavepoliciesthatensulBpeace,aSweIl

associal，poIiticaIandeconomicstabilityandequityandgenderequality、Ｗｅｅｘｐ1℃ssourdeepconcernoverthe

persistenceofhungerwhich,onsuchascaIe,constitutesathreatbothtonationalsocietiesand,thmughavarietyof

ways,tothestabilityoftheintemationalcommunityitselfWithintheglobalfinamework,govemmentsshouIdaIso

cooperateactivelywithoneanotherandwithUnitedNationsolganizations,financiaIinstitutions,intergovemmental

andnon-governmentalorganizations，andpublicandprivatesectors，onprogrammesdirectedtowardthe

achievementoffbodsecurityfbraⅡ．

の



ＦｏｏｄｓｈｏｕｌｄｎｏｔｂｅｕｓｅｄａｓａｎｉｎｓｔＴｕｍentfbrpoIiticalandeconomicpressure・WereafYirmtheimportanceof

intemationalcooperationandsoIidarityaswellasthenecessityofrefminingfromunilateralmeasuresnotin
accordancewiththeintemationallawandtheCharteroftheUnitedNationsandthatendangerfbodsecurity．

ｗｅ雁cognizetheneedtoadoptpoliciescollducivetoinvestmentinhumanresourcedevelopment,resea１℃hand
inffastructurCfbrachievingfbodsecurity・WemustencoumgegenemtionofempIoymentandincomes,andpromote

equitableaccesstoproductiveandfinancialresources，Ｗｅａｇｒｅｅｔｈａｔｔｒａｄｅｉｓakeyelementinachievingfbod
security､WeageetopursuefbodtradeandovemlltradepoliciesthatwiIlencoumｇｅｏｕｒｐ1℃ducersandconsume庵

toutilizeavailabIeresoulcesinaneconomicaIIysoundandsustainabIemanner・Werecognizetheimportancefbr

fbodsecurityofsustainabIeagriculture,ｆｌsheries,fbrestlyandruraldevelopmentinIowasweIlashighpotential

areas・WeacknowledgethefilndamentaImleoffarmers,fishers,fbresters,indigenouspeopIeandtheircommunities，

andallotherpeopleinvoIvedinthefbodsector,andoftheirorganizations,supportedbyeffectiveresea1℃hand

extension，inattainingfbodsecurity・Ｏｕ『sustainabledeveIopmentpoIicieswilIpromotefhlIparticipationand

empowermentofpeopIe,especiallywomen,anequitabledistributionofmcome,accesstohealthcalcandeducation，

andopportunitiesfbryouth・ParticuIarattentionshouldbegiventothosewhocannotpmduceorprocureenough

fbodfbranadequatediet,includingthoseafTbctedbywar,civilsri化,namraIdisasterorclimateUdatedecoIogical

changes・Ｗｅａ1℃consciousoftheneedfbrurgemtactiontocombatpests,drought,andnatulalresour℃edegradation

mcIudingdesertification,overfishinganderusionofbiologicaldiversity．

Wea1℃determinedtomakeefYbltstomobilize,andoptimizetheaIlocationandutilizationoftechnicalandfinancial

肥Soul℃esfiPomallsources,imcIudingextemaldebt”lieffbrdevelopingcountries,toreinfbrcenationalactionsto

implementsustamabIefbodsecuritypolicies．

Colwincedthatthemultifacetedcharacteroffbodsecuritynecessitatesconcertednationalaction，andeffective

intemationaleffbrtstosuppIementandreinfbrcenationalaction,wemakethefbllowingcommitments：

wewillensuIBanenabIingpolitical,social,ａｎｄeconomicenvirDnmentdesignedtoc肥atethebestconditionsfbrthe

eTadicationofpoveTtyandfbrdumblepeace,basedonfUllandequalparticipatiｏｎｏｆｗｏｍｅｎａｎｄｍｅｎ,whichismost

conducivetoachievingsustainablefbodsecurityfbrall；

wewillimplementpoIiciesaimedatemdicatingpovertyandinequalityandimprovingphysicaIandeconomicaccess

byaIl,atalltimes,tosufYicient,nutritionaIlyadequateandsafefbodanditsefYbctiveutiIization；

Wewillpursueparticipatoryandsustamablefbod,agriculture,fisheries,fb1℃stIyandmmldeveIopmentpoliciesand

practicesinhighandlowpotentialareas,whicha1℃essentialtoadequateandreIiablefbodsuppliesatthehousehoId，

national,regionalandgloballeveIs,andcombatpests,ｄｌＤｕghtanddeseltification,consideringthemuItifimctional

chalncterofagriculmre；

wewillstrivetoensul巳thatfbod,agricultuIaItradeandoveralltmadepoIiciesareconducivetofOsteringfbod

securilyfbralIthroughafairandmarket-orientedworId位adesystem；

wewillendeavourtopreventandbeprepa1℃dfbrnatumldisastersandman-madeemeIgencicsandtomeettmnsitory

andemergencyfbod妃qui妃mentsinwaysthatencoulnge妃covery,肥habilitation,deveIopmentandacapacityto

satisfyfiltureneeds；

ｗｅｗｉｌＩｐｍｍｏｔｅｏｐｔｉｍａＩａⅡocationanduseofpublicandprivateinvestmentstofbsterhumanICsou『Ces,sustainable

“



fbod,agricuImre,fisheriesandfbrestTysystems,andruraldevelopment,inhighandlowpotentialarcas；

wewillimplement,monitor,andfbllow-upthisPlanofActionataIllevelsincooperationwiththeintemational

community．

WepledgeouractionsandsupporttoimplementtheWorldFoodSummitP1anofAction．

Rome,Ｉ３Ｎｏｖｅｍｂｅｒｌ９９６
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WOrldFoodSunmit

PlanofAction

LTheRomeDeclarationonWorIdFoodSecurityandtheWorldFoodSummitPlanofActionIaythefbundations

fb『divelsepathstoacommonobjective‐fbodsecurity,attheindividual,household,national,regionalandgIobal

levels・ＦｏｏｄsecurityexistswhenaIIpeople,ataIltimes,havephysicaIandeconomicaccesstosumcient,safeand

nutritiousfbodtomeettheirdietaryneedsandfbodpreferencesfbranactiveandhealthyIife・ｌｎｔｈｉｓ『egald，

concertedactionatalllevelsisrequiredEachnationmustadoptastrategyconsistentwitbitsresourcesand

capacitiestoachieveitsindividualgoalsand,atthesametime,coopemate妃gionallyandintemationallyinorderto

organizecolIectivesolutionstoglobalissuesoffbodsecurity・InaworldofinclCasingIyinterIinkedinstitutions，

societiesandeconomies,coordinatedefYbrtsandsbar巳dresponsibilitiesalCessentiaL

2．PovertyemdicationisessentiaItoimproveaccesstofbod・nlevastmajorityofthosewhoa1℃undemourished，

eithercannotpmduceorcannotaffbrdtobuyenoughfbodTheyhaveinadequateaccesstomeansofproduction

suchasland,water,inputs,improvedseedsandplants,appropriatetechnologiesandfhuTncredit・Inaddition,wals，

civilstrife,naturaldisasters,cIimaterelatedecoIogicalchangesandenvironmentaIdegradationhaveadverseIy

afYectedmillionsofpeople・AIthoughfbodassistancemaybepmvidedtoeasetheirplighいtisnotalongtenn

solutiontotheunderlyingcausesoffbodinsecurity・Itisimportanttomaintainanadequatecapacityinthe

intemationaIcommunitytoprovidefOodaid,wheneveritisrcquired,inresponsetoemergencies､Equitableaccessto

stablefbodsuppliesshouldbeensuIcd．

3．ApeacefUlandstableenvimnmentinevelycountlyisafimdamentalconditionfbrtheattainmentofsustainable

fbodsecurity・GovemmentsaJ℃responsiblefbrcreatinganenabIingenvlmnmentfbrprivateandgrCupinitiativesto

devotetheirskilIs,efYbrtsandlcsources,andinparticularinvestment,towardsthecommongoaloffbodfbraⅡ､This

shouldbeundeltakenwiththecoopemtionandparticipationofallmembersofsociety・Ｆａｒｍers,fishersandiblnestelns

andotherfbodproducersandprovideIns,havecriticalrolesinachievingfbodsecurity,andtheirfUIIinvolvementand
enablementarecmcialfbrsuccess．

4．Poverty,hungerandmalnutritionaresomeoftheprincipalcausesofaccelemtedmigmtionfTommlaltourban

areasindevelopingcountries､ThelargestpopulationshiftofalltimesisnowunderwayUnlesstheseprobIemsare

add1℃ssedinanappropriateandtimelyfaShion,thepoIitical,economicａｎdsociaIstabiIityofmanycountriesand

regionsmaywellbeseriouslyafYbcted,perhapsevencompromisingworldpeace・Itisnecessa｢ytotargetthose

peopIeandareassufferingmostnomhungerandmalnutritionandidentifycausesandtakeremedialactionto

improvethesituation・Amorecomplete,ｕser-Ii･iendIysourceofinfbnnationatalllevelswouldenablethis．

5．AvailabilityofenoughfbodfbraIlcanbeattained・Ｔｈｅ５．８billionpeopleintheworIdtodayhave,onaverage，

I5percentmorefbodperpersonthantheglobalpopuIationof4biⅡionpeoplehad20yealBago・yet,fUrtherlaUge

mcreasesinworldfbodpmduction,throughthesustainabIemanagementofnaturalresources,arerequi配dtofbeda

growingpopulation，andachieveimproveddiets・lncreasedproduction，incIudingtraditionalcropsandtheir

products,inefYicientcombinationwithfbodimpoIts,定serves,andintemationalt”decanstrengtbenfbodsecurity

andadd1℃sslBgionaldisparities､Foodaidisoneofthemanyinstrumentswhichcanbelptopromotefbodsecurity、

Longterminvestmentinresea1℃handincataIogumgandconselFvinggeneticresources,particularlyatthenational

level,isessentiaLThelinkbetweensufYicientfbodsuppliesandhousehoIdfbodsecuritymustbeensul℃｡．

＃６



6．HarmfUlseasonalandinte炉annuaIinstabiIityoffbodsupplieｓｃａｎｂｅ1℃duced・ProgressshouIdincludetargeting

onminimizingthevulnerabilityto,andimpactoKcIimatenuctuationsandpestsanddiseases・ToefYecttimely

transfbrsofsuppliestodeficita1℃asandtheconsewationandsustainabIeuseofbiodiversity,useshouIdbemade,in

efYicientcombination,ofclimateearlywamingsystems,transfbrandutilizationofappropriateagricultuml,2fishery

andfbrestlytechnologies,production,ａｎｄ1℃liabletmde,stomgeandfinancialmechanisms・Natumlandman-made

disasterscanｏｆtenbeanticipatedorevenprevente｡,andresponsemustbetimelyandefYbctiveandassistrCcovely．

7．UnlessnationalgovemmentsandtheintemationaIcommunityaddressthemultifacetedcausesunderlyingfbod

insecurity，thenumberofhungryandmalmourishｅｄｐｅｏｐｌｅｗｉｌｌｒｅｍａｉｎｖｅｒｙｈｉｇｈｉｎｄｅvelopingcountries，

particularlyinAfiPicasouthoftheSahara；andsustainablefbodsecuritywillｎｏtbeachieved・Thissituationis

unacceptable・ThisPlanofActionenvisagesanongoingeffbrttoeradicatehungerinallcountries,withan

immediateviewtoreducmgthenumberofundemourishedpeopIetohalftheirp妃sentleveInolaterthan2015,anda

mid-termreviewtoasceItainwhetheritispossibIetoachievethistargetby2010．

8．Theresoumesrequilcdfbrinvestmentwillbegenemtedmostlyfmmdomestic,privateandpubIicsoumes､The

internationaIcommunityhasakeyroletoplayinsupportingtheadoptionofappropriatenationalpoliciesand,where

necessaryandappropriate，inprovidingtechnicalandfinancialassistancetoassistdevelopingcountriesand

countrieswitheconomiesintTansitioninfbsteringfbodsecurity．

9．ThemuIti-dimensionalnatureofthｅｆｂｌｌｏｗ－ｕｐｔｏｔｈｅＷｏｒｌｄＦｏｏｄＳｕｍｍｉｔincludesactionsatthemationaI，

intergovemmentalandinter-agencyleveIs・TheintemationaIcommmity，ａｎｄｔｈｅＵＮｓｙｓｔｅｍ，includingＦＡＯ,as

wellasotheragenciesandbodiesaccoldingtotheirmandates,haveimportantcontlPibutionstotheimplementationoｆ
ｔｈｅＷｏｒｌｄＦｏｏｄＳｕｍｍｉｔＰｌａｎｏｆＡｃｔｉｏｎＴｈｅＦＡＯＣｏｍｍｉｔｔｅｅｏｎＷｏｒｌｄＦｏｏｄSecurity（CFS）willhave

responsibiIitytomonitortheimplementationofthePlanofAction．

10．ReachingsustainableworldfbodsecurityispartandparceIofachievingthesociaLeconomic,environmental

andhumandevelopmentobjectivesagreeduponmrecentintemationalconferences・TheWorIdFoodSummitPIan
ofActionbuildsonconsensusrcachedinthesefbraandisbasedoIltheconvictionthatalthoughtheworldisfhced

withmajorfOodinsecurity,solutionstotheseproblemsexist､IfalIpartiesatlocaLnationaI,regionaland

intemationaIIevelsmakedetelminedandsustainedefYbrts,thentheoveraIIgoaloffbodfbrall,atalltimes,ｗｉｌｌｂｅ

achieved．

ｌＬＴｈｅＰＩａｎｏｆＡｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅＷｏｒｌｄＦｏodSummitisinconfbrmiIywiththepurposesandprinciplesoftheUN

