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更新 ２０１９年６月２６日 

 ＩＤＦワールドデーリーサミット 
イスタンブール２０１９ 

いのちのミルク（仮訳）Milk for Life 
開 催 概 要 

日時：２０１９年９月２３日 (月)～９月２６日（木） 
場所： イスタンブール（トルコ） 

 
1. 主催者挨拶・・・２ 
2. 会場：ヒルトン・イスタンブール・ボモンティホテル＆会議センター・・・２ 
3. プログラム一覧・・・３ 
4. 特別講演会のプログラム・・・４ 
5. サミットテーマ「いのちのミルク（仮訳）」Milk for Life・・・８ 
6. 登録料金・・・８ 
7. サミット関連プログラム・・・９ 
8. 重要な日程・・・９ 
9. 公式行事日程・・・１０ 
10. 酪農場訪問ツアー・・・１０ 
11. テクニカルツアー・・・１０ 
12. ソーシャルツアー・・・１１ 
13. デーリー・ファーマーズ・ラウンドテーブル・・・１１ 
14. ポスター募集・・・１１ 
15. 宿泊ホテル・・・１３ 
16. 交通手段・・・１４ 
17. トルコの酪農乳業セクター・・・１４ 
18. トルコについて・・・１６ 

 
注：最新情報はイスタンブールサミットのウェブサイト http://idfwds2019.com/を参照ください。プログラム
は日々更新されています。専門用語は各分野の専門家にご確認ください。仮訳の正確性、完全性、有用性
等についてはいかなる保証もいたしません。内容に疑義が生じた場合は原文をご確認ください。 
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１．主催者挨拶 

ご挨拶 

国際酪農連盟（IDF）は、世界の酪農乳業セクターを代表し、最高の科学的専門知識を活用して

高品質の乳および栄養価が高く安全で持続可能な乳製品を支援しています。IDF のビジョンは、安

全で持続可能な酪農乳業によって、世界に栄養を届けることです。世界の人口増加にともない、栄

養安全保障が必要となっており、私たちはこれを安全かつ持続可能なものにしてゆかなければなり

ません。IDF は、酪農乳業セクターが安全で持続可能な乳製品を世界に提供する方法について、世

界的な合意に達するための仕組みを提供しています。IDF は世界の酪農乳業セクターの最高機関と

して、この目標を達成するために適切な政策、標準、慣行、および規制を確実に実施してゆく上で

重要な役割を果たします。IDF では、国際標準化機構（ISO）と密接に協力し、乳および乳製品の

標準的な分析方法とサンプリング方法を開発するための IDF/ISO 共同活動計画を設置しています。

また、IDF は他の世界的な政府間組織とも協力し、国連食糧農業機関（FAO）、世界動物衛生機関

（国際獣疫事務局；OIE）、および FAO/WHO 合同食品規格計画－コーデックス食品規格委員会との

間に公式の関係があります 。 

IDF の科学的知識と技術的専門知識は広く認識され、尊重されており、それによって私たちは幅

広く権威を持ってセクターを代表することができています。IDF のネットワークを評価しているこ

とを、人々から聞くことは、私にとっても素晴らしいことです。私たちのネットワークは、何もの

にも劣らないものであり、世界中のさまざまな分野の専門家を毎日効果的に結び付けています。ワ

ールドデーリーサミットの期間中、このネットワークの恩恵が世界に向けて披露されます。 

2019 年のワールドデーリーサミット（WDS）がトルコのイスタンブールで開催されることを、

お喜び申し上げます。トルコの国内組織委員会と IDF 国内委員会は、このイベントを有益で楽しく、

思い出に残るイベントにするために、懸命に取り組んでいます。トル

コ WDS に参加して IDF ネットワークの一員となり、世界中の IDF メ

ンバーや専門家と会って、さまざまなトピックスに関する情報と専門

知識を共有していただければ幸いです。 

今年のワールド・スクール・ミルク・デー（世界学乳の日）が、サ

ミットの期間に開催されることも嬉しく思います。みなさんと一緒に

それを祝うことを楽しみにしています。それでは、トルコのイスタン

ブールにお越し下さい。お会いできるのを楽しみにしています。 

 

ジュディス・ブライアンス（博士） 
IDF 会長 

 

２．会場 
 ヒルトン・イスタンブール・ボモンティホテル＆会議センター（Hilton Istanbul Bomonti Hotel & 
Conference Center）は、受賞歴のある市内最大のホテル・会議センターです。このホテルには、30
以上の会議室、市内最大の天井の高さ 9 mで柱のないグランド・ボールルーム、独立した屋外テラ

スとホワイエのあるクリスタル・ボールルームを含む、12,000 平方メートルの自然光が入る多目的

イベントスペースがあります。グランド・ボールルームには最大 3,000 名まで収容可能で、合計

6,350 名まで同時に収容可能です。 
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３．イスタンブールサミット２０１９プログラム一覧表 

