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イレーナ・ホフマン博士は、2002年から2015年まで、FAOの動物遺伝資源課⾧および
動物生産サービス課⾧を務め、動物遺伝資源に関する政府間技術作業部会の事務局を
務めました。農業科学者であり、ホーエンハイム大学で博士号、ゲッティンゲン大学
で修士号を取得しています。1994年から2002年までギーセン大学家畜生態学研究所の
助教授を務め、国際的かつ学際的な研究プログラムをまとめました。それ以前は、開
発分野（アフリカのGIZ）で、科学編集者として、また開発NGOsのために働いていま
した。彼女は、国際的な政策・技術的な会議を開催してきたとともに、科学的・政策
的なテーマで幅広く発表しているほか、様々な諮問委員会や審査委員会で活躍してい
ます。

Between 2002 and 2015, Ms. Irene Hoffmann was Chief of the Animal Genetic 
Resources Branch and Chief of the Animal Production Service in FAO, and 
acted as Secretary of the Intergovernmental Technical Working Group on 
Animal Genetic Resources. Irene is an agricultural scientist with a Ph.D. from 
Hohenheim University and an MSc from Göttingen University. Between 1994 
and 2002 she was assistant professor at the Institute of Livestock Ecology, 
Giessen University, where she coordinated international and interdisciplinary 
research programmes. Earlier in her career she worked in development (GIZ, 
Africa), as scientific editor, and for development NGOs. She has organized 
international policy and technical conferences and published extensively on 
scientific and policy topics, and she has served in various advisory committees 
and review panels.
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概要 

膨れ上がる世界の人口、持続不可能な管理方法による天然資源の劣化、生物多様性の喪

失、そして気候変動は、根本的な懸念を呼び起こします。即ち、今日の食糧及び農業シ

ステムは、現在および将来の世代のニーズを満たすことができるのかということです。

どのようにしたら、差し迫った地球規模の問題に取り組みながら、社会はより持続可能

な食料システムに移行できるのでしょうか？世界の食料システムの要である食料と農業

のための生物多様性は脅威にさらされ、侵食されつつあります。しかし、何千もの種と

その遺伝的多様性は、食料安全保障と気候変動を含む新しい状況に適応するために必要

不可欠なものです。私たちの農業食糧システムの未来は、いくつかの持続可能な開発目

標（SDGs）の達成の中心となるでしょう。たとえば、飢餓の撲滅、責任ある生産と消

費、そして陸域・水域の生態系と生物多様性の保全と持続可能な利用を含む「環境に対

する責務（environmental stewardship）」の促進などが挙げられます。今回の発表では、

現在の地球規模の課題と持続可能な農業へのアプローチに光を当てますが、どこにでも

通用する万能の解決策は存在しないのだということを強調しています。日本における実

例を示すとともに、国際的な協力と、共同して政策を作り対応することの必要性を強調

しています。イレーナ・ホフマン博士は、国連食糧農業機関（FAO）の「食糧と農業の

ための遺伝資源委員会(CGRFA)」の事務局長を務めています。この委員会は、食糧と農

業のための生物多様性について専門的に取り組んでいる唯一の政府間組織です。また、

食糧と農業のための生物多様性の保全と持続可能な利用を支援するための共同行動と地

球規模の政策について各国が合意するためのフォーラムを提供しています。  

 

持続可能な農業 ～生物多様性と気候危機とのつながり～ 
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Abstract 

An expanding world population, natural resource degradation from unsustainable 

management practices, biodiversity loss and climate change give rise to fundamental 

concerns: Are today’s food and agricultural systems capable of meeting the needs of 

present and future generations? How can societies transition to more sustainable food 

systems while addressing pressing global issues? The backbone of the world food systems 

-biodiversity for food and agriculture- is under threat and eroding. Yet the thousands of 

species and their genetic variability are indispensable to food security and to adapt to 

new conditions, including climate change. The future of our agri-food systems will be 

central to the achievement of several Sustainable Development Goals (SDGs), such as, 

the elimination of hunger, responsible production and consumption, and the promotion 

of environmental stewardship, including the conservation and sustainable use of our 

terrestrial and aquatic ecosystems and biodiversity. The presentation sheds light on 

current global challenges, and on approaches to sustainable agriculture, highlighting 

that there is no one-size fits all solution. It provides illustrative examples of Japan and 

emphasizes the need for international collaboration and joint policy responses. Dr. Irene 

Hoffmann serves as the Secretary of the Commission on Genetic Resources for Food and 

Agriculture (Commission) of the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. The Commission is the only intergovernmental body that specifically addresses 

biodiversity for food and agriculture. It offers countries a forum to agree on joint actions 

and global policies to support the conservation and sustainable use of biodiversity for 

food and agriculture. 

 

Sustainable Agriculture 

– linkages with biodiversity and climate change 
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