CharterandintemationallawandstrivestoconsolidatetheresuItsofotherUNconferencessincel990onsubjects

havingabearingonfbodsecurity．

１２．TheimplementationoftherecommendationscontainedinthisPIanofActionisthesovercignrightand

responsibilityofeachStatethroughnationallawsandthefbrmulationofstrategies，policies,programmes，and

developmentpriorities，inconfbrmitywithallhumanrightsandfilndamentalfTeedoms，includingtherightto

development，andthesignificanceofandthefUllrespectfbrvariousreligiousandethicalvalues，cultural

backgroundsandphilosophicalconvictionsofindividualsandtheircommunitiesshouldcontributetothefilⅡ

elUoymentbyaIloftheirhumanrightsinordertoachievetheobiectiveoffbodsecurityfbralL

4７



ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴＯＮＥ

WewiIIensureanenabIingpoIiticaI,social`andeconomicenvironmentdesignedｔｏ
ｃｒｅａｔｅｔｈｅｂ⑧stconditionsfortheeradicationofpovertyandfordurabIepeace,based

onfuIIandequaIparticipatiｏｎｏｆｗｏｍｅｎａｎｄｍｅｎ,whichismostconduciveto
achievingsustainabIefoodsecurityforaII．

TheBasisfbrACtion

１３．AgrowingworldpopulationandtheurgencyoferadicatinghungerandmaInutritioncaIIfbrdetennined

policiesandefYectiveactions・ApeaceM,stableandenablingpoliticaI,socialandeconomicenvironmentisthe
essentialfbundationwhichwilIenableStatestogiveadequateprioritytofbodsecurity,povertyeradicationand

sustainableagricuItulC,fisheries,fbrestryandmmldevelopment・Promotionandprotectionofallhumanrightsand
fimdamentalheedoms,includingtherighttodevelopmentandtheprogressivereaIizationoftherighttoadequate

fbodfbraⅡandthefhllandequaIparticipationofmenandwomenareaIsoindispensabletoourgoalofachieving

sustainablefbodsecurityfbrall．

OhjectivesandActions

TopreventandresolveconflictspeacefhlIyandcreateastabIepoliticalenvirDnment,through

respectfbralIhumanrightsandIimdamentalfteedoms,democracy,atransparentandeffective

legaIffamework,mnsparentandaccountabIegovemanceandadministmtioninallpublicand

privatenationalandinternationalinstitutions,andefYbctiveandequalparticipationofaIl

people,ataI1leveIs,indecisionsandactionsthatafYbcttheirfbodsecunty．

14．objective1.1

Tothisend，govemments，inpartnership，ａｓappropriate，withallactorsofciviIsociety,willwherenot

aIreadyaccomplishe｡：

Incoopemtion,ａｓappropriate,withtheintemationalcommunity,assureandreinfbrcepeace,bydeveIoping

conflictp肥ventionmechanisms,settIingdisputesbypeacefUlmeans,aswellasbypromotingtolerance,non-

violenceand歴spectfbrdiversity；

Developpolicymaking，Iegislativeandimplementationprocessesthataredemocratic，transparent，

participatory，empowering，responsivetochangingcircumstancesandmostconducivetoacbieving

sustainabIefbodsecurityfbraIl；

Pmmoteandstrengthenwell-filnctioninglegalandjudicialsystemstoprotecttherightsofaupeopIe；

RＣＣognizeandsupportindigemouspeCPIeandtheircommunitiesintheirpu『suitofeconomicandsociaI
deveIopment,ｗｉｔｈＭｌ定spectfbrtheiridentity,tmditions,fbnnsofsocialolganizationandcuItumlvaIues．

(a）

(b）

(c）

(｡）

FurtherTnore,governments，inpartnershipwithallactorsofcivilsocietyandwithsupportofintemational

institutions,will,ａｓａｐｐ1℃priate：
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withtheUNCharter,thepreventionandsoIutionofconnictswhichcauseorexacerbatefbodinsecurityas

wel］astosettledisputesbypeacefnlmeans，promotetolerance，non-vioIence，respectfbrdiversityand
observanceofintemationallaw．

15．objective1.2TbensurestableeconomicconditionsandimplementdeveIopmentstmtegieswhichencourage

thefi｣ⅡpotentialofprivateandpubIic，individualandcollectiveinitiativesfbrsustainable，

equitable,economicandsociaIdevelopmentwhichaIsointegratepopulationandenvironmｅｎｔａＩ
ｃｏｎｃｅｍｓ．

Tothisend,govemments,ａｎｄａｓａｐｐ｢opriate,inpartnershipwithalIacto｢sofcivilsociety1will：

PromotepoliciesinordertofbsteranationalandintemationaIenvironmentthatismoreconduciveto

sustainable,equitableeconomicandsocialdevelopment；

(a）

EstablishlegaIandothermechanisms，ａｓappropriate，thatadvanceIandrefbrm，recognizeandprotect

pmperty,water,anduserrights,toenhanceaccessfbrthepoorandwomentoresoumesSuchmechanisms

shouldalsopromoteconservationandsustainableuseofnammlrCsoumes(suchasland,waterandfbllests)，

lowerrisks,andencourageinvestment；

(b）

FullyintegratepopuIationconcemsintodeveIopmentstrategies，plans，anddecision-making，including

factorsafYectingmigration，anddeviseappropriatepopulationpolicies，programmesandfamilyplanning

services，ＣＯnsistentwiththeReportandtheProgrammeofActionoftheIntemationalConferenceon

PopulationandDevelopment,Cairol994．

(c）

16．objective1.3：Toensuregenderequalityandempowermentofwomen．

Tothisend,governmentswill：

(a）SupportandimpIementcommitmentsmadeattheFourthWorldConferenceonWomen,Beiingl995,thata

genderperspectiveismainstreamedinaIlpolicies；

Promotewomen，sfUlIandequaIparticipationintheeconomy,andfbrthispulposcintroduceandenfbrce

gender-sensitiveIegislationprovidingwomenwithsecureandequalaccesstoandcontroIoverproductive

resourcesincludingcにdiMandandwater;

(b）

(c）Ensurethatinstitutionsprovideequalaccessfbrwomen；

(｡）ProvideequalgenderoppoItunitiesfbreducationandtraininginfbodproduction,processingandmarketing；

(e）Tailorextensionandtechnicalse｢vicestowomenproducersandinc肥asethenumberofwomenadvisorsand

agents；

(f）Improvethecollection,disseminationanduseofgender-disaggregateddatainagriculture,fisheries,fbrestIy

andmraldevelopment；

(9)FocusresearcheHbltsonthedivisionoflabourandonincomeaccessandcontroIwithinthehousehoId；
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(h）Gatherinfbrmationonwomen，straditionaIknowledgeandskilIsinagricuIture,fisheries,fbrestryand
natumlresou1℃esmanagement．

17．objective1.4：ToencouragenationaIsolidarityandprovideequalopportunitiesfbraIl,atallIevels,insocial，

economicandpoliticalli化,palticularIyinrespectofvulnerableanddisadvantagedgroupsand

pe応ons．

Tothisend,governments,inpartnershipwithallactorsofciviIsociety,will,ａｓappropriate：

SupportinvestmentinhumanresourcedevelopmentsuchasheaIth，education，IiteracyandotherskiIIs

鯨Hining,whichareessentialtosustainabledevelopment，includingagricuImre,fisheries,fbrestlyandlPu『aI

development；

(a）

EnactorstTengthenpoliciestocombatdiscriminationagainstmembersofsociallyvuInerabIeand

disadvantagedgroups,andpersonsbelongingtommorities,withparticularattentiontothei『rightstolandand

otherproperty,andtotheiraccesstocredit,educationandtmining,commerciaImarketsandfbodsecurity

progmmmes；

(b）

Enactlegislationandestablishinstitutionalstmcturesthatpmvideoppoltunitiesfbryouthandenhancethe

specialcontributionthatwomencanmaketoensuringfamiIyandchiIdnutritionwithdueemphasisonthe
lmportanceofbreast-fbedingfbrinfhnts；

(c）

(｡） GivespecialattentiontoprDmotingandprotectingtheinterestsandneedsofthechild,particularlythegirl
child，ｉｎｆｂｏｄｓｅｃｕｒｉｔｙｐｍｇｍｍｍｅｓ,consistentwiththeWorldSummitfbrChildren‐Conventiononthe

RightsoftheChildNewYorkl990．
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ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴＴＷＯ

WewiIIimpIementpoIiciesaimedateradicatingpovertyandinequalityandimproving

physicaIandeconomicaccessbyaIl,ａｔａⅡtimes,tosufficient,nutritionaIIyadequate
andsafefoodanditseffectiveutiUi垂ticn．

TheBaSisfbrAction

18.AssuledaccesstonutritionallyadequateandsafWbodisessentiaIfbrindividualwelfareandfbrnationaLsocial

andeconomicdevelopment,inaccordancewiththeWorldDeclarationomNutrition，IntemationaIConferCnceon

Nutrition(ICN),Romel992Evelycounhyintheworldhasvulnerableanddisadvantagedindividuals,householdｓ

ａｎｄ印oupswhocannotmeettheirownneeds,SevemypercentofaIIpoorarewomen,whichshouldbetakeninto

considerationwhenpreparingpoveutyeradicationaction､EvenwhercandwhenoveralIfbodsuppliesａ肥adequate，

povertyimpedesaccessbyaIItothequantityandvarietyoffbodsneededtomeetthepopulation,sneedsRapid
populationgrowthandrumlpoverIyhaveresultedinexcessivemigmtiontourbanareaswithseriousnegativesocial，

economic,environmentalandnutritionalimpaCt・UnIessextmordinaryefYbrtsareundeItaken,anunacceptablylarge

portionoftheworld，spopuIation,palticularlyindevelopingcountries,couIdstillbechronicallyundemourishedby
theyear2010withadditionalsufYeringduetoacuteperiodicshortagesoffbodContributingtomalnutritionisthe

lackofadequatefbodutilizationwhichinthiscontext,istheproperdigestionandabsorptionofnutrientsinfbodby

thehumanbodyandrequiresadequatediet,watersanitation,healtbservices,andhealtheducation．

OhjectivesandActionS

19．objective2.1：Topulsuepovertyeradication,amongbothurbanandruralpoor,andsustainablefbodsecurity

fbrauasapolicypriorityandtopromote,throughsoundnationalpoIicies,secu1℃andgainM

employmentandequitableandequalaccesstoproductive臆soumessuchasIand,waterand

credit,ｓｏastomaximizetheincomesofthepoo『．

Tothisend,govemments,inpartnershipwithaⅡactorsofciviIsociety,ａｓappropriate,ｗⅢ：

ReviewandadoptpoliciestopursuetheelndicationofhungerandattainsustainabIefbodsecurityatthe

householdandnationallevelsasatoppolicypriority,andmakeeveryeffbuttoeIiminateobstaclessuchas

unemploymentandlackofaccesstofactorsofproductionthatadverselyaffecttheattainmentoffbod

security，andimplementtherelevantcommitmcntstheyenteredintoattheWorldSummitfbrSocial

DeveIopmentlCopenhagenl995；

(a）

(b）Develophumanskillsandcapacitiesthroughbasiceducationandpr℃-aludon-thejobtraining；

AdoptpoliciesthatcreateconditionswhichencouragestableempIoyment,especiallyinrumIa肥as,incIuding

ofYLf息rmjobs,soastopmvidesufficienteamingstofacilitatethepurchaseofbasicnecessities,asweIIas

encoumagelabourintensivetechnologieswhe妃appropriate；

(c）
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Pursuesoundeconomic,agricuIture，fisheries，fbrestryandlandrefbrmpoliciesthatwiI1pennitfanners，

fishers,fb1℃steIBandotherfbodproducers,particularIywomen,toearnafairretumfiromtheirIabourlcapitaI

andmanagement,andencoumgeconservationandsustainablemanagementofnatuml肥sourcesincludingin

marginaIalcas；

(｡）

Improveequalaccess,ｂｙｍｅｎａｎｄｗｏｍｅｎ,toIandandotheTnaturalandproductiveresources,ｉｎparticular，

wherenecessaly，throughtheeffectiveimpIementationoflandrefbrmandthepromotionofefTicient

utilizationofnatumlandagriculmralresoumesandresettlementonnewIands,wherefeasible；

に）

(f）Pmmoteaccess,byfmmersandfarmingcommunities,togeneticrCsourcesfbrfbodandagFicuIture．

20．objective2.2：Toenablefbodinsecu1℃households,famiIiesandindividualstomeettheirfbodandnulritional

requirementsandtoseektoassistthosewhoa１℃unabIetodoso．

Tothisend,govemments,inpartnershipwithallactorsofcivilsociety,ａｓappropriate,ｗｉｌｌ：