9 月 23（月） 9 月 24 日（火） 9 月 25 日（水） 9 月 26（木） 

9:00 - 10:30 
開会式 

・歓迎挨拶 
・ＩＤＦ挨拶 

・基調講演「いのち

のミルク」 

9:00 - 12:30 
セッション３ 

「世界に栄養を供給するた

めの栄養的な基盤としての

酪農乳業」 
 

質疑応答・パネル討論を含む

（途中休憩 10:30 - 11:00） 

9:00 - 10:30 
セッション６ 

「SDGs への酪農乳業の貢献を

どのように最大化するか」 

9:00 - 11:00 
セッション９ 

「小型反芻家畜の

可能性を開く」 
・技術／栄養 
・農場管理 
・社会経済 

11:00 - 12:30 
セッション１ 

デーリーリーダーズ

フォーラム 
「酪農乳業の将来」 

Ａ 
11:00 - 12:30 
パネル討論 

Ｂ 
11:00 - 12:30 

「持続可能な酪

農：健康、抗生

剤の使用、およ

び公衆の理解」 

テクニカルツ

アー 
 
 
ソーシャルツア

ー 

12:30 - 14:00 
昼食 

12:30 - 14:00 
昼食 

ＩＭＰ賞プレゼン 

12:30-14:00 
昼食 

14:00 - 15:30 
セッション２ 

「酪農見通し 2019～
2020」 

・世界の酪農情況報

告書 2019、OECD 農

業見通し 2019～2028 
・グローバル消費者

＆マーケティングト

レンド 

14:00 - 17:00 
セッション

４ 
「私たちは

砂糖への挑

戦にどう対

処するの

か」 
 

質疑応答・パ

ネル討論を含

む（途中休憩

15:30 - 16:00） 

14:00 - 17:00 
セッション

５ 
「食品ロス

と食品廃棄

への酪農乳

業の戦略は

何か」 
 

質疑応答・パ

ネル討論を含

む（途中休憩

15:30 - 16:00） 

14:00 - 17:00 
セッション７ 
「持続可能

性と気候変

動：挑戦と

機会は何

か？」 
 

質疑応答・パ

ネル討論を含

む（途中休憩

15:30 - 16:00） 

14:00 - 17:00 
セッション８ 
「乳乳製品タ

ンパク質の利

点」 
 

質疑応答・パネ

ル討論を含む

（途中休憩

15:30 - 16:00） 

16:00 - 16:30 
食料政策および規制

の概況 

16:30 - 17:00 
ＩＤＦフォーラム 

17:00 - 17:30 
質疑応答 

17:00-17:25 
質疑応答 

17:10-18:00 
総括（全体） 

＋学乳の日の祝福 
 

 19:30～ 
ファーマーズディナー 

19:30～ 
ガラディナー  

＊ ９月２２日（日） 歓迎レセプション 
＊ ９月２７日（金）および２８日（土） テクニカルツアーおよびソーシャルツアー 
＊ 会議内容と開始終了時間は、随時変更されます。最新情報は、サミットのホームページ

http://idfwds2019.com/からご確認ください。 
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４．特別講演会のプログラム 

IDF ワールドデーリーサミット 2019 イスタンブールは、酪農乳業界の専門家や従事者に特有の機

会を提供します。特別講演会には酪農乳業界の様々な専門家が結集します。 

 
第１日目 9月 23日（月） 

開会式 

 9:00 歓迎 

 9:05～9:10 WDS2019組織委員会長 

 9:15～9:25 IDF会長 

 9:30～9:40 イスタンブール市長 

 9:45～9:55 トルコ政府関係者 

 10:00～10:15 基調講演者「いのちのミルク（Milk for life）」 

 10:20～10:30 文化的プログラム 

 10:30～11:00 休憩 

セッション１：デーリーリーダーズフォーラム「酪農乳業の将来」 

 11:00～12:30 座長の開会の辞 

  酪農家リーダー 

  トルコの乳業 CEO 

  EUの乳業 CEO 

  EUの乳業 CEO 

  アジアの乳業 CEO 

  Junlebao乳業社長 

  アフリカの乳業 CEO 

 パネル討論 

 B to B イニシアチブの立ち上げ：酪農乳業サプライチェーンが農場での持続可能性をシフ

トするために協力 

 12:30～14:00 昼食 

セッション２：「酪農見通し 2019～2020」 

「世界の酪農情況報告書 2019」 

 14:00 座長の開会の辞 

 14:05～14:20 「IDF 世界の酪農情況報告書」 

 14:20～14:35 トルコの酪農乳業セクター 

 14:35～14:50 OECD農業見通し 2019～2028 

グルーバル消費者トレンド 

 14:50～15:10   

 15:10～15:30 質疑応答およびパネル討論 

 15:30～16:00 休憩 

食料政策および規制の概況 

 16:00～16:15 栄養と持続可能性 
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 16:15～16:30 食品の安全性と品質 

IDFフォーラム 

 16:30～16:40 会長 

 16:40～16:50 事務総長 

 16:50～17:00 科学・計画調整委員会委員長 

 17:00～17:30 質疑応答およびパネル討論 

 

