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国際組織の活動

酪農乳 業の国 際 連 携に向けて

IFCN
2050年のカーボンニュートラルな酪農の可能性を探る
（後編）（2021年IFCN年次総会より）
国際酪農比較ネットワーク（IFCN）は昨年6月、「カーボンニュートラルな酪農は2050年に達成可能か？」をテー
マに、第22回年次総会をオンラインで開催した。このイベントには、81か国から1000人を超える酪農乳業の専門
家が参加した。2日間の会議では世界の酪農において温室効果ガス排出量を削減するには何が必要かを探るため、国
際的な酪農関連団体からキーパーソン4名が招待され、各団体のプレゼンテーションとパネルディスカッションが行
われた。今号では前号で伝えたプレゼンテーションの要約に続き、パネルディスカッションの様子を紹介する。
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システムサミット、11月開催の国
連気候変動枠組み条約締約国会議

けた移行に際して彼らが必要とする

パネリストらは、カーボンニュー
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セクターとしての私たちは脅威にさ

合わせるとともに、財源へのより良

はならないという結論に達した。

らされています。国連食料システム
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フードシステムの未来を植物ベース
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のものに移行させるべきだと語る

変動サミットと9月開催の国連食料
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人々が数多くいることでしょう。で
すから畜産セクターあるいは酪農乳

IFCNがまとめたカーボンニュートラルな酪農の達成への課題

業セクターとして、私たちが目の前

●

の課題に対処するため積極的に取り

共通の方法論と枠組みを持つことが重要。

●

組んでいることを示さなければなり

酪農のシステムが鍵であることを理解する。

●

酪農家に負担が生じた場合の経済的支援などによる生産条件へ

ません。

の影響。
●

カーボンニュートラルには、農場から消費者までの全ての酪農関
係者が団結することが必要。

IFCN (International Farm Comparison Network）
国際酪農比較ネットワーク。
酪農乳業の研究者と事業者らで作った組織で、本部をドイツ·キールに置く。会員は100組織を数え、活動に参加している研究者は世界100か国以上から
参集。2000年には酪農経営に関するデータ収集を始め、その比較分析を主要な事業と位置付けている。
IFCNに関して詳細をお知りになりたい方は、nele.kelch@ifcndairy.orgにご連絡ください。またパネルディスカッションやプレゼンテーションを含むこ
の年次総会のより詳しい情報は、https://dairyreport.online/dairy-conference-2021/ を参照ください。
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