Developandperiodicallyupdate,whemenecessaIy,anationalfbodinsecurityandvulnembilityinfblmation

andmappingsystem，indicatinga1℃asandpopulations，includingatlocaIlevel,afYbctedbyorat-riskof

hungerandmalnutrition,andelememscontributingtolbodinsecurity,makingmaximumuseofexistingdata
andotherinfbrmationsystemsinoldertoavoidduplicationofefTblts；

(a）

(b）ImpIement,whereappropriate,cost-effectivepublicworksprogrammesfbrtheunemployedand
undeu℃mployedinregionsoffbodinsecurity；

(c） DeveIopwithinavailableresourceswelltalgetedsocialweIfareandnutritionsafetynetstomeettheneedsof

thefbodinseculC,particularlyneedypeople,children,andthemfirm．

21．objective2.3：Toensurethatlbodsuppliesaresafも,physicaIIyandeconomicalIyaccessible,appropriateand

adequatetomeettheenergyandnutTientneedsofthepopulation．

Tothisend,govemments,inpartnershipwithaⅡactorsofcivilsociety,ａｓappropriate,ｗⅢ：

(a） Monitortheavailabilityandnutritionaladequacyoffbodsuppliesandreservestocks,givingparticuIar

attentiontoareasathighriskoffbodinsecurity,tonutritionaIIyvulnerabIegroups,ａｎｄｔｏａ1℃aswhere

seasonaIvariationshaveimportanmutritionalimplications；

Applymeasures，inconfbrmitywiththeAgreementontheAppIicationofSanitalyandPhytosanitaIy

MeasuresandotherrelevantintenlationaIagreements,thatensurethequaIityandsafetyoffbodsuppIy，

palticuIarlybyst1℃ngtheningnormativeandcontrolactivitiesinthealcasofhuman,ａｎｉｍａｌandplantheaIth

andsafety；

(b）

Encourage,whereappropriate,theproductionanduseofculturallyappropruate,tmditionalandunderutilized

fbodcrops,mcludinggmins,oilseeds,pulses,motcrops,fiPuitsandvegetabIes,ｐｒｏｍｏｔｍｇｈｏｍｅａｎｄ,whe妃

appropriate，schoolgardensandurbanagriculture，usingsustainabIetechnologies，andencouragethe

sustainableutilizationofunusedorunderutilizedfishresources；

(c）
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(｡） Developandpromoteimprovedfbodprocessing,preservationandstomgetechnologiesto肥ducepost-harvest

fbodlosses,especiallyattheIocaIIevel；

(e）Encou】nagerumIhousehoIdsandcommunitiestoadoptlow-costtechnologiesandinnovativepmctices；

(０ Promoteandsupportcommunity-basedfbodsecumyandnutritionprogmmmesthatencourageselfLreliance，
●

utilizingparticipatolyplanningandimplementationprocesses；

(9)Implementthegoalsofprwentmgandcontrollingspecificmicro-numentdeficienciesasagreedatthelCN．

22．Ohjective2､4：Tbpmmoteaccessfbrall,especiaIIythepoorandmembersofvulnerableanddisadvantaged

groups,tobasiceducationandprimaryhealthcareprovisioninordertostrengthentheir

capacityfbrselfreliance．

Tothisend,govemments,inpartnershipwithaⅡactorsofcivilsociety,will：

PromoteaccessfbralIpeople,especialIythepoorandmembersofvulnerableanddisadvantagedgmupsto

pnmalyhealthca1℃,includingrepmductivehealthservicesconsistentwiththeReportandtheProgmmmeof

ActionofthelntemationalConferenceonPopulationandDevelopmenLCaiml994；

(a）

Homoteaccesstocleanwaterandsanitationfbrallpeople,especiaIIyinpoorcommunitiesandrumlareas；(b）

に） Promoteaccessto,andsupportfbr,completep『imalyeducation,including,whereappropriate,schoolfeeding

pmgmammes,withparticularattentiontochildreninrurala1℃asandtogirls；

Providenutrition,sanitation,andhealtheducationfbrthepublicandpmmotetechnoIogiesandtraining

programmesonnutrition,ｈｏｍｅeconomics,enviromnentaIprotection,fbodsuppIyandhealth．

(｡）
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ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴＴＨＲＥＥ

WewillpursueparticipatoryandsustainabIefood`agricuIture,fisheries,fOrestryand
ruraIdeveIopmentpoIiciesandpracticesinhighandIowpotentiaIareas,whichare
essentiaItoadequateandreIiabIefoodsuppIiesatthehousehoId,national`regionaI
andgIoballeveIs,andcombatpests`。roughtanddesertification,consideringthe

muItifunctionaIcharacterofagricuIture．

TheBasisfbrAction

23．Itisimperativethatfbodproductionbeincreased,particuIarlyinlow-income,fbod-deficitcountries,tomeetthe
needsoftheundemourishedandfbodinsecure,theadditionalfbodrcqui妃mentsmesuItingfmmpopulationgrowth，

demandfbrnewfbodproductsduetorisingstandardsoflivingandchangesinconsumptionpattems､PToduction

increasesneedtobeachievedwithoutfilrtheroverburdeningwomenfarmers,whileensuringbothproductive

capacity,sustainablemanagementofnamlnlresoumesandprotectionoftheenvironment．

24．Inmanypartsoftheworld,unsustainableandotherwiseinadequatepoliciesandprogrammes，inappropriate

technologies,insufficientmlnlinfi洞structu1℃sandinstitutions,aswellaspestsanddiseases,leadtoinefYicienCyand

wastageofnaturalandhumanresources,inputsandproducts・Ｔheresourcebasefbrfbod,agriculmre,fisheriesand

fb妃stlyisunderstressandisthreatenedbyproblemssuchasdesertification,defbrestation,overfishing,ove『capacity

anddiscardsinfisheries,IossesofbiodivelBity,asweIIasinefficientuseofwate｢,cIimatechangeanddepIetionof

theozonelayer・ＴｈｉｓｈａｓａｎｅｇａｔｉｖｅｉｍｐａｃｔｏｎｂｏｔｈｆｂodsecurityandtheenvironmenLTHefiPameworkfbr

sustainableagricu１ｍ”,fisheries,fbreshyandnlm1developmentin1℃lationtofbodsecuritywaseIabomtedinthe

ProgmmmeofActionfbrSustainabIeDevelopment(Agenda21)oftheUnitedNationsConfbrenceonEnvironment

andDeveIopment(UNCED),RiodeJaneirol992,andrecentlyexpandedinboththeKyotoDeclamtionandPlanof

ActionontheSustainableContributionofFisheriestoFoodSecurity(KyotoDecIamtionandPIanofAction),1995,

andtheLeipzigDeclarationonandtheGlobaIPIanofActionfbrtheConservationandSustainabIeUtilisationof

PlantGeneticResourcesfbrFoodandAgriculmc(LeipzigDeclamtionandG1obaIPIanofAction),1996.

25．Expandingpmductioninlow-incomefbod-deficitcountries(LIFDCs)isfiPequentIyoneoftheprimalymeansto

incrCasetheavailabilityoffbodandincomefbrthoselivmginpoverty・Mostoftheincreasesinfbodoutputofthese

countries,andofmoredeveIopedICgions,areexpectedtocomelTomalCaswhichhavetheaglD-climaticpotentiaIto

genemtesuffYcientsurplusesineconomicallyandenvironmentaⅡysoundconditions,inparticulartolbedgrowing

numbelsofurbanconsume『s・Thegenerationofemploymentandincomewillmiseeffectivedemandintheseareas，

therebystimulatingpmduction，economicdiversificationandruraldevelopment、InmarginaIareasandcoastal

communitieswithIowerpotentialandliPagiIeenvironments,the陀isaIsoaneedtoincreasefbodpmductionthrough

theprovisionofinputsandappropriatetechnologO/toreduceruraImigmtion,butthisshouIdbebasedonsustainabIe
managementof1℃sourcesandenvironment・EfficientIandusefbrsustainabIeagricuItumIactivityinmanyareaswiu

alsocontributesiglificantlytowardsmeducingthep応ssuretoconveltfbreststoagricuItumIland．

26．Foodsecuritydepends,interalia,onsustainablemanagementoffish,fbl℃sts,andwildIifblnmanyindigenous

communities,theseresourcesar℃theprincipalsourcesofproteminthediet・T11etmditionalknowledgewithin
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indigenouscommunitiesaIsoplaysanimportantroleintheachievementoffbodsecurityfbrthesecommunitiesand
others．

27．EstablishingsustainabIeanddive応epattemsofproductionshouldtakeintoaccountthepresentandfUture

ｎｅｅｄｓｏｆｔｈｅｐｅｏｐｌｅａｓｗｅｌｌａｓｔｈｅｎａｔuralresourcespotentialandlimitations・PoliciesthatprovideanefYective

incentiVestructurefbrsustainablemanagementofnaturaIresourceｓｗｉｌlhelpensurethatnationalagriculture，

fisheries,fbrestlyandnatumIresou1℃eplansandpmcticesalCdevelopedandimplementedinaholisticapproach．

28．SmaIllslandDevelopingStatesfacethethreatoflandlossanderosionduetoclimatechangesandsealevel

risesandhaveparticularneedsfbrtheiroveralIsustainabIedevelopment・Improvementsintmde，transportation，

communication,ｈｕｍａｎresources,stabilizationofincomeandhigherexportearningswiIlincreasefbodsecurityin
thesecountuies．

２１Foodproductionandruraldevelopment，particularlyinthosecountrieswithsignificantfbodsecurity

inadequacies,1℃quireappropriateandup-to-datetechnologieswhich,accordingtosustainabledevelopmentcriteria

andlocalfbodtmditions,pmmotemodemizationoflocalproductionmethodsandfilciIitatetransferoftechnology、

FuⅡbenefitfTomthesetechnologieswiⅡ1℃quiretraining,educationandskiI1deveIopmentprogmmmesfbrIocaI

humanresoumes・NationalefYbrtstoinc1℃aselocalcapacity,coupledwithconsolidatedintemationaIcooperation，

角cilitateapplicationofknow-howandtechnologyinareaswithsimilarconditionsandnewtechniquesThismaybe

promotedbyactiveintemationalcoopemation,particularlytowardsdevelopingcountries,bothattheNorth-Southand
South-SouthIevels．

30．Researchinagriculmre,fisheriesandfbrestUwillbeessentialtoachievingthesustainabIefbodproductivity

inc『easesuponwhichtheshortandlongteTmfbodsecurityofagrowingworldpopuIationwilldepend・The

combinationofsuchresearch，andanenabIingenvironment，ｃａｎｉｍｐｒｏｖｅｆｂｏｄｓｅcuritybothatnationaland

householdlcveIs・EquityissuesandequaIitybetweenｗｏｍｅｎandmenshouIdbegivenappropriateconsideration

whensettingresea『chagendasfbrthefUtureResea1℃hefYbrtsshouIdclearIyfbcusonpovertyeradicationandonthe

creationofmoreenvironmentaIlysustainableagricultuml，fisheries,fbrest『yandfbodproductionsystems､This

researchshouldbedi正ｃｔｅｄｔｏ］０Ｗ，ａｓｗｅｌｌａｓｈｉｇｈ，potentiaIareasaccordingtotheirspecificrcsearchneeds・

RenewedefYbltsshouldbemadetoinvoIvefarmers，flshers,fbrestersandtheirorganizationsinsettingresearch

prioritiesanddi妃ctions,andtomakeexperimentaIfindingsaccessibletothem．

３１．Theeconomicandsocialdevelopmentofthemralsectorisakeyrequisitefbrtheachievementoffbodsecurity

fbralLRuralpovertyisacompIexphenomenonthatvariesconsiderabIybetweenandwithincountries・Therural

areasindevelopingcountriesaregenerallypoor1yequippedintennsoftechnicalandflnancialresourcesand

educationaIinftastrucmre・Intheseareas,IackofincomeoppoITunities，failurctoc『opandtomaintainproduction

Systems，inadequatecommodityandinputandconsumergoodsdistributionnetworks，limitedaccesstopublic

servicesandthepoorqualityoftheseservicesareaI1filndamentaIaspectsthatneedtobeconsideredwithrCga｢dto

luralfbodsecurity・ThemainconsequencesofthisarereflectedinhighpopuIationgrowthandout-migmation,both

intemallyandtoothercountries．

OhjectivesandActions

32．objective3.1：Topursue,throughparticipatorymeans,sustainable,intensifiedanddiversifiedfbod

production，increasingproductivity,efficiency,safetygains,pestcontrolandにducedwastes
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andIosses,takingMlyintoaccounttheneedtosustainnatumIresou1℃es．

Ｔｏｔｈｉｓｅｎｄ，governments，ｉｎｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐｗｉｔｈａｌｌａｃｔｏｒｓｏｆｃｉvilsociety，andwiththesupportof

internationalinstitutions,ｗⅢ,ａｓappropriate：

EstabIishpoliciesandimpIementproglammestooptimize,inaneconomicaⅡy,sociaIlyandenvironmentally

soundmanner,sustainableagriculture,fisheriesandfbrestIypmduction,particularlyofthemainstaplefbods，

aimedatachievingfbodsecurity；

(a）

PIDmotepoliciesandprogmmmeswhichencourageappropriateinputtechnoIogies,fhrmingtechniques,and

othersustainablemethods,suchasolganicfamling,toassistfamlingopemtionstobecomeprofitable,with

thegoalofreducingenvironmentaldegradation，whiIecreatingfinanciaIresourceswithinthefarming

opemtion;suchprogmmmesshould,ｗｈｅｎ定Ievant,buiIduponfhrmems，ownexpenencesandindigenous
knowledge；