第２日目 9月 24日（火） 

セッション３：世界に栄養を供給するための栄養的な基盤としての酪農乳業 

 9:00 座長の開会の辞 

 9:05～9:25 栄養豊富な食事の提供における農業の役割 

 9:25～9:45 乳製品と社会および持続可能性との共進化 

 9:45～10:05 地域の消費パターンおよびその地区に典型的な乳製品の組成 

 10:05～10:30 質疑応答およびパネル討論 

 10:30～11:00 休憩 

 11:00～11:05 ファシリテーターの開始 

 11:05～11:15 乳乳製品と健康 

 11:15～11:25 市場における新製品 

 11:25～11:35 ヘルスケアプロフェッショナルへのデーリーマトリクスのコミュニケー

ション 

 11:35～12:30 質疑応答およびパネル討論 

 12:30～14:00 昼食‐IMP マーケティングキャンペーンの発表 

セッション４：私たちは砂糖への挑戦にどう対処するのか（パラレルセッションＡ） 

 14:00～14:05 座長の開会の辞 

 14:05～14:25 炭水化物、砂糖、そしてその他（一般論） 

 14:25～14:45 フレーバードミルクの消費と肥満症の関連：システマティックレビュー 

 14:45～15:05 ヨーグルト中の砂糖（類）：消費者の実践の多様性と砂糖の摂取に対す

る影響 

 15:05～15:30 質疑応答およびパネル討論 

 15:30～16:00 休憩 

 16:00～16:20 乳糖を低下または抑制するための技術 

 16:20～16:40 乳糖と乳糖は生物：機能性原料として 

 16:40～17:00 砂糖を扱う食料政策 

 17:00～17:25 質疑応答およびパネル討論 

セッション５：食品ロスと食品廃棄への酪農乳業の戦略は何か（パラレルセッションＢ） 

 14:00～14:05 座長の開会の辞 

 14:05～14.25 新興汚染物質の積極的な管理 

 14:25～14:45 食品ロスの予測：製造加工環境における製品コンタミネーションのリス

クを低減させる積極的な方法 
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 14:45～15:05 乳製品の保存‐生物学的保護 

 15:05～15:30 質疑応答およびパネル討論 

 15:30～16:00 休憩 

 16:00～16:20 消費者行動研究の理解 

 16:20～16:40 コートールド（Courtauld）公約 2025と酪農乳業‐食品ロス／食品廃棄

をどのように扱うかに関する事例研究 

 16:40～17:00 トルコの乳業のバリューチェーンでのロスや廃棄の削減のための戦略 

 17:00～17:20 質疑応答およびパネル討論 

 17:30～18:00 本日のまとめ（全体）：セッション４と５の座長からの報告 

 19:30 ファーマーズディナー 

 

第３日目 9月 25日（水） 

セッション６：「SDGsへの酪農乳業の貢献をどのように最大化するか」 

 9:00 座長の言葉 

 9:05～09:30 酪農乳業セクターがどのように SDG 3への貢献を達成や改善するかに関

する政府間機関（WHOおよび／またはコーデックス）の見解：食品安全

策による健康と幸福 

 9:30～10:00 酪農乳業セクターはどのように SDGs 8（社会経済面）への貢献を最大

化することができるか 

  ‐トルコの見解 

  ‐インドの見解 

 10:00～10:30 酪農乳業セクターはとのように SDGs 12持続可能な消費と生産への貢献

を最大化することができるか 

 10:30～11:00 休憩 

セッション６Ａ：パネル討論（パラレルセッションＡ） 

 11:00～12:30 前のセッションの講演者＋パネリスト 3名（新しいパネリストはトピッ

クスを 5分間紹介し、その後パネルおよび参加者と討論する） 

セッション６Ｂ：「持続可能な酪農：健康、抗生剤の使用、および公衆の理解」（パラレルセッショ

ンＢ） 

 11:00～11:05 座長の開会の辞 

 11:05～11:25 持続可能な酪農生産のための健康な動物 

 11:25～11:45 抗生剤使用と抗生剤耐性に関連した挑戦 

 11:45～12:05 精密技術による先進的管理技術および技術の採択 

 12:05～12:30 質疑応答およびパネル討論 

 12:30～14:00 昼食 

セッション７：持続可能性と気候変動：挑戦と機会は何か？（パラレルセッションＣ） 

 14:00～14:05 座長の開会の辞 

 14:05～14:30 地球規模の持続可能性を改善するために、酪農乳業セクターにおいてど

のように気候変動への緩和や適応に対応するか？ 
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 14:30～14:55 地球温暖化への農業の影響の評価：メタンの事例 

