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投資家による食品会社評価-２ FAIRR（Farm Animal Investment Return & Risk)の企業評価

 2021年12月「Farm Animal Investment Risk and Return（FAIRR）」はプロティン食品大手60社の4回目の環
境・社会・健康格付「Coller FAIRR Protein Producer Index」を公表。

出所）FAIIR 「 Coller FAIRR Protein Producer Index 2021/2022」
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出所）2021.10.5 Access to Nutrition Initiative 日本ローンチイベントレジメ

投資家による食品会社評価ー３ 栄養の取り組み評価



NGO による評価： KnowTheChain 「日本の食品・飲料企業のサプライチェーンにおける強制労働」より
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出所） https://knowthechain.org/wp-content/uploads/2020-KnowTheChain-FB-Japan-Brief.pdf をもとに、赤字は筆者

 2020年、KnowTheChainは第三版となる本部門のベンチマークレポートを発表しました。イオン、セブン＆アイ、 サント
リーの日本企業3社を含む、食品・飲料部門のグローバル大手43社を対象に、サプライチェーンにおける強制 労働リスクへ
の取り組みを評価しました。KnowTheChainの評価結果によると、平均スコアは100点中28点で、最 低スコアは100
点中0点、最高スコアは100年中65点となり、大半の企業でこうしたリスクへの対応ができていない ことが分かりました。

 今回のベンチマークで最もスコアが低かったのは、カナダの食品スーパーマーケットチェーンLoblaw（100点中 10点）と
いったアジア、中南米、北米、中東の企業と、Hormel、WH Group、Tyson、JBSなど食肉加工のグロー バル大手（ど
の企業も100点中12点以下）だった。茶やその他の飲料、健康食品を扱う食品・飲料企業サントリー （100点中8
点）は、日本企業で唯一、2018年に続き2020年のベンチマークでも評価対象となった。2018年と 比べて同社は、「コ
ミットメントとガバナンス」および「労働者の声」の領域で改善した。同社が、評価対象の日本 企業で唯一、労働者のため
の苦情処理メカニズムの整備をサプライヤーに義務づけている点は注目に値する。 しかし、7つあるテーマのうち4つでスコア
が0点となり、今回のベンチマークでも全体のスコアは低かった。

 日本最大手で、アジアでも有数の小売業者であるにもかかわらず、イオン（100点中17点）とセブン＆アイ （100点中
22点）は世界平均スコア100点中28点を下回った。評価対象の日本企業3社の中では、セブン＆アイ が最高スコアを
獲得した。日本国内の同業他社と比較すると、同社は、サプライチェーンの基準、経営陣と アカウンタビリティ、モニタリング
プロセスに関する情報開示が進んでおり、新たなサプライヤーを選定する 前に強制労働リスクを評価する方法について情
報を公開しているのは同社のみだった。

 強制労働をはじめとする人権リスクへの対応について、日本企業への期待は高まっています。KnowTheChainの評 価対
象となっている複数の日本企業には、英国現代奴隷法やカリフルニア州サプライチェーン透明法に基づき、強 制労働の根
絶に向けた自社の取り組みを報告する義務が課せられています。

https://knowthechain.org/wp-content/uploads/2020-KnowTheChain-FB-Japan-Brief.pdf


今日お話しすること

 グローバル社会で起きていること：価値観の大転換

 私たちの直面する地球規模の課題

 課題に立ち向かう仕組み：人権X気候変動x生物多様性

 食の課題・食への批判・期待

 食品企業としてすべきこと
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：農業・食の在り方の大転換

地球環境の制約が新たな前提条件に
 化学肥料・化学農薬多使用、 単一栽培型 （経済効率優先）

→ 自然農法・不起耕作農法・シェイドグロウンなど 多品種型 （生態系とのバランス優先）
 ＤＸの活用：自然と経済の折り合いをつけるため
 食のカーボンフットプリントや生物多様性インパクト（環境負荷）が食の価値となる。

コロナによって
 農・水産にともなう人道問題・人権問題の浮上
 ローカル化・地産地消化の促進 （地政学リスク）

 食の環境負荷・人権課題の削減が求められる。→ 食ロス削減・代替タンパクへのシフトなど
 サプライチェーンの見直し・短縮化が始まる。→ サステナブルサプライチェーン・地産地消化など
 サステナブルな農法・漁法への切り替え→リジェネラティブ農法、オーガニック農法、持続可能な漁業など
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地球の制約と人の健康