(b）

PromotetheconservationandsustainableuseofbiologicaIdiversityanditscomponentsintennestrialand

manneecosystems,withaviewtoenhancingfbodsecurity,notablythroughsupportingtheUNConvention

onBiologicaIDiversity,1992；

(c）

Promotesustainabledevelopmentinmixed-farmingsystemsandtheprocessingandmarketingofdiverse

fbodproductsandby-products,imCsponsetotheneedsoftheconsumersfbrproperIybaIanceddiets；

(｡）

Promotecropandlivestockproductivitythroughwidespreaduseofimpmvedseedsandbreedsandintegrated

plantnutritionsystemmethods,whelCnecessaryandecoIogicallyandeconomicallyfeasible;inaddition,seek

toachievelastingfbrtiIityimprovementsintropicaIsoils；

(e）

(０ PromotemoreefficientandsustainableIivestockpmductionsystemsthmughtheimprovementofgrazing
lands,fbddercIDpsandtheuseofmuItiplesourcesofanimalfbed；

PromotedevelopmentofenvironmentalIysoundandsustainableaquaculturewellintegratedintoruraI，

agricuIturalandcoastaIdeveIopment；

(9)

Pmmotethesustainableproductionａｎｄｕｓｅｏｆｆｂｏｄ,fbdder,fhelandotherproductsderivedftomfb配ststo

enhancefbodsecurity；suchactionwiIlalsoresultinincreasedruraIincomeandempIoyment，ｔｈｕｓ

contributingtosustainablefbにstmanagementbyincreasingthevalueoffbrests；

(b）

Seektoensu1℃efYbctivepreventionandprogressivecontmlofplantandanimalpestsanddiseases,including

especialIythosewhichareoftmnsboundalynature,suchasrinderPest,cattIetick,fbotandmouthdiseaseand

desertlocust,whereoutbreakscancausemajorfbodshortages,destabilizemarketsandtriggertrade

measu1℃s;andpromoteconculTently,regionalcollabomtioninplantpestsandanimaIdiseasecontrolandthe

widespreaddevelopmentanduseofintegmtedpestmanagementpmctices．

(i）

33．objective3.2：TocombatenvironmentaIthreatstofbodsecurity,ｉｎparticular,droughtanddesertification，

pests，erosionofbiologicaldiversity，anddegradationofIandandaquatic-basednaturaI

resources,肥storeandrehabiIitatethenaturalresourcebase,includingwaterandwate応he｡s,in

depletedandoverexpIoitedareastoachievegreaterproduction．
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Ｔｏｔｈｉｓｅｎｄ，governments，ｉｎｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐｗｉｔｈａｌｌａｃｔｏｒｓｏｆｃｉviIsociety，andwiththesupportof
intemationaIinstitutions,ｗｉｌｌ,ａｓappropriate：

(a） MonitorandpromoterehabilitationandconservationofnaturalrcsourcesinfbodpmducingareasasweⅡas

inadjacentfbrestlands,non-arabIeIands,andwatemsheds,andwherenecessaIyupgradesustainablythe

productivecapacityoftheseresources；andestablisbpoliciesthatcreateeconomicandsocialincentivesto

reducedegradation；

IdentifythepotentiaIandimprovetheproductiveuseofnationallandandwaterresourcesfbrsustainable

increasesinfbodproduction,takingintoaccounttheanticipatedimpactsofnaturaIclimatevariabilityand

cIimaticchangeonrninfallandtempemtu肥pattems；

(b）

DeveIopappropriatenationalandregionalpoliciesandplansfbrwaterandwatersheds，andwater

managementtechniques;promoteeconomicaⅡy,SociaⅡyandenvimnmentallysoundirrigationimprovemenL

inparticularsmalI-scaleirrigation，andsustainableintensificationofrainfedagricuIture,withaviewto

increasingcroppingintensitiesandreducingtheimpactｏｆdroughtsandfloodsonfbodouIputandrCstoring

natulalresou1℃es,ｗｈｉｌｅａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｐにservingthequaIityandavaiIabiIityofwaterfbrotherpurposes，

especiallyhumanconsumption；

(c）

PromoteearlyratificationandimplementationoftheAgreementfbrthelmplementationofthelnstrumentsof

theUnitedNationsConventionoｎｔｈｅＬａｗｏｆｔｈｅＳｅａｏｆｌＯＤｅｃｅｍｂｅｒｌ９８ZRelatingtotheConservationand

ManagementofStTaddlingFishStocksandHigbIyMigratoryFishStocks(theUNAgreementonStmddIing

FishStocksandHighlyMigmtoryFishStocks)andoftheFAOAgreememtoPromoteCompliancewith

lnternatiomalConservationandManagementMeasuresbyFishingVesselsontheHighSeas・Implement

sustainablefisheriesmanagementandpmctices,inparticulartheCodeofConductfbrResponsibIeFisheries，

toaddressaresponsibleandsustainableutiIizationandconservationofflsheriesresourcesinorderto

optimizethelong-termsustainabIecontributionoffisheriesresourcestofbodsecurity‐andfUI1yrecognizing

Agenda21，andtheKyotoDeclarationandPIanofActionwithinthecontextofthereIevantrulesof

lntemationalLawasrenectedintheUnitedNationsConventionontheLawoftheSea(UNCLOS)]‐by,inter

alia,strengtheningandestabIishing,asneeded,appropriate正gionalandsuトregionaIfisheriesmanagement

organizationsorarTangements,minimizingwastesinfisheries,肥ducingexcessfishingcapacityandapplying

thep泥cautionaryapproachinaccordancewiththeUNAgreement4onStraddIingFishStocksandHighIy

MigmtoIyFishStocksandtheCodeofConductfbrResponsibleFisheries;byestablishingandstrengthening

integratedmarineandcoastaIareamanagement；byconservingandsustainabIyutiIizingmarineand

freshwaterbiodiversity；andbysmdyingtheefYbctivenessofmuIti-speciesmanagementinthecontextof

lCIevantplDvisionsofＵＮＣＬＯＳａｎｄＡｇｅｎｄａ２１・Inworkingtoachievetheabove,finI尼Cognitionshouldbe

giventothespeciaIcircumstancesandrequirementsofdeveIopingcountries,particularIytheIeastdeveIoped

amongthemandtheSmallIslandDevelopingStates；

(｡）

PromoteanintegratedapprDachtoconsewationandsustainableutilizationofplantgeneticresourcesfbrfbod

andagriculture，throughinteraliaappropriatemsituandexsituapproaches，systematicsurveyingand

inventolying,approachestopIantbreedingwhichbroadenthegeneticbaseofcrops,andfairandequitabIe

sharingofbenefitsarisingfTomtheuseofsuchにsources；

に）

PromotetheconservationandsustainabIeutilizationofanimalgeneticresources；(f）
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ReducethedefOrestationrateandincreasefbrestcoverage,maintainanddeveIopthemultiplecontributionsof

fbrests，treesandfbrestrytofbodsecurityfbrtheconsewationandsustainableuseoflandandwater

resources，includingtheprotectionofwatersheds,andasreservoirsofbiologicaldiversity；tothisend，

impIementtheUNCEDoutcomesrelatedtofbrests；

(9)

SeektounderstandbettertheimpactsofglobaIenvironmentaIthreats，inparticularclimatechangeand

variabiIity，thedepletionoftheozonelayer，lossofbiodiversityandvariousfbrmsofenvironmental

pollution,onfbodsecurity；

(h）

(i）ImplementtheLeipzigGlobalPIanofAction；

PIDmoteearlyratificationandimplementationoftheUnitedNationsConventiontoCombatDese｢tificationin

CounmesExperiencingSeriousDroughtand/orDesertification,PaIticularlyinAfTica，ｌ”4,andimplement
theConventiononBioIogicalDiversity，1992,theMontreaIPTotocoIonSubstancesthatDepletetheOzone

Layer,1987,andtheUnitedNationsFrameworkConventiononClimateChange,１９９２；

0）

SeektopreventandcontroldegradationandoverexploitationofnaturalresourcesinpoorIyendowed，

ecologicaIlystressedareaslnthoseareascriticaltotheachievementoffbodsecurityfbrdeveloping

countries,promoteandprovideIocation-specificinstitutional,infinstructuralandtechnicaIsupport．

(k）

34．objective3.3：TopromotesoundpoIiciesandprogrammesontransfbranduseoftechnologies,skills

deveIopmentandtrainingappropriatetothefbodsecurityneedsofdevelopingcountriesand

compatibIewithsustainabIedevelopmenLparticularIyinruralanddisadvaｍａｇｅｄａ肥as．

Ｔｏｔｈｉｓｅｎｄ，governments，inpartnershipwithallactorsofcivilsociety，andwiththesupportof

intemationalinstitutions,will,ａｓappropriate：

StIcngthenagricultuml,fisheriesandfbmeslryeducation,tmining,skiIIsdevelopmentandextensionSystems，

ensuringequalgenderopportunitiesandcloseinteractionwithresearchsystemsandfarmers,fishersand

fbresters，ｉｎparticularsmall-scalefarmers，nshersandfbresters，ａｎｄｏｔｈerfbodproducers，ａｎｄtheir

雁presentativeorganizationsinfbodproductiontecmologyandtmnsfer,andinitiateprogammestoinc妃ase

theproportionofwomenintbeseSystems・Nationalcapacity-buildingefYbrts,principallyinLIFDCsshouId

besupportedwithNorth-SouthandSouth-Southcoopelnationamongeducationandextensionandresearch

institutions；

(a）

PromoteviabletechnologytmnslbrandextensionservicesthatmeetにalIocalneeds;stimulateprogrammes

thatwiIlhelpidentifypossibilitiesofbilateralandregionalcoopemtionsothatexpenenceandtechnoIogy

infbmationcanbeexchangedonaSouth-SouthandNollh-SouthIevel；

(b）

Promotemeanstoreducewomenfarmers，workloadbysupportingandfacilitatingaccesstoappmpriate

productiveanddomesticIabour-savingtechnologies；

(c）

EstablishpoliciesandprogmmmesfbrthedeveIopmentanduseoftechnologiesthatofYbreconomicand

ecologicalbenefitsandprotecttheconsumerandtheenvironment．

(｡）

35．objective3.4：TotakedecisiveactionincooperatiombetweenthepublicandtheprivatesectorstostI℃ngthen
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andbroadenresearchandscientinccooperationinagriculture，nsheriesandfbrestTyin

supportingpolicyandintemationaLregional,nationalandIocaIactiontoincreasepmductive

potentiaIandmaintainthenatulalresourcebaseinagricuIture，fisheriesandfbrestlyandin

supportofeffbrtstoeradicatepovertyandpromotefbodsecurity．

Tothisend，govemmentsincoIIaborationwiththeinternationalandscientificcommunities，inboththe

publicandtheprivatesectors,ａｓappropriate,ｗｉｌｌ：

Strengthennationalresea1℃hsystemsinordertodeveIopcoordinatedprogmammesinsupportof泥searchto

promotefbodsecurity・SuchprogrammesshouldfbcusoninterdisciplinaJyresearchtoprovideascientific

basisfbrpoliciesandactiontomaintainthenatural1℃sourcebasewhileincreasingtheproductMtypotential

ofagriculmre,fisheries,includingaquaculture,andfbrestIy,AppropriateattentionwiIIbegiventoalCasthat

alBIessendowedwithnatumIresouにes・IncreasedcoopemtionwiththeprivatesectorwiIIbepromoted；

(a）

Strengthenmtemationalresea1℃hsystems,inparticulartbeConsultativeGrouponIntemationalAgricultuml

Research(CGIAR),andpromotecooldinationandcoIIabomtionamongintemational,deveIopedcountry,and

developingcountlymstimtions；

(b）

ParticipateactivelyinandsupportintemationaIcoopelationin妃searchtopromotefbodsecurity,inparticular

indevelopingcountries,withspecialemphasisonunderutiIizedfbodcmpsinthesecountries；

(c）

EnhancetheinstitutionalhameworkallowingfbrthefUⅡparticipationofaIlinterestedpaIties，including

indigenouspeopleandthei「communities，Iocalpeople,consumers，ｆａｒｍers，nshersandfbrestersandtbeir

Organizationsandtheprivatesectorintheidentificationofresearchneeds；

(｡）

PromotesuitabIesystems，interaliapalticipatoⅣSystems，fbrthedisseminationandextensionofresearch

results；

に）

EnsurethatgenderpemspectivesaにintegmtedinresearchpIanningandimplementation；(f）

Promotedevelopmentofmethodsandcrite｢iafbrthestrengtheningofintegmatedandpolicyreIevantscientific

knowledge；

(9)