 14:55～15:20 気候変動とトルコの酪農乳業セクター 

 15:20～15:30 質疑応答およびパネル討論 

 15:30～16:00 休憩 

 16:00～16:20 ブロックチェーンは全世界の酪農乳業サプライチェーンを転換できる

か？ 

 16:20～16:40 酪農乳業包装産業の挑戦と解決策 

 16:40～16:50 SAIプラットフォーム‐B to B モデル 

 16:50～17:05 質疑応答およびパネル討論 

セッション８：乳乳製品タンパク質の利点（パラレルセッションＤ） 

 14:00～14:05 座長の開会の辞 

 14:05～14:30 乳乳製品タンパク質（一般論） 

 14:30～14:55 乳タンパク質原料のドライバーとイネーブラーの開発 

 14:55～15:20 乳乳製品タンパク質の消化‐加工の影響 

 15:20～15:30 質疑応答およびパネル討論 

 15:30～16:00 休憩 

 16:00～16:25 筋肉の健康への乳乳製品タンパク質対食肉および植物  

 16:25～16:50 消費者の認知からのタンパク質の役割  

 16:50～17:05 質疑応答およびパネル討論 

 17:10～18:00 イベントのまとめ（全体）：セッション 7、8の座長からの報告＋世界学

乳の日の祝賀式 

 19:30 ガラディナー 

 

第４日目 9月 26日（木） 

小型反芻動物シンポジウム／一般テクニカルツアー  

セッション 9：小型反芻家畜の可能性を開く 

 9:00 座長の開会の辞 

 9:05～9:25 社会経済面の影響 

 9:25～9:45 小型反芻動物の乳（未定） 

 9:45～10:05 小型反芻動物の乳品質と農場管理 

 10:05～10:25 100年レビュー：ヤギ乳研究の発展 

 10:25～11:00 ヤギ乳成分の栄養価値と健康面の利益ならびに健康と疾病への掛り合い 

 11:00～11:30 質疑応答およびパネル討論 

 11:30～17:00 小型反芻動物に特化したテクニカルツアー 

 9:00～17:00 一般のテクニカルツアー 
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５．サミットの大会テーマ「いのちのミルク」 

乳は、タンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラルおよび脂肪のような必須の栄養素を豊富に含

んでいる事実に一点の曇りもありません。これらの栄養素は人体の形成に有益であるだけでなく、

乳を飲用すれば心臓の健康も増進できます。乳は奇跡を起こす配合であることは明らかです。 

乳・乳製品は、これら栄養的な豊かさ以上にあらゆる社会の福祉と繁栄の観点から極めて重要な

役割を果たします。持続可能な酪農乳業は、農場および加工レベルにおいて異種事業の空間を創出

します。最大 10 億人が酪農場で生活する一方で、酪農乳業とその関連活動のバリューチェーン全

体には見える以上の価値があります。この点で世界の多くの共同体、地域および国々において経済

成長の観点からも大きな役割を担っています。乳・乳製品を人間の食事の栄養面だけに置くことや、

栄養素という領域のみに閉じ込めることはできません。私たちの生活の舞台裏でより多くの価値が

あります。これらの理由から、今年のワールドデーリーサミットは「いのちのミルク」というテー

マのもと、食品安全、持続可能性、農場管理および環境、とりわけ栄養、酪農政策・経済、経済お

よび地域農村の開発に与える影響など、乳に関連するあらゆる話題をカバーします。 

「いのちのミルク」という大会テーマを掲げて、世界中から 3,000 名以上の関係者が東洋と西洋、

伝統と近代を結ぶ架け橋であるイスタンブールに集まります。酪農乳業の全てのパートナーを、山

羊と羊が初めて家畜化された国、小麦と大麦の原産国、大陸が栄光を背負って触れ合う都市にお迎

えすることができ、大変光栄です。 

 

６．登録料金 

イスタンブールサミット２０１９の登録料金（抜粋） 

通貨単位：€（１

人当たり） 
早期料金（５月３

０日まで） 
通常料金（６月１

日～９月１０日） 
後期料金（９月１

１日～２６日） １日料金 

一般 １０００€ １１００€ １２００€ ５００€ 

学生 ３００€ ３５０€ ４００€ ２００€ 

同伴者 ３００€ ３５０€ ４００€ ２００€ 

**ＶＡＴ含む 

**ガラディナーとファーマーズディナーは含まない 

 全日登録料金（一般および学生）は、コングレスバッグ、全講演会の入室、展示会とポスタ

ー区域への入室、コーヒーブレーク、昼食（４日間）および歓迎レセプションを含む 

 １日登録料金（一般および学生）（月曜～木曜）は、コーヒーブレーク、昼食、展示およびポ

スター区域、講演会入室を含む 

 同伴者の全日登録料金は、コングレスバッグ、展示会とポスター区域への入室、コーヒーブ

レーク、昼食（４日間）および歓迎レセプションを含む。講演会への入室は不可 

 同伴者の１日登録料金は、展示会とポスター区域への入室、コーヒーブレーク、昼食（４日

間）および歓迎レセプションを含む。講演会への入室は不可 
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７．サミット関連プログラム 

日付 行事 主な内容 

２０１９年９月１９～２２日 ビジネス会議 ＩＤＦ総会および理事会、ＩＤＦ常設

委員会（招待者のみ） 

２０１９年９月２３～２６日 ワールドデーリーサ

ミット 
開会式、特別講演会＆フォーラム、歓

迎レセプション、ファーマーズディナ

ー、ガラディナー 

２０１９年９月２６～２７日 テクニカルツアー 乳製品工場、農場訪問 

２０１９年９月２２～２８日 ソーシャルツアー 複数選択 

 

８．重要な日程 

サミット登録開始 ２０１９年１月１６日 

ポスター募集開始 ２０１９年３月１日 

ポスター締め切り ２０１９年７月３０日 

ポスター受理通知 ２０１９年８月１３日 

早期登録締め切り ２０１９年５月３０日 

サミット期間 ２０１９年９月２３～２６日 

開会式 ２０１９年９月２３日 
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９．公式行事予定 

歓迎レセプション 
日付：９月２２日（日曜） 
時間：１９：００ 
場所：Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center 
宴会場：Crystall Ballroom 
服装：ビジネス・カジュアル 
参加者：登録者のみ 
***カクテル＋無料ドリンク２杯（ソフトドリンクまたはアルコール－赤ワイン、白ワインま

たはビール） 
 
開会式 
日付：９月２３日（月曜） 
時間：９：００ 
場所：Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center 
宴会場：Crystall Ballroom 
服装：ビジネス・カジュアル 
参加者：すべての参加者 

 
ファーマーズディナー 
日付：９月２４日（火曜） 
時間：１９：３０ 
場所：貸し切りボートディナー 
服装：ビジネス・カジュアル 
参加者：登録者のみ 
参加費：８５€ 
***カクテル＋無料ドリンク２杯（ソフトドリンクまたはアルコール－赤ワイン、白ワインま

たはビール） 
 
ガラディナー 
日付：９月２５日（水曜） 
時間：１９：３０ 
場所：Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center 
服装：ビジネス・カジュアル 
参加者：登録者のみ 
参加費：８５€ 
***カクテル＋無料ドリンク２杯（ソフトドリンクまたはアルコール－赤ワイン、白ワインま

たはビール） 
 

１０．酪農場訪問ツアー 

９月２１日（土）１０：００～１８：００に酪農場を訪問します。詳細は未定。 

 

１１．テクニカルツアー 

９月２６日（木）１１：００～１７：００に小型反芻家畜の酪農場を訪問します。詳細は未定。 
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１２．ソーシャルツアー 

次のように行先の違いによって、４つのソーシャルツアーが募集されています。 

行先 催行月日 価格（ＥＵ）／人 

イスタンブール 

９月２２日（全日） １４５ 

９月２６日（半日） ８５ 

９月２７日（全日） １４５ 

９月２８日（全日） １４５ 

カッパドキア ９月２６～２８日（３日間） 
４７５（シングル部屋） 

４４５（ダブル部屋） 

イズミル（エフェソス） ９月２６～２８日（３日間） 
５１５（シングル部屋） 

４８５（ダブル部屋） 

パムッカレ（ヒエラポリス） ９月２６～２８日（３日間） 
４７５（シングル部屋） 

４４５（ダブル部屋） 

 

１３．デーリー・ファーマーズ・ラウンドテーブル 

 IDF 農場管理常設委員会と IDF 本部は、IDF ワールドデーリーサミット前にトルコ・イスタン

ブールで、酪農家を対象としたプログラムを開催します。このイベントは、IDF ワールドデーリ

ーサミット 2019 に出席予定の酪農家の方向けのイベントです。 

９月２１日（土）１０：００～１８：００ 酪農家ツアー 

９月２２日（日）１２：３０～１３：３０ 酪農家ブランチ 

１３：３０～１６：００ 酪農家の円卓会議 

開催場所：ヒルトン・イスタンブール・ボモンティ 

 

１４．ポスター募集 

 IDF ワールドデーリーサミット 2019 イスタンブールでは、ポスター発表を募集中です。発表さ

れるすべてのポスターが、ポスター賞を競い合います。第一位の受賞者には賞金 3,500 トルコリ

ラ、第二位には 2,500 トルコリラ、第三位には 1,500 トルコリラが授与されます。 

応募スケジュール： 

ポスター応募開始： 2019 年 3 月 1 日 

ポスター応募締切日： 2019 年 7 月 30 日 

受領の通知： 2019 年 8 月 13 日 

ポスター申込みガイドライン： 

IDF WDS 2019 のポスター申込みは、電子メール（ poster@idfwds2019.com ）を通じて行います。 

ポスターテーマ： 

IDF ワールドデーリーサミット 2019 のポスターテーマは、以下の通りです。 
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・酪農政策・経済 