PromoteresearchanddevelopmentIeadingtotheuse,atregionaLnationalandIocalIevels,ofappropriate

technoIogies,relevantpost-harvestandtmnslbrmationtechniques,andadaptedpIantandanimalb泥edingthat

meetlocalneeds；

(h）

Ｐｒｏｍｏｔｅｔｈｅ泥searchneededtocontinueintemationalefYbrtstodeveIop，disseminateandapplyclimate

fbrecastinfblmationthatwilIinc肥asesustainableagricuItumal,fisheIPiesandfbrestⅣproductivityandbeof

particularbenefittodevelopingcoumries．

(i）

36．objective3.5：Tofbmuulateandimplementintegratedrumldevelopmentstmategies,inlowandhighpotential

areas,thatpromoteruTalempIoymenLskillfbrmation，infinastructure,instimtionsandservices，

insupportofruraldevelopmentandhouseholdfbodsecurityandthatreinfbrcethelocal

productivecapacityoffarmers，fishersandfbrestersandothersactWelyinvoIvedinthefbod

sector,incIudingmembersofvulnembleanddisadvantagedgroups，womenandindigenous
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people,andtheirrepresentativeorganizations,andthatensu妃theirefYectiveparticipation．

Ｔｏｔｈｉｓｅｎｄ，governments，ｉｎｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐｗｉｔｈａＩｌａｃｔｏｒｓｏｆｃivilsociety，andwiththesupportof

intemationalinstitutions,will,ａｓappropriate：

IncludemtheirnationalsociaIandeconomicdevelopmentpolicies,plansandprogrammes,actionsthatwilI

fbsterthesociaIandeconomicrevitalizationofthemIalsector,withparticuIar1℃gardtothepmmotionof

investmentandemploymentthatwilImakegoodusｅｏｆｔｈｅｍｍｌｗｏｒｋｆｂｍｅａｎｄｔｏｔｈｅｐｍｍｏｔionofpoIitical，

economicandadminismtivedecentmlization；

(a）

(b）StlcngthenlocaIgovemmentinstimtionsinIuralareasandprovidethemwithadequateresources,decision‐

makingauthorityandmechanismsfbrgrassrootsparticipation；

EncoumgeandenabIefhm1ers,fishemsandfbrEstersandotherfbodproducersandpmvidersasweIlastheir

organizations,particuIarlysmalIfarmersandartisanaIflsherfblk,ｂｙｓ甘engtheninginstitutionaIstructurCsto

definetheirresponsibilitiesandpmtecttheirrightsandthoseoftheconsumer；

(c）

(｡） Promotethedevelopmentanddivemsificationofmralmarkets,reducepost-hawestlossesandensuresafe

stomge,fbodprocessinganddistributionfhciIitiesandtmnsportationSystems；

(e）ReinfbrcethefbI1ow-uptotheWorldConferenceonAgmrianRefbrmandRuralDevelopment(WCARRD)，
1979；

(f）DeveIopandencoumgetminingprogmmmesinsustainablenatumIresou1℃esmanagement．

Govemments,incooperationwiththeprivatesectorandnon-governmentaIo『ganizations,will：

(9)Developthetechnicalandeducationalinfinsnuctu1℃inrumlareas；

(h） PromotethedeveIopmentofmmlbanking,creditandsavingsschemes,whereappropriate,incIudingequaI

accesstocにditfbrmenandwomen,micro-c肥ditfbrthepoor,aswelIasadequateinsumncemechanisms；

(i） Promotefbodproduction,pmcessingandmarketingsystemswhichincreaseoppoltunitiesfbrstable,gainlilI

andequalandequitableemploymentconditionsinthefbodandruralsectors;whercappmpriate,pmmoteofYL

fhrmactivitiesinmmlareascombiningagriculture,fisheriesandfbrestlypmductionwithpmcessingand

marketingactivities,cottageindustriesandtourism,particularIyinmalginalareasandperi-urbanareas；

0） FosterthesocialandeconomicorgamzationoftheruralpopulationwithparticulaTemphasisonthe

developmentofsmall-scalefhrmers，，fishems，，andfbresters，coopemtives,communityorganizationsand
deveIopmentassociations,sothatmlalinhabitantsmaybeactivelyinvoIvedindecision-making,monitoring
andevaIuationofmlaldeveIopmentprogrammes；

Recognizefarmers，，fishe｢s，，fbresters，，mraIworkers，ａｎｄconsumersorganizationsatIocaI，
、

national，regionalandintemationalleveIsandpromoteareguIardialogueandpartnershipwiththeir

respectivegovemmentsandtheirlinkagewithaIlappropriateinstitutionsandsectorsonsustainable

agricultulne,fisheriesandfbrCstJyandsustainabIemanagementofnaturaI泥sources；

(k）
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(1) Promotetheempowermentofsmall-scaIefamiIyfamlers,fishersandfbrestems,ｂｏｔｈｗｏｍｅｎａｎｄｍｅｎ,toset

uptheirowncoopemtivesandbusinessundertakings,asweIlasfalmers，andfishers，financiaIandmutuaI
institutions；

Enhancecoopemtionandexchangeamongfamlers,Hshe『s,fbrestersandtheirrep肥sentativeorganizations，

bothwithinandbetweendevelopingcountries,induslTializedcountriesandeconomiesilutmnsition

(、）

Govemments,incoIlaborationwiththeintemationalcommunity,will：

DevelopintemationaISouth-Southtechnicalcooperationpmgmmmesthatwillfaci

ofnutritionalprogrammesthathaveprovedsuccessfillinotherdeveIopingcountries；

(､） facilitatetheimpIementation

ImplementtheoutcomesofUNCED,particuIarIyasTegardsChapterＩ４ｏｆＡｇｅｎｄａ２１．(o）
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ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴＦＯＵＲ

WewiIlstrivetoensur⑧thatfood,agricuIturaItradeandoveraIItradepoliciesare

conducivetofOsteringfoodsecurityforalIthroughafairandmarket-orientedworld

tradesystem．

TheBaSiSfbrAction

37．TradeisakeyelementinachievingworIdfbodsecurity､TmdegenemtesefYbctiveutiIizatiｏｎｏｆ肥souI℃esand

stimulateseconomicgrowthwhichiscriticaltoimprovingfbodsecurity・TmdealIowsfbodconsumptiontoexceed

fbodproduction,helpsｔｏ歴duceproductionandconsumptionfluctuationsandrdievespartofthebuIdenofstock

holdinglthasamajorbearingonaccesstofbodthroughitspositiveefTectoneconomicgrowth,incomeand

emplOyment､Appmpriatedomesticeconomicandsocialpolicieswillbetterensu1℃thatａⅡ,iIBcludingthepoor,wiIl

benefitffomeconomicg『owthAppropriatetmdepoliciespmmotetheobjectivesofsustainablegrowthandfbod

security･ItisessentialthatallmembemoftheWorldTmdeOrganization(WTO)respectandfillfilthetotaIityofthe

undertakingsoftheUmguayRoun｡､Forthispu巾oseitwillbenecessalytore竹am6omunilateralmeasuresnotin

accoldancewithWTOobligations．

38．TheUmguayRoundAgreementestablishedanewintemationaItradeframeworkthatofYersopportunityto

developedanddevelopingcountriestobenefitfi･omappropriatetmdepoliciesandselfLreIiancestrategies､The

progPessiveimplementationoftheUmguayRoundasawhoIewiUgenerateincreasingopportunitiesfbrlrade

expanｓｉｏｎａｎｄｅｃｏｎｏｍｉｃｇｒｏｗｔｈｔｏｔｈｅｂｅnefitsofallpalticipants・nlerefbre,adaptationtotheprovisionsofthe

variousagreementsduringtheimplememationperiodmustbeensured・Someleast-developedandnetfbod-

importingdevelopingcountriesmayexperienceshorttennnegativeefYectsintemlsoftheavailabilityofadequate

suppliesofbasicfbodstufTSfiPomextemalsourcesonreasonabIetermsandconditions，includingshorttenn

difficuItiesinfmancingnonnallevelsofcommercialimportsofbasicfbodstufYS・TheDecisiononMeasures

ConcemingtｈｅＰossibIeNegativeEfYbctsoftheRefbrmProgmmmeonLeast-DevelopedandNetFood-Importing

DevelopingCountries,Marmkeshll94,shaⅡbefilI1yimpIemented．

OhiectivesandActions

39．objective4.1：TomeetthechalIengesofandutilizetheopportunitiesarisingfiromtheintemationaltrade

finmewolkestablishedinrecentglobalandmegionaltradenegotiations．

Tothisend,govemments,inpaItne『shipwithaⅡactorsofcivilsociety,ｗｉｌｌ,asappmpriate：

Endeavourtoestablish，especiaUyindevelopingcountries，wellfimctioningilutemalmarketingand

mnsportationsystemstofacilitatebetterlinkswithinandbetweendomestic,regionalandworIdmarkets,and

diversifytmde；

(a）

SeektoensulcthatnationaIpoliciesrelatedtointemationalandregionaltradeag1℃ementsdonothavean

adverseimpactonwomensnewandtmditionaleconomicactMtiestowaldsfbodsecurity．

(b）

“



MembersoftheWTOwill：

(c） PursuetheimplementationoftheUmguayRoundAgJcementwhichwillimprovemaIketopportunitiesfbr

efTicientfbod,agricultural,fisheriesalldfbrestuyproducersandprocessoTs,particuIarIythoseofdeveloping
countries．

Theinternationalcommunity,incooperationwithgovernmentsandcivilsociety,ｗｉｌｌ,ａｓappropriate：

(｡）Continuetoassistcountriestoadjusttheirinstitutionsandstandardsbothfbrintemalandextemaltmdeto

fbodsafbtyandsanitalylcquilBments；

GivefUlIconsidemtiontopromotefinanciaIandtechnicalassistancetoimpmvetheagricultumlproductivity

andinfTastrucmreofdeveIopingcountTies，especialIytheLIFDCs，inoldertooptimizetheopportunities

arisingfmmlheintematiomaltradefmmework；

(e）

Promotetechnicalassistanceande､couragetechnologytmnsferconsistentwithintemationaltrademles，in

particulartothosedevelopingcountriesneedingit,tomeetintemationalstandards,sotbattheyareina

positiontotakeadvantageofthenewmarketopportunities；

(f）

Endeavourtoensuremutualsupportivenessoftl･adeandenvimnmentpoIiciesinsupportofsustainablefbod

security,lookingtotheWTOtoaddressthereIationshipbetweenWTOprovisionsandtmdemeasuresfbr

environmentpurposes，inconfbrmitywiththepmvisionsoftheMinisteTiaIDecisiononTradeand

EnvironmentmtheUruguayRoundAgreement,andmakeevelyefYbrttoensurethatenvironmentalmeasurCs

doI1otunfairlyafYbctmarketaccessfbrdevelopingcountries，fbodandagriculmralexports；

(9)

ConductintemationaltradeinfishandfisheUproductsinasustainablemannerinaccordance,asappmpriate，

withtheprinciples,rightsandobligationsestablishedintheWorldTUndeOrganizatio、(WTO)Agreement，

theＵＮＡ９℃ementonStTaddlingFishStocksandHighIyMigratolyFishStocks,theCodeofConductfbr

ResponsibleFisheriesandother肥levantintemationalagreements．

(h）

40．objective4.2：Tomeetessentialfbodimportneedsinallcountries,consideringworIdpriceandsuppIy

fIuctuationsandtakingespecialIyintoaccountfbodconsumptionIeveIsofvulneInblegroupsin

developingcountries．

Tothisend,governmentsandtheintemationalcommunitywiⅡ,asappIopriate：

RecognizingtheefYbctsofworIdpricefluctuations，examineWTO-compatibIeoptionsandtakeany

appropriatestepstosafeguardtheabilityofimportingdevelopingcountries,especiallyLIFDCs,topurchase

adequatesuppliesofbasicfbodstufYSfiPomextemaIsourcesonreasonabletermsandconditions．

(a）

Foodexportingcountriesshould：

Actasreliablesou1℃esofsuppIiestotheir竹adingparmerBandgivedueconsiderationtothefbodsecurityof

importingcountTies,especialIytheLIFDCs；

(b）

(c）ReducesubsidiesonfbodexportsinconfbmlitywiththeUruguayRoundAgreementinthecontextofthe
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ongoingprocessof肥fbmlinagriculturcconductedintｈｅＷＴＯ；

Administerallexport-relatedtmdepoliciesandprogmmmesresponsibly,withaviewtoavoidingdisruptions
inworldfbodandagricultu爬importandexportmarkets，inordertoimprovetheenvironmenttoenhance

supplies,productionandfbodsecurity,especiallyindevelopingcounh･ies．

(｡）

MembersoftheWTOwill：

FullyimplementtheDecisiononMeasuresComcerningthePossibIeNegativeEfYbctsoftheRefbrm

ProgrammeonLeast-DevelopedandNetFood-ImportingDevelopingCountriｅｓｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅＷＴＯ

ＣｏｍｍｉｔｔｅｅｏｎＡｇｒｉcultureandencourageintemationalfmanciaIinstitutions,whe妃appropriate,tohelpleast‐

developedandnetfbod-importingdevelopingcounmestomeetshort-termdifYicuItiesinfinancingessentiaI

fbodimports；

(e）

(f）Ref了ainfmmusingexport1℃strictionsinaccordancewithArticlel2oftheWTOAgreementonAgriculture．

Intemationalorganizations,andparticular1yFAO,ｗｉｌｌ：

(9)ContinuetomonitorcloselyandinfbnnmembernationsofdeveIopmentsinworldfbodpricesandstocks．

41．Ohiective43：TosupportthecontinuationoftherefbnnprocessinconfbrmitywiththeUruguayRound

Ag肥ement,palticula『IyArticle20oftheAgreementonAgricultu1℃．

Tothisend,governmentswill,ａｓappropriate：

PrDmotethenationalandrcgionalfbodsecuritypoliciesandprogrammesofdeveIopingcountTiesparticu1arIy

inlCgardtotheirstapIefbodsuppIies；

(a）

SupportthecontinuationoftherefbrmProcessinconfbrmitywiththeUmguayRoundAgIcementandensurc

thatdevelopingcountriesareweIlinfbrmedandequaIpartnersinthepmcess,workingfbTeffectivesolutions

thatimprovetheiraccesstomarketsandaにconducivetotheachievementofsustainablefbodsecunty．

(b）

lntemationalorganizations,incIudingFAO,ｗⅢ,accordingtotheirrespectivemandates：

ContinuetoassistdevelopingcountriesinpreparingfbrmuItiIateraltradenegotiationsincIudingin

agricultuに,fishericsandfbrestryinteraIiathroughstudies,anaIysisandtraining．

(c）
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ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴＦＩＶＥ

WewiIIendeavourtopreventandbepreparedfOrnaturaIdisastersandman-made

emergenciesandtomeettransitoryandemergencyfoodrequirementsinwaysthat

encouragerecovery`rehabiIitation,deveIopmentandacapacitYtosatisfyfuture
needs．

TheBasisfbrAction

42.Whilethenumberofpcopleaffbctedbynaturaldisastersfluctuatesannually,thelCbasbeenadramaticincrease

ｉｎｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｖｉｃｔｉｍｓｏｆｃｉｖｉｌｃｏｎnicts・ThesesituationsrequilBemergencyassistanceandtheypointtothe

importanceofearlyactiontodefUsetensionsandofp肥parednessinminimizingtheriskoffUtuにcnsesandin

prwentingfbodemeUgencies.．

43.NationalandintemationalrdiefoperationsarcofientheonlysolutionfOrhungTypeoplefacingimmediate

starvation,andshouIdcontinuetobeapriorityａｎｄｂｅｐｍｖｉｄｅｄｉｎａｎｉｍｐａｒｔｉａｌａｎｄａpoliticalmanner,withdue

respecttonationalsove1℃igntyandinaccordancewiththeCharteroftheUnitedNationsandtheguiding

principlesoftheUNGeneralAssembly(UNGA)ResoIution46/l8ZHoweve｢,emeIgencyfOodassistance

cannotbeabasisfbrsustainablefOodsecurity・ConflictplCventionandresolution,ａｎｄｓｔｅｐｐｅｄｕｐ正habilitation

anddevclopmentpromotionactivities，whichpreventrecurrenceofandreducevulnerabilitytofOod

emergencies，areessentialelementsoffOodSecurity・Emergencypreparednessisacentralelementfor

minimizingthenegativeeffectsoffOodeme『genciesandfamines．

OhjectivesandActions

“・objective5.1：Ｔｏ礎ducedemandsfbremelgencyfbodassistancethroughenhancingeffbrtstopreventand

resolveman-madeemergencies,particularlymtemational,nationalandlocalconf1icts．

Tothisend,govemments,individuaIlyandcollectively,andinpartnershipwithallactoIsofcivilsociety，
Will：

Useappropriateintemational，regionalandnationaImechanismstoprwentorreducethosesituations，in

particularwarandcivilconflict，whichgiverisetoman-madeemergenciesandincreasedemandsfbr

emergencyassistance,includingfbodaid；

(a）

(b）Coordinatepolicies,actionsandlegaIinsmlmentsand/ormeasu1℃stocombattermrismandotheractivities

contmlytohumanrightsandhumandiglity；

(c）PromotethecontmuationofintemationaldiscussionsandcooperationonaIIaspectsofanti-personnelland
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mInes．

45．Ohiective5・Ｚ：ToestablishasquicklyaspossibIepreventionandpにparednessstrategiesfbrLIFDCsand
othercounlTiesandregionsvulnerabletoemergencies．

Tothisend,govemments,inpartne｢shipwithallactorsofcivilsocietyandwithintemationalorganizations

wherenecessary,will,ａｓappropriate：

Prepareand/ormaintainfbreachLIFDCs，andothercountriesandregionsvulnerabletoemergencies，

vuInerabilityinfbrmationandmapping,drawingon，amongstothers，afbodinsecurityandvuInerability

infbrmationandmappingsystem,ｏｎｃｅestablished,withananalysisofthemalorcauseｓｏｆｖｕlnerabilityand

theirconsequences,makingmaximumuseofexistmgdataandinfbrmationsystemstoavoiddupIicationof

efTbrt；

(a）

Maintain，promoteandestablish，asquicklyaspossible，incollaborationwithnon-governmentaI

organizationsandotherorganizations,ａｓappropriate,theprepa妃dnessstrategiesandmechanismsagreed

uponatthelCN,includingdevelopmentandapplicationofclimatefbrecastinfbnnationfbrsurveilIanceand

earIy-waming,drought,flood,othernaturaIdisasters,pestanddiseaseaIertness；

(b）

SupportintemationalefYbltstodevelopandapplyclimatefbrecastinfbnnationtoimprovetbeefYectiveness

andefficiencyofemeIgencyprepa1℃dnessandr己sponseactivities,withspecialefYbrtstocreatesynergyand
avoidduplication；

(c）

(｡） Pmmotethedevelopmentofappropriatecommunity-basedandregionaIsurveillancesystemstogatherand

assessinfbmlationandtoimplementp妃ventionandplCpamednesspmgrammes．

“・objective5.3：Tbimpmveand,ifnecessaly,developefYicientandefYectiveemergencyresponsemechanisms

atintemational,にgionaI,nationalandIocaIlevels．

Ｔｏｔｈｉｓｅｎｄ，internationalorganizations，inclosecooperationwithgovernmentsandcivilsociety，ａｓ
appropriate,will：

(a） StrengthenthecoordinationandefTiciencyofintemationaIemelgencyassistancetoensureIapid,coordinated

andappropriate肥sponse,particuIarlybyimprovmgcommunicationsamongsttheintemationalcommunity．
●

Govemments,inpannershipwithallactorsofcivilsociety,will,ａｓappropriate：

(b） Seektoensu1℃adequatesupervisionofemelgencyopemtionsandinvolvecommunities,Iocalauthoritiesand

institutionsandgrass-rootsreliefinitiativesandstructuresinimplementingemergencyope烟tionstobetter

identifi/andrcachpopulationsandalcasatglCatestrisk・WomenshouldbefhIlyinvolvedintheassessment

ofneedsandinthemanagementandevaluationofIc1iefoperations；

PursueatlocalandnationaIIeveIs，ａｓappropriate,adequateandcost-efTectivestlategicemergencyfbod

securityreservepoliciesandprogmmmes；

(c）

(｡）PmmotetrianguIarfbodaidopemtions；
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(e）ProtecttheIivesofciviIpopulations,incIudinghumanitarianaidworkers,intimesofconfIict；

(OSeektoensurCthataccesstofbod,withpalticularattentiontowomen-headedhousehoIds,isprotectedduring
emergencysimations；

Considerthec『eationofnationalvolunteemscoms,buildingｕｐｏｎ“WhiteHeImets，，，asdefinedbyUNGA
Resolutions49/l39Band50/19,andaIreadylaunchedbytheUnitedNationsVolunteers(UNV),inorderto

suppoltemelgencyrelｉｅｆａｎｄ妃habilitationoperations,whendeemedpertinelDtandinaccordancewiththe

guidingprinciplesonhumanitarianassistanceembodiedinUNGAResolution46/182.

(9)

47．objective5.4：TostlmgthenIinkagesbetweenrdiefopemationsanddevelopmentprog『ammes,alongwith

deminingactivitieswherenecessaly,sothattheyaIBmutuallysupportiveandfaciIitatethe

tmnsitionfiDmrelieftodeveIopment．

Tothisend,intemationaIorganizations,govemmentsandcivilsocietywilI,ａｓappropriate：

(a）Keepunderreviewthestandardsfbrthenutritionaladequacyoffbodassistancetodisaster-afYected

populations；

(b）Ensul巴thatemergencyopemtionswillfbsterthetlnnsitionfmm”liefthrough1℃covely,todeveIopment；

PrepalcandpursueweIl-plannedpost-emelgency肥habilitationanddevelopmentprogrammestore-estabIish

thecapacityofhouseholds,incIudingthoseheadedbywomen,tomeettheirbasicneedsinthelongｔｅｎｎａｓ

ｗｅｌｌａｓｔｏ”buildnationaIproductioncapacityand1℃mmtosustainabIeeconomicdevelopmentandsocial

に）

progressassoonaspossible.Ｗhe『enecessaly,theseshouldincIudeoperationsto礎movelandmines．
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ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴＳＩＸ

WewiIIpromoteoptimaIaIIocationanduseofpubIicandprivateinvestmentsto

fosterhumanresources,sustainabIefood,agriculture,fisheriesandforestrysystems0

andruraIdevelopment`inhighandlowpotentiaIareas．

TheBaSiSfbrACtion

48．Manydevelopingcountriesneedtoreversetherecentneglectofinvestmentinagricultureand「uraI

developmentandmobiIizesufYicientinvestmentr℃soumestosupportsustainablefbodsecurityanddiversifiedrural

development・Asoundpolicyenvironment,inwhichsuchfbod-relatedinvesmlentcanfhlfilitspotentiaI,isessentiaL

MostoftheresourcesrequiredfbrinvestmentwiⅡbegeneratedfiromdomesticprivateandpublicsources・

GovemmentsshouldprovideaneconomicandIegalfirameworkwhichpromotesefYicientmalketsthatencoumge

privatesectormobilizationofsavings，investmentandcapitalfbImation・T11eyshouldalsodevoteanappropriate

proportionoftheirexpendimretoinvestmentswhichenhancesustainabIefbodsecurity．

49．Theinternationalcommunityhasakeyroletoplayinsupportmgtheadoptionofappropriatenationalpolicies

and,wherenecessalyandappmpriate,inprovidingtechnicaIandfinancialassislancetoassistdevelopingcountries

andcounmeswitheconomiesintransitioninfbsteringfbodsecurity・ForcignDirectlnvestment(FDI)andother

privatefinancialfIowshaveincrcasedconsidembly妃centlyandprovideanimpoltantsourceofextemahesources・

OfficialDevelopmentAssistance(ODA)hasexhibitedadecIinein雁centyears・Inthecontextoffbodsecurity，
ODAisofcriticalimportance,particuIarlyfbrcountriesandsectorsleftasidebyotherextemaIsourcesoffinance．

50．Allpaltnersindevelopment,includinginvestorsanddonors,shouldplacepriorityonsectorsofdeveloping

counmes，economiesreIatingtofbodsecurity,TothisendgovemmentsshouIdadoptpoliciesthatpromotefbreign
anddomesticdirectinvestmentandefYbctiveuseofdeveIopmentassista､Ｃｅ．

5LInviewoftheirspecialsimation,SmalIIslandDeveIopingStateshaveidentifiedkeysectorsofprioritywhich

requireinvestmentsoastoachievetheirsustainabledeveIopment．

OhjectivesandActions

52．Ohjective6.】：TocreatethepolicyfirameworkandconditionssothatoptimaIpubIicandprivateinvestments

areencouragedinequitabIeandsustainabIedeveIopmentofthefbodsystems，rural

developmentandhuman”sourcesonthescaleneededtocontributetofbodsecurity．

Tothisend,govemments,incooperationwithallactorsofcivilsociety,internationalandpnvatefinancing
institutions,andtechnicaIassistanceagencieswill,ａｓappropriate：

(a）PromotepoliciesandmeasurestoenhancetheflowandefYbctivenessofinvestmcntsfbrfbodsecurily；
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(b）GiveprioritytohumanresourcedevelopmentandstrengthenpubIicinstitutions,especiallyinLIFDCs，

includingthroughequippingandstafftraining，toenhancetheirsupportiveandfacilitatingroIeinpromoting
increasedinvestmentinfbodsecurity；

(c）EIBcouragethedevelopmentofpublic-privatepartnershipsandotherinstitutionsinpromotingsociallyand
environmentallyresponsibIeinvestmentandre-investmentfiPomdomesticandfbreignresources，ａｎｄinc1℃asethe
participationofIocaIcommunitiesininvestment；

(｡）Ｓｎ･engthencoopemation,attheregionalandintemationallevel,tosharethecostsofinvestmentsinareasof

commoninte肥st,suchasappropriatetechnologygenerationthroughcollaborativeresearchandtransfer,ａｓｗｅⅡasto

shareinvestmentexperlenceandbestpractices．

53．objective6.2：Toendeavourtomobilize,andoptimizetheuseoftechnicalandfinancialresou1℃es行ｏｍａＩ１

ｓｏｕ1℃es,includingdebtreliefinordertoraiseinvestmentinactivitiesrelatedtosustainable

agricuItu焔,fisheries,fb1℃stryandfbodproductionindeveIopingcountriestotheIeveIsneeded

tocontributetofbodsecurity．

Tothisend,govemments，incooperationwiththeinternationalcommunityandallactorsofcivilsociety，
aswellasinternationalandprivatefinancinginstitutionswiI1,asapplopriate：