・乳業科学技術 

・マーケティング 

・栄養・健康 

・動物の健康と福祉 

・食品安全／リスク管理 

・環境 

・農場管理 

発表日程： 

ポスター掲示：2019 年 9月 21 日 

ポスター発表：9 月 23〜26 日（午後 12:30〜14:00） 

ポスター撤去：9 月 26 日（午後 17:00） 

掲示方法： 

会場にある押しピンを使って、ポスターを掲示版（ポスターパネル）に固定して下さい。 

掲示期間の終了時にポスターを撤去して下さい。 

お知らせ： 

プログラム委員会では、ポスター発表要旨を審査し、プログラムへの採用可否を決定します。

受理に関する通知は、申し込みをしたすべての応募者に送信されます。IDF ワールドデーリーサ

ミット 2019 のポスター発表に選ばれた場合、サミット参加登録が必要となります。登録費用と

方法は、後日入手できます。 

要旨の提出ガイドライン： 

要旨を作成する際には、次のガイドラインを参照下さい。このガイドラインに準拠しない提出

物は受理されません。 

要旨には、次の項目を入力して下さい； 

・要旨のタイトル（15ワードまで） 

・代表著者の名前、所属、 

・共著者の名前、所属、および E メールアドレス 

・発表者を明示して下さい。 

・要旨は 300 語以内で作成して下さい。要旨は注意深くチェックして下さい。要旨は投稿され

た後に公開されます。 

・要旨には、序論（Introduction）、目的（Aim）、方法（Methods）、結果および結論（Results 
and Conclusion）を記載して下さい。Wordファイルのみ、受け付けられます。 

 

ポスターの発表ガイドライン： 

要旨が受理された後、ポスターの提出が求められます。ポスター制作の際には、次のガイドラ

インを参照下さい。 
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PDF ファイルの提出 

・要旨およびポスター・コピーの両方が、モバイル用会議アプリにアップロードされる予定で

す。 

・ファイル名は、「Poster Topic No.00_ Full Name」としてください。次のように、ポスター発表

スケジュール表のトピック番号を参照して下さい。（例：Poster-02_Anna Lee） 

・PDF 形式のファイルのみ、受け付け可能です。 

・ポスターおよび要旨の PDF ファイルを、電子メールで poster@idfwds2019.com 宛に提出が必

要です。 

・PDF ファイル提出期限：2019 年 8 月 30 日（00:00 GMT + 9）。 

・ワールドデーリーサミット提出期限後に投稿されたポスター（PDF ファイル）は、アプリへ

のアップロードは保証されませんので、ご注意下さい。 

・締め切り後は、著者は PDF ファイルを修正することはできません。 

ポスターサイズ 

・ポスターの最大サイズは、A0（縦向き）です。 

フォント 

・標準フォントを使用して下さい（Times New Roman / Arial / Calibri）。 

・フォントサイズは、22pt 以上にして下さい。 

画像 

・最低グラフィック解像度は、300dpi です。 

規約と条件： 

提出する要旨は、上記の提出ガイドラインに準拠します。要旨テキストは、名前と所属、ポス

ターおよび／または追加の文書と共に、会議ウェブサイトと抄録集に掲載されます。これによる、

著作権の問題は生じません。この要旨は、IDF ワールドデーリーサミット 2019 に一度だけ提出さ

れたものです。発表者は、ライブストリーミング用の記録ができます。プレゼンテーションの記

録とスライドのコピーは、会議後にオンラインで公開することができます。要旨の提出は、発表

者の責任によるものです。発表者は、他の共著者とのコミュニケーションの責任を持つ、主要な

連絡先です。提出された要旨は英語での記述です。発表者は、2019年 9 月 23～26 日の間に開催

される会議で発表ができます。上記に関してご質問がある場合は、elifaybukenarin 
@ultraturizm.com.tr または info@idfwds2019.com にご連絡下さい。正常に送信されると、確認メー

ルが返信されます。 

 

１５．宿泊ホテル 

 イスタンブールサミットのホームページで紹介されている次のホテルは、参加登録画面から予

約が可能です。 

 ホテル シングル

ルーム 
（ＥＵ） 

ダブルルーム 

クイーンベッド 
（ＥＵ） 

ツインベッド 
（ＥＵ） 

1 ヒルトン・イスタンブール・ボモンティ・ 165 185 185 
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ホテル（メイン会議場ホテル）***** 

2 Grand Cevahir Hotel ***** 90 110 110 

3 ラディソンブルー・ホテル・イスタンブー

ル・シスリ***** 
140 150 150 

4 ホリデイ・イン・シスリ・ホテル***** 85 100 100 

5 メルキュール・イスタンブール・ボモンテ

ィ・ホテル***** 
110 130 130 

6 イビス・スタイルズ・イスタンブール・ボ

モンティ**** 
70 80 80 

*朝食を含みます。 

**％8 VAT は含みません。 

 

１６．交通手段 

 イスタンブールには、大きな空港が 3 つあります。イスタンブール（Istanbul）空港、アタテュ

ルク（Ataturk）国際空港、そしてサビハ・ギョッケン（Sabiha Gökçen）空港です。 

サビハ・ギョッケン空港からヒルトン・イスタンブール・ボモンティ・ホテル（Hilton Istanbul 
Bomonti Hotel）までは、約 50 分かかり、30 キロの距離です。 

イスタンブール空港からヒルトン・イスタンブール・ボモンティ・ホテルまでは、約 60 分か

かり、40 キロの距離です。 

Vito（メルセデス Vito（定員 5 名+助手席）と思われます）： 

・サビハ・ギョッケン空港～ホテル（片道）55ＥＵ 

・サビハ・ギョッケン空港～ホテル／ホテル～サビハ・ギョッケン空港（往復） 100ＥＵ 

・イスタンブール空港～ホテル（片道）55ＥＵ 

・イスタンブール空港～ホテル／ホテル～イスタンブール空港（往復） 100ＥＵ 

ミニバス（定員 13 名）： 

・サビハ・ギョッケン空港～ホテル（片道） 70ＥＵ 

・サビハ・ギョッケン空港～ホテル／ホテル～サビハ・ギョッケン空港（往復） 130ＥＵ 

・イスタンブール空港～ホテル（片道）70ＥＵ 

・イスタンブール空港～ホテル／ホテル～イスタンブール空港（往復） 130ＥＵ 

 

１７．トルコの酪農乳業セクター 

広い牧草地と放牧地、壮大な畜産の可能性、ユニークで豊かな製品群、四季のある気候、そし

て起業家の喜びと生産者の腕前を持つトルコは、世界有数の農業および牧畜国に仲間入りするた

めの確実な一歩を踏み出します。トルコは、生乳生産量 2,000 万トンを超え、ヨーロッパで 3 番

目、世界で 8 番目の生乳生産国です。 
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生乳生産量 

トルコの総生乳生産量は、ここ数年で大きな進歩を見せています。増加量が低かった 2015 年

と 2016 年を除き（それぞれ 0.1%、0.8%）、全動物種からの総生乳生産量は 15 年間で 2 倍となり、

過去 10 年間で 70%も増加しました。 

 
牛乳の出荷量（100 万トン） 

牛乳の出荷量は、生乳生産量の増加と加工業の発展により、5 年間で 15%以上増加しました。

牛乳全体の 44％が加工業者に出荷され、残りは非公式市場、家庭での消費、飼料などに使用され

ています。 

 
飲用乳生産量（×1,000トン） 

公式の統計によると、トルコの生乳生産量は過去 5 年間で 24％増加しました。消費者の認識向

上、所得の伸び、および食習慣の変化のほか、過去 7 年間に実施されてきた学乳プログラムは、

牛乳の消費量の増加につながり、結果として飲用乳の生産が急増しました。 

 
チーズ、ヨーグルト、バターの生産（x 1,000 トン） 

チーズは、トルコの人々にとって、特に朝食に特別で、ユニークな乳製品です。公式の統計に

よると、チーズは国内市場と外国貿易の両方で主要製品の 1つです。トルコで生産されているす

べての乳製品のうち、ヨーグルトの生産量が 2 番目に多く、次いで液状乳が続いています。伝統

的な乳製品であることから、アランとヨーグルトはトルコのほとんどすべての地域で消費されて

います。チーズ、ヨーグルト、バターの生産量は、過去 5 年間でそれぞれ 22%、11.5%、55%の
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割合で、大幅に増加しました。 

 
貿易 

乳製品の輸出額は、世界の乳製品貿易の安定化、国際市場の需要の低下、およびコモディティ

ー価格低迷、潜在的な市場の政策状況などの結果として、総輸出額が平均成長率を大幅に下回っ

た（ほぼ 25％）2015 年を除き、2012 年以降増加してきました。トルコの主な輸出乳製品はホエ

ー製品、チーズおよび粉乳であり、バターおよびチーズは最も輸入されている製品です。この点

で、トルコの自給率は 100％をわずかに上回ると推定されています。 

 