UndertaketoraisesufficientandstablefimdingfiPomprivateandpubIic，domesticandfbrcignsourcesto

achieveandsustainfbodsecurity；

(a）

(b） Ｅncourageinvestmenttocreateinfi｢astnlcturesandmanagementsystemsthatfacilitatesustainableutilization

andmanagementofwaterresources；

SupportinvestmentsthatcontributetosustainablefbodsecurityandfUrtherconservationandsustainable

utilizationandmanagementofnammlresources,includingIand,water,watersheds,flsheriesandIbrests；

(c）

(｡） Strivetosecureappropriateintemationalfinancialassistancefbrsectorsrelatedtofbodsecurity,whereitis

needed；

に） StTengtheneffbrtstowardsthefUlfilmentoftheagにｅｄＯＤＡｔａｒｇｅｔｏｆＯ､7％ｏｆＧＮＰ・InstrMngtopromote

sustainabIefbodsecurity,developmentpartnersshouldendeavourtomobilize，andoptimizetheuseof

technicalandfinancialにsourcesattheleveIsneededtocontributetothisgoalandshouldensurethatthis

fIowofconcessionalfimdingisdirectedtoeconomicallyandenvironmentallysustainableactivities；

(0 FocusODAtowardscountriesthathaveareaIneedfbrit,especiallylow-incomecountries,andenhancetheir

capacitytoutilizeitefYbctiveIy；

(9) ExpIo1℃newwaysofmobilizingpublicandprivatefinanciaIresourcesfbrfbodsecurity,interalia,through

theappmpriatereductionofexcessivemilitaryexpendim妃s,includingglobalmilitaryexpendituresandthe

armstmde,andinvestmentfbrannsproductionandacquisition,takingimtoconsiderationnationalsecurity

requirements；

(h） Promotemechanismstomobilizedomesticsavings,mcludingmmlsavings；
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Promotemechanismstoprovideaccesstoadequatec1℃｡it，includingmicro-credit，fbrmenandwomen

equally,fbractivitiesinthefbodsector；

(i）

Promoteinvestmenttobenentsmall-scalefbodproducers,especiaIIywomen,andtheirorganizations,inlbod

securityprogrammes;strengthentheircapacitytodesignandimplementtheseprogrammes；

0）

Giveprioritytopeople-centredinvestmentsineducation,heaIthandnutritioninordertopmmotebroad-based

economicgrowthandsustainabIefbodsecurity；

(k）

IdentifyfinanciaI,physicalandtechnical正sourcesavailableintemationalIyandencoumgetheenhancement

oftbeirtmnsfer,wbereappropriate，intodevelopingcountriesandcountrieswitheconomiesintransition

whilealsodevelopinganenabIingenvironment,notablythroughstrengrheningnationalcapacities,including
human1℃sourCes；

(1)

(､） lntensifythesearchfbrpmcticaIandeffectivesolutionstodebtproblemsofdevelopingcountriesandsupport
therCcentinitiativesofintemationaIfinancialinstitutions(IntemationalMonetalyFundandWorIdBank),ｔｏ
にducethetotalextemaIdebtbuIdenofHeavilylndebtedPoorCountries；

(､） ExplorethepossibilitiesfbrcountriestodirCctthefilndsmeleasedbydebtswapstowaldstheachievementof
fbodsecurity．

、



ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴＳＥＶＥＮ

WewiIIimpIement,monitor,andfoⅡｏｗ－ｕｐｔｈｉｓＰｌａｎｏｆＡｃｔｉｏｎａｔａⅡIevelsin

cooperationwiththeinternationaIcommunity．

TheBasisfbrAction

54.ＷｏｒｌｄｆＯｏｄｓｅｃｕｎｔｙｉｓｏｆｃｏｎｃｅｍｔｏａｌlmembersoftheintemationalcommunitybecauseofitsincTeasing

inteldependencewithrespecttoissuessuchaspoliticalstabiIityandpeace,poveTtyeradication，ｐｒｅｖｅｍｉｏｎｏｆ

ａｎｄ妃actiontocrisesanddisasters,environmentaldegradation,trade,globalthucatstothesustainabiIityoffOod

security,gmwingworldpopuIation,tTans-bolderpopulationmovements,andtechnology，resear℃h，investment，

andfinancialcoopemtion．

55.National,regionalandintemationaImechanismsfOrpoIiticaLfinancialandtechnicaIcoopemtionshouIdbe

fOcusedontheearliestpossibleachievementofsustainableworIdfbodsecurity．

56.GovemmentshavethepnmaryresponsibilityfbrcreatinganecomomicandpoIiticalenvironmentlhatassuresihe

fOodsecurityofthei「Citizens，involvingfOrthispurposeaIlelementsofcivilsociety・Theintemational

community，ａｎｄｔｈｅＵＮｓｙｓｔｅｍ，incIudingFAO，ａｓｗｅｌｌａｓｏｔｈｅｒａｇｅｎｃｉｅｓａｎｄｂｏdiesaccordingtotheir

mandates,haveimportantcont｢ibutionstooffertothegoaloffOodsecurityfbralL

57.T11emulti-dimensionalnatureoｆｔｈｅｆＯｌｌｏｗ－ｕｐｔｏｔｈｅＷｏｒｌｄＦｏｏｄＳummitincludesactionsatthenational，

intergovemmentalandinter-agencylevels・InadditiontotheindispensablemobilizationofnationaIeffbrts,the

effectiveimplememationoftheＷｏｒｌｄＦｏｏｄＳｕｍｍｉｔＰｌａｎｏｆＡｃｔｉｏｎ『℃quilcsstrongintemationalcooperation

andamonitoringprocessatthenational,regionaIandgloballeveIs,usingexistingmechanismsandfOmfbrits

operation・ToallowfOrbettercooperation，theinfbrmationにgardingthedifferentactorsinthcfieldoffOod

secuntyandagriculture,fisheries,fbrest『yandruraldeveIopmentandtheiractivitiesand1℃souにesneedstobe

improved,wheにappropriate・Settingrealistictargetsandmonito｢ingpTogresstowardsthemcallfOrreliableand

rclevantinfbHnationandanalysiswhicharcstillohenunavailableatthenationalandintemationallevels・Ｆｏｒthe

fbllow-uptotheWorldFoodSummit,coordinationandcooperationwithintheUNsystem,includingthcBIctton

Woodsinstimtions,isvitaIandshouldtakeintoaccountthemandateofFAOandotherrelevantorganizations、

BearinginmindUNGAResolution50/109,theoutcomeoftheWorldFoodSummitsbouldbeincludedinthe

fbllow-uptomaiorintemationaIUNconferencesandsummits,includingtheimplementationoftbeirrespective

programmesofactioninconfbrmitywithUNGAResolution50/Z27andECOSOCResoIutionl996/36,inorder

topmmotesustainablefOodsecurityfOraIlasafUndamentalｅｌｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅＵＮｓｙｓｔｅｍ,seffbrttoeradicate

poverty・Inthiscontext,theimplementationoftheWoTldFoodSummitPIanofActionrequilcsactionsatthe

inteIgovemmentallevel，inpaTticularthlDughtheCFSandattheinte限agencylevelthroughtheAdministrative
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CommitteeonCoordination(ACC).InthefieId,therep雁sentativesofallUNagenciesshouIdwoTkwithinthe

UNresidentcooIdinators，systemtosupportcountIy-IevelimplementationoftheWorIdFoｏｄＳｕｍｍｉｔＰｌａｎｏｆ

Ａｃｔｉｏｎ．

ObjectivesandActions

58．objective7.1：Toadoptactionswithineachcountry，snationalfTameworktoenhancefbodsecurityand
enabletheimpIementationofthecommitmentsoftheWorldFoodSummitP1anofAction．

Tothisend,governmentswill,whereappropriate：

Reviewandrevise,ａｓappropriate,theirnationalplans,programmesandstrategieswithaviewtoachieving

fbodsecurityconsistentwiththeWorldFoodSummitcommitments；

(a）

EstabIishorimprovenationalmechanismstosetpriorities,develop,implementandmonitorthecomponents

ofactionfbrfbodsecuritywithindesignatedtimefiPames,basedbothonnationalandIocaIneeds,andpmvide

thenecessarylcsou1℃esfbrtheirfUnctioning；

(b）

IncolIaborationwithcivilsociety,fbnnulateandlaunchnationalFoodｆｂｒＡⅡＣａｍpaiglstomobilizeall

stakeholdersatallIevelsofsocietyandtheir1℃sourcesineachcountry,insupportoftheimplementationo「

theWorldFoodSummitP1anofAction；

(c）

ActiveIyencourageagreaterrolefbr,andallianceswith，civilsocietyorganizationsinaddressingfbod
security；

(｡）

Smvetomobilizepublicandprivateresou1℃estosupportcommunityfbodsecurityinitiatives；(e）

(０ EstablishmechanismstocollectinfbrmationonthenutritionaIstatusofallmembersofcommunities，

especiallythepoor,women,childrenandmembersofvulnerabIeanddisadvantagedgroups,tomonitorand
improvetheirhousehoIdfbodsecurity；

CompIementexistingnationalplansofactiononnutrition,developedasafbllow-uptothelCN,withaction

onreIevantaspectsoffbodsecurityor,wherenecessary，deveIopsuchpIansinaccordancewiththe

recommendationsofthisSｕｍｍｉｔａｎｄｔｈｅｌＣＮ,inpalTnershipwithalIactorsofciviIsociety；

(9)

PIanandmonitorinacoordinatedmannertheimplementationofreIevantrecommendationsofaI1UN

conferencesaimedateradicatingpovertyandimprovingfbodsecurityandnutrition．

(h）

59．objective7.2：Toimprovesub-regional,regional,andintemationalcooperationandtomobiIize,andoptimize

theuseofavailableresourcestosuppoltnationaleffbrtsfbrtheearIiestpossibIeachievement

ofsustainableworIdfbodSecurity．

Ｔｏｔｈｉｓｅｎｄ，governments，incooperationamongthemselvesandwithinternationalinstitutions，using

infoITnationonfoodinsecurityandvulnerability,incIudingmapping,will,ａｓappropriate：
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Reinfbrcepovertyeradicationstmtegiesandorientthedevelopmentassistancepoliciesoftheintemational

agenciesofthelJNsystem，withbroadparticipationofthedeveIopingcountries，sothatresourcesare

directedtowardssustainabledeveIopmenMncludingagricuItu妃fbrfbodsecurity,ａndeHbctiveIycontTibute

totheimprovedsimationoffbodinsecurehouseholds；

(a）

EncouragerelevantagencieswithintheUNsystemtoinitiate，interaIiawithinthefiPameworkofｔｈｅＡＣＣ，

consultationsonthefimPtherelaborationanddefinitionofafbodinsecurityandvuInerabiIityinfbmlationand

mappingsystemtobedeveIopedinacoordinatedmanner;membercountriesandtheirinstitutionsandother

organizations,ａｓappropriate,shouldbeincludedinthedevelopment,opemtionanduseofthesystem；FAO

shouldplayacatalyticroleinthiseffbrt,withinthefTameworkoftheadhocinter-agencytaskfbrcesonthe

fbllow-upoftheUNconferences・TheresuItsofthatworkshouldbereportedtotheUNEconomicandSocial

Council(ECOSOC)throughtheACC；

(b）

Improvethecollection，throughdefinitionofcommonstandards，andtheanalysis，disseminationand

utilizationofinfbrmationanddata,disaggregatedinteraIiabygender,neededtoguideandmonitorprogress

towardstheachievementoffbodsecurity;inthiscontext,thecontTibutionofNGOsisrecognized；

(Ｃ）

Continue,withinthefiPameworkofUNOAresoIutions50/120,50/Z27andthecoordinatedfbllow-upbythe

UNsystemtothemajorUNconferencesandsummitssincel990,thelwiewoffimctionsandcapacitiesof

theUNsystem,incIudingthespecializedagencies,progmmmesandfUnds,intheirrelationtofbodsecurity；

thisreviewshouldaimatreducingduplicationsandHllinggapsincovemage，definingthetasksofeach

organizationwithinitsmandate，makingconcreteproposalsfbrtheirstrengtheningandfbrimproving

coordinationwithgovemments,andfbravoidingduplicationofworｋｂｅｔｗｅｅｎｒｅlevantorganizations,and

implementtheseproposalsasamatterofurgency；

(｡）

Startinginl997，reviewtheadequacyandeffectivenessoftheallocationanduseoffinancialandhuman

rcsourcesfbracti０，１℃quiredtoensurefbodfbraⅡasafbI1ow-uptotheWorldFoodSummit,andreallocate

availabIeresourcesaccordingly,withspecialreferencetotheneedsofcountriesfacingdeterioratingfbod

security,nutrition,healthandresourcedegradation；

(e）

Reviewandstreamlineexistingmechanisms，increasecooperationandthesharingofknowledgeand

experienceamongdevelopingcountriesandwithdevelopedcountries,andimprovecoordinationamongstand
betweenallpartne応involvedinordertomaximizesynergyfbrtheattainmentoffbodsecurity；

(０

Focustechnicalassistancemoreeffectivelyonbuilding-upandmobilizingnationalcapacity,expeItiseamd

localinstitutions；

(9)