１８．トルコについて 

 歴史と文化の深い国であるトルコ共和国は、その一部はアジア、また一部はヨーロッパにあり、

地理的位置がユニークな国です。その歴史を通じて、トルコは二つの大陸間の障壁および橋の両

方として機能してきました。アナトリア本土は、この地理的な位置によって歴史を形作り、多様

な人々の大量移動を目撃してきました。無数の文明の発祥地であるアナトリアは、独自の文化を

発展させてきました。それぞれの独自性を持って前進しながら、不溶性の糸でつながっています。

古代からの土地にある近代国家として、今日のトルコはそのような本質的で共有された人類遺産

の相続人であり保存者です。 

トルコ文化は、オスマン帝国と西洋の影響が混在している点でも、非常にユニークです。トル

コの生活スタイルは古代と現代が混在した鮮やかなモザイクであり、おもてなしはトルコ文化の

礎石であり、トルコ人は訪問者が神から送られた客として扱われるべきだと信じています。一度

の訪問では十分ではないことは間違いありません。そして、次々に特別な場所を発見することで、

何度も戻ってきたいと思われるでしょう。どれほど違っていても、すべての共通点が 1 つありま

す。それは、この独特の国の友好的で親切な人々です。トルコ、正式にはトルコ共和国は、主に

西アジアのアナトリアと、南東ヨーロッパの東トラキアに位置する大陸横断国です。統一議会共

和国であることに加えて、トルコは多様な文化遺産を持つ民主的で非宗教的な、立憲国家です。

イスタンブールはトルコで最も人気があり人口の多い都市であり、あまり知られていませんが首

都はアンカラです。 

トルコスナップショット 

国の正式名称 トルコ共和国 
首都 アンカラ 
政府 大統領府 
人口 8,080 万人（2017 年） 
労働力（人口） 3,160 万人（2017 年） 
年齢（中央値） 31.7 歳（2017 年） 
公用語 トルコ語 
大統領 レセップ・タイップ・エルドアン（Recep Tayyip Erdoğan） 
エリア 783,562.38 km² 
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座標 北緯 39°55 '、東経 32°50' 
時間帯 グリニジ平均時（GMT） + 2 
近隣諸国 ブルガリア、ギリシャ、シリア、イラク、イラン、アゼルバイジャン、ア

ルメニア、ジョージア 
大都市（人口） イスタンブール（1,500万）、アンカラ（540 万）、イズミル（430 万）、ブル

サ（290 万）、アンタルヤ（240 万）（2017 年） 
気候 温帯；暑く乾燥した夏、穏やかで雨降りの冬 
電話番号 +90 
国番号ドメイン .tr 
電気電圧 220 V、50 Hz 
通貨 トルコリラ（TRY） 
金融センター イスタンブール 
GDP 8,510 億米ドル（2017年現在） 
一人当たり GDP USD 10,597（2017年） 
輸出額 1,570 億米ドル（2017年） 
輸入額 2,340 億ドル（2017 年） 
観光収入 263 億ドル（2017 年） 
観光客 3,210 万人（2017 年） 
海外直接投資 109 億米ドル（2017 年） 
外資系企業数 58,418（2017） 

トルコの農業と食料 

チグリス川とユーフラテス川の源流地であるトルコの今日の農業セクターは、古代メソポタミ

アの繁栄を反映しています。地理的条件が良好で気候が良く、耕地が広く、水が豊富であること

から、トルコは農業と食料の分野で世界有数の国の一つと考えられます。トルコには堅調な農業

と食品産業があり、その国の労働人口のほぼ 20パーセントを雇用しており、2016 年の GDP の

6.1 パーセントを占めています。GDP 全体に対する同セクターの財政的貢献は、2002 年から 2016
年にかけて 40 パーセント増加し、2016 年には 523 億ドルに達しました。業界の強みには、国の

若年層人口に関連した市場の規模、ダイナミックな民間経済、実質的な観光収入、そして好まし

い気候があります。 

トルコは、世界第 7 位の農業生産国であり、干しイチジク、ヘーゼルナッツ、スルタナ/レーズ

ン、干し杏の生産で世界をリードしています。また、世界有数の蜂蜜生産国です。トルコは 2017
年に 2,070 万トンの生乳を生産し、地域で有数の牛乳と乳製品の生産国となりました。また、総

計 3,530 万トンの穀物、3,030 万トンの野菜、1,890 万トンの果物、190 万トンの家禽、そして 120
万トンの赤肉を生産しました。さらに、トルコには推定 11,000 の植物種があり、一方、ヨーロッ

パの総種数は 11,500 です。このような豊かな生産量によって、トルコは東ヨーロッパ、中東、北

アフリカ（EMENA）地域で最大の農産物輸出国の一つとして位置づけられ、大幅にプラスの貿

易収支を維持しています。トルコは 2016 年に世界 190 カ国以上に 1,781種類の農産物を輸出し、

輸出額は 169 億米ドルでした。 

トルコは、農業部門で世界のトッププレーヤーの地域本部および供給センターになるために好

ましい選択肢としての地位を模索しています。本セクターへの投資を促進するために、トルコは

潜在的なアグリビジネス投資家に一連のインセンティブを提供しています。マッキンゼー・アン

ド・カンパニーによると、トルコは、果物や野菜の加工、動物飼料、家畜、家禽、乳製品、機能

性食品、魚介類、ならびにコールドチェーン流通、温室、灌漑、肥料に大きな投資機会を提供し

ています。2023 年までに農業セクターに設定された目標の一つとして、トルコは世界全体のトッ

プ 5 の生産国の一つになることを目指しています。2023 年に 100 周年を迎えるトルコのビジョン

には、次のような野心的な目標があります。 
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・国内農業生産総額 1,500 億ドル 

・400 億ドルの農業輸出 

・850 万ヘクタールの灌漑可能面積（540 万から） 

・EU 加盟国と比較して、ナンバーワンの水産業 

 

 

仮訳：JIDF 事務局 

仮訳の正確性、完全性、有用性等についてはいかなる保証をするものではありません。参考資料
として扱い、内容に疑義が生じた場合は英文原文と専門家にご確認ください。 