InvitetheACCthroughitsChailman,theSecretaryGeneraloftheUN,toensureappropriateinter-agency
coordinationmaccordancewithUNGAResolution50/227and,whenconsideringtheChairofanyACC

mechanismsfbrinter-agemcyfbllow-uptotheWorldFoodSummit,torecOgnize,iｎｔｂｅｓｐｉｒｉｔｏｆＥＣＯSOC

Resolutionl996/36,themajorroleofFAOinthefleldoffbodsecurity,withinitsmandate．

(h）

WithcIeartasksgiventoeachwithiｎｉｔｓｍａｎｄａｔｅａｎｄｕｎｄｅｒｓｙｓｔｅｍ－ｗｉｄｅcoordinationwithinthe
frameworkofthecoordinatedfoⅡow-uptoUNconferences,inaccordancewithUNGAResolution５０/１２０，

FAOandtheotherreIevantorganizationsoftheUNsystem,asweIIastheinternationalfinanceandtrade

institutionsandotherinternationalandregionaltechnicalassistanceorganizations,areinvitedto：
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Onrequest,assistcountriesinreviewingandfbmlulatingnationalpIansofactionincludingtargets,goalsand
timetablesfbrachievingfbodsecurity；

(i）

FaciIitateacoherentandcoordinatedUNsystemfblIow-uptotheWorIdＦｏｏｄＳｕｍｍｉｔａｔｔｈｅｆｉｅｌｄＩｅｖｅＩ，

throughtheresidentcoordinators，infilllconsuItationwithgovernments，andincoordinationwith
intemationaIfinancialinstimtions；

0）

ProvidetechnicalassistancetomembercountriestofhciIitateimplementationoflbodsecuritypmgrammesin

ordertomeettargetsestabIisbedbygovemments；

(k）

(１）AssistinannangingparmelBhipsfbreconomicandtechnicalcooperationamongcountTiesonfbodsecurity；

RaisetheglobaIprofileoffbodsecurityissuesthroughUNsystem-wideadvocacyandsustaintheWorld

FooｄＳｕｍｍｉｔｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔｓｔｏｗｏｒｌｄｆｂｏｄsecurity・IncooperationamongthemseIves,govemmentsand

intemationalfinanciaIinstimtionswill：

(､）

MakeeveryefTbrttoensu定ｔｈａｔｇｏａｌｓａｎｄｐｍｇｒａｍｍｅｓａｉｍｅｄａｔｆｂodsecurityandpoveltyeradicationare

safeguardedindifTiculttimesofeconomictTansition,budgetausterityandstructuraladjustment；

(､）

EncouragethemuItiIateraldeveIopmentbankstoenhancetheirsupportofdeveIopingcounm/efYbrtsto

incmeasefbodsecurity,especiaIIyinAfTica．

(o）

60．Ohjective73：TomonitoractivelytheimpIementationoftheWorldFoodSummitP1anofAction．

Tothisend，governments，inpartnershipwithalIactorsofciviIsociety，incoordinationwithrelevant

internationalinstitutionsand，inconformitywithECOSOCResolutiｏｎｌ９９６/３６０nthefollow-uptothe

majorintemationalUNconfe尼ncesandsummitsasappropriate,will：

Establish，throughtheCFS，ａtimetable，proceduresandstandardizedreportingfbnnats，whichdonot

duplicatesimilaTreｐｏｒｔｓｔｏｔｈｅＵＮ，FAOandotheTagencies，onthenational，sub-ICgionaIandregionaI

implementationoftheWorldFoodSummitPlanofAction；

(a）

SetoutintheCFSapmcessfbrdeveIopingtargetsandverifiableindicatorsofnationalandglobalfbod

securitywheretheydonotexist；

(b）

RepolttotheCFSonnational,sub-regionaIandにgionaIimplementationoftheWorldFoodSummitPIanof

Action,dmwingonafbodinsecurityandvulnerabilityinfbrmationandmappingsystem,ｏｎｃｅestablished,as

ananalyticalaid；

(c）

InvitetheSecretaly-GeneralofthｅＵＮｔｏｒｅｑｕｅｓｔｔｈｅＡＣＣｔｏｒｅｐｏｒｔｔｏＥＣOSOCinaccordancewith

establishedproceduresprog肥ssonthefblIow-upbyUNagenciestotheWorldFoodSummit；

(｡）

MonitorthroughtheCFSthenationaLsub-regional,regionaIandintemationalimplementationoftheWorId

FoodSummitPlanofAction,ｕｓｍｇ1℃portsfromnationalgovemments,repoltsonUNagencyfblIow-upand

intePagencycoordination,andinfbrmationlmmotherにIevantintemationalinstitutions；

(e）
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(f）Provide1℃gularreportsonimplementationoftheWorldFoodSummitPIanofActionthroughtheCFSviathe
FAOCounciltoECOSOC；

(9) EncouragetheeHbctiveparticipationofrelevantactorsofcivilsocietyintheCFSmonitoringprocess，

rccognizingtheircriticalroIeinenhancingfbodsecurity；

(h） By2006,undeltake,intheCFSandwithinavailableresources,amajorbroad-basedproglnessassessmentof

theimplementationoftheWorIdFoodSummitPlanofActionandamid-tenmwiewofachievingthetalget

ofにducingthenumberofundemourishedpeopletohalftheirprCsentIevelnolaterthan2015.Thisprog配ss

assessmentandreviewshouldbeinthecontextofaspecialfbmmofaregularsessionoftheCFSandinvolve

activeparticipationfi･omgovemments,relevantintemationaIorganizationsandactorsofcivilsociety．

61．objective7.4：ToclarifythecontentoftherighttoadequatefbodandthefimdamentalrightofeveIyonetobe

fTeefiromhunger,asstatedinthelntemationalCovenantonEconomic，SocialandCuItumaI

RightsandotherrelevantintemationalandregionaIinstmments,andtogiveparticularattentiｏｎ

toimpIementationandfUllandprog1℃ssiverealizationofthisrightasameansofachieving

fbodsecurityfbraI1．

Tothisend,governments,ｉｎｐａ｢tnershipwithaⅡactorsofcivilsociety,will,ａｓappropriate：

MakeeveryeffbrttoimplementtheprovisionsofAIticlel］ofthelntemationaICovenanto、Economic，

SocialandCulturalRights(theCovenant)ａｎｄrelevantprovisionsofotherintemationalandregional

instruments；

(a）

(b）UIgeStatesthatarcnotyetPartiestotheCovenanttoadheretotheCovenantattheear1iestpossibletime；

InvitetheCommitteeonEconomic，SocialandCuItulalRightstogiveparticularattentiontothisPlanof

Actioninthehameworkofitsactivitiesandtocontinuetomonito「theimplementationofthespecific

measurespmvidedfbrinArticlelloftheCovenant；

(c）

InvitereIevanttreatybodiesandappropriatespecializedagenciesoftheUNtoconsiderhowtheymight

contribute,withinthefinmeworkofthecoordinatedfblIow-upbytheUNsystemtothemajorintemational

UNconfercncesandsummits,includingtheWorldConferenceonHumanRights,Viennal993,Ｗithinthe

scopeoftheirmandates,tothefilrtherimplementationofthisright；

(｡）

InvitetheUNHighCommissionerfbrHumanRights，inconsultationwithreIevanttreatybodies，andm

collaborationwithrelevantspecializedagenciesandprogrammesoftheUNsystemandappropriate

intergovemmentaImechanisms,tobetterdefinetherightsreIatedtofbodinAIticleIloftheCovenantandto

proposewaystoimplementandrealizetheserightsasameansofachievingthecommitmentsandobjectives

oftheWorldFoodSummit,takingintoaccountthepossibilityoffbrmulatingvoluntalyguidelinesfbrfbod

securityfbraIL

(e）

62．Ohiective7､5：ToshareresponsibilitiesinachievingfbodsecurityfbrallsothatimplementationoftheWorId

FoodSummitPlanorActiontakesplaceattheIowestpossibleIevelatwhichitspurposecould

bebestachieved．
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lnimplementingthisPIanofAction,itisrecognizedthat：

IndividualsandhousehoIdshaveakeyroleindecisionsandactionsaffbctingtheirfbodsecurity､T1ueymust

beenabledandencouragedtoparticipateactiveIy,bothindividuallyandaIsocoIlectiveIy,thToughproducers，

consume庵andotherorganizationsofcivilsociety；

(a）

(b）GovemmentshavetheresponsibiIitytoensureanenabIingenvironmentconducivetotheachievementof

fbodsecurity；

(c）RegionalcoopemtiontakesadvantageofgeogmphiccompIe-mentaritieswithin1℃gionsandofeconomiesof

scale；

lnviewofgrowinginteldependencebetweennationsandregions，intemationalcoopemionandsolidarity

betweena1℃asexperiencingdifYerentlevelsofdeveIopmentareindispensabletoachievingfbodsecurityfbr

alL

(｡）

Notes

1．Ｗｈｅｎ‘`Govemment”ｉｓused,itmeansasweIltheEuropeanCommunitywithinitsareasofcompetence．

2．Inthisdocument，“agricuImre'，ａｎｄ‘`agricuItuml”includelivestock．

3．ReferencesinthisPIanofActiontoＵＮＣＬＯＳ,ＵＮＡgreementonStmaddlingFishStocksandHighlyMigmtoIy

FishStocks,andotherIntemationalAgreements,ｄｏｎｏｔｐ『pjudicethepositionofanyStatewithrespectto

signatu1℃,ratificationoraccessiontothatConventionortosuchotheragreements．

４．１bid．
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補足

翻訳を行う上で、英文と日本文の表記法の違いなどに伴い、若干の変更、加筆を行った。

そのいくつかを述べると、

１）宣言名、サミット名、行動計画名、条約名などは「」に入れる。

２）原文の（）は〔〕に入れ、翻訳時の補足は（）で対応する。

それ以外の表記に関してはできるだけ原文にしたがい、和文も形式を整えた。また、機関名など最初に

略号が表記されたものでも、国連食糧農業機関(FAO)のように周知の機関を除いて適宜、日本語での機関

名称と略号を併記した。

また、翻訳を行っていく上でまだ訳語が日本語として確定していないものに関しては財団法人アジア

人口・開発協会の責任において訳語を選択した。

その主なものとしては、Foodlnsecurity,ReproductiveHealth,Gender,VuInerable,Commitmentがある。

FoodlnsecurityはFoodSecurity(食料安全保障)の否定語であり、食料安全保障が確保されていない状態を

指す。この用語の一部であるsecuTeには「確保する」という意味がある。そこで、「食料が安定的に確保

されていない状態」と解釈し、「食料の不安定供給」と翻訳を統一することにした。

ReproductiveHealthもまた翻訳がいくつかある。1995年６月８日の参議院厚生委員会で採択された｢優生保

護法の一部を改正する法律案に対する付帯決議｣においては「性と生殖に関する健康」との訳語が付され

ている。しかしながら、この言葉は世界保健機関(WHO)で提案された定義に基づいており、国際人口開

発会議（ICPD,1994）の「国際人口会議行動計画」における定義もそれを踏襲している。この内容から考

え、また、通常RepmductiveHealthの用語を使用する場合、ReproductiveHealth,includingsexualhealth……

(性行動に関する健康を含むリプロダクテイブ・ヘルス）と表記されることを考えると「性と生殖に関す

る健康」の表記はあまり適切であるとはいえない。この語の持つ包括的な意味を考え、当財団では黒田

俊夫博士の提言にしたがって「再生産に関わる健康」と翻訳する。

Genderも欧米語における品詞の持つ「性」をあらわす語であり、「男女の社会的性(差)」とも訳されて

いる。本文書でも一部、この語の持つ意味を解説する意味でこの訳語を使用したが、日本語の中に社会

的性と身体的性を分ける適切な言葉がないので、この本文中でGenderの持つ「性による社会的な(格差)」

の意味が強調されていないところでは「男女の」と訳すことにした。

国際公文書で良く使われる用語としてAccessがある。この言葉は「空間的にある場所に行くことができ

る」という意味を持っている。国際公文書でこのAccessが多く使われる理由は、制度的に「行くことがで

きる能力」を確保すれば、その後、「利用するか、しないか」の選択は個人の判断にまかされるという考

えがあると思う。しかしながら、日本語にはこの言葉にあたる言葉がない。従って、「Accessの改善」を

｢利用可能性を増す｣、もしくは「利用可能性を改善する」と訳した。

加えて、VulBe｢ableという言葉も注釈が必要な言葉である。このVulnerabIeから派生したVuIncrabiIityと

いう言葉を動物行動学の分野で「攻撃誘発性」と訳す場合がある｡それは、「弱さゆえに攻撃を引き起こ

してしまい、攻撃を受ける（性質)」という意味合いを持っており、単に「弱い」「弱者」という意味合

いではない。従って、この文書の中でも「脆弱性」という訳語と、「被害の受けやすさ｣、「被害を受けや

すい…」という訳語を文脈によって選択した。

また、この文書ではCommitmentが１から７まであり、各章を構成している。Commitmentという言葉は
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科学哲学の分野でも使われ、非常に深い含意がある。この言葉を平易に訳すならば「まさに自分の(存在

の)問題として関わる」もしくは「取り組む」という意味になる。その意味では、まさに全人的な意味を

持つ言葉であり、各国元首、首脳が公にCommitmentすることに同意するということは、まさしく「公約」

であり、本書の中でもこのCommitmentの訳語としては「公約」を使用した。
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