出所） EAT-Lancet Commission Summary Report ‘Food Planet Health’



世界の食の消費トレンド
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Innova Market Insights社の2022年の十大トレンド予測

•地球と分かち合う： 地球の健康が大事。企業は製品情報として、環境・社会にマイナスの影響を与えない。自分の
肉体の健康だけでなく、地球の健全性を求める。よって透明性の高い認証や、信用されるブランド作り製品のライフ
ストーリも必要に。

•植物由来食品（代替タンパク） :健康と環境に良い、ビーガンやベジタリアンを超えるメニュ－の多様化に期待。

•フードテック：製造における技術革新だけでなく消費者はＡＩなどによる個人に特化した栄養メニューなどに関心

•食の場の変化：消費場面が外食や観光地などから自宅にシフトし、食べ方も欲求も変わってきたこと

•消費者の要求：食生活に自身の、政治的倫理的価値観を反映させる。該当商品がなければニッチなニーズに応える社
会起業家がでてくる。

•Innovaの食動向アンケート結果：消費者環境行動のトップは、食品廃棄を減らす(43%)、適正量(32%).
•出所）Innova Market Insights’ Top Ten Food Trends for 2022 (foodbeverageinsider.com)から仮訳

ADMの2022年のグローバル食の消費トレンド

•ホリスティックな健康：身体と心の健康を求める｡37%の消費者は心の健康にもプラスなスナックを求めている。

•代替タンパク､フレキシタリアン（植物性タンパクの多様化）へのし好の増加。特にコロナが加速。

•腸内細菌の健全性。内臓の健康。

•クリーンで健全で透明性の高い原材料。

•家族の一員としてのペッの位置づけからペットフードの健康化も求める。

•より適切で安全な家畜への給餌。

•企業のサステナビリティへの関与。サステナブルな製品の表示をチェックする消費者は47％。

•消費者は自分の環境負荷に敏感に。企業にも省資源、ごみやエネルギー削減を求める。
•出所）Unlocking Nature. Enriching Life. | ADMから仮訳

https://www.foodbeverageinsider.com/market-trends-analysis/shared-planet-leads-innova-market-insights-food-trends-2022?NL=HLTHNUTR-006&Issue=HLTHNUTR-006_20211020_HLTHNUTR-006_71&sfvc4enews=42&cl=article_6_b&utm_campaign=FDINSDRJRNL_News_Food%20%26%20Beverage%20Insider%20Newsletter_News_NL_10202021_5713&utm_emailname=FDINSDRJRNL_News_Food%20%26%20Beverage%20Insider%20Newsletter_News_NL_10202021_5713&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&utm_MDMContactID=619261ef-6fe1-4e4a-828f-3c822f16f722&utm_campaigntype=Newsletter&utm_sub=Coffee%20%26%20tea%20digital%20magazine%20%2F%20Expo%20East%20trends%20%2F%20Supply%20chain%20issues&eM=87d9d96f04e0366b7dd220a4aa58610952b521d36865726c2b7a5d5b824dbe78&eventSeriesCode=ES_FDINSDRJR&eventEditionCode=HAN00FIJ&sessionCode=S_FDBVGINSDWKNSLTR
https://www.adm.com/news/news-releases/adm-unveils-the-next-big-consumer-trends


COP26にて、食システム転換の取り組みが始まる
 2021年11月2日：Regen10設立 世銀、WBCSD,IUCNなど世界13機関（国際機関、ビジネス団体、

NGOなど）によるリジェネラティブ農業促進のイニシアチブ。目標は、2030年までにリジェネラティブ農業が世界の
農地面積・収穫量の5割以上になり、5億人が適正な収入を得られるようにすること。以下の3分野での取り組み
を行う：農家コミュニティ支援、アウトカムや指標の統一規格の確立、パートナーシップを構築しロードマップを策定。

 11月8日：B4ICA設立 UNEPFI（国連環境計画金融イニシアチブ）、WBCSD,EDF（環境防衛基金)、
PCAF(Partnership for Carbon Accounting Financials)の4機関による 農業のカーボンゼロを金融が支援する仕
組み推進のイニシアチブ。金融が、農業セクターの温室効果ガス算定のメカニズムを策定し、農業現場のサプライ
チェーンにおけるカーボンニュートラルや気候レジリエント農業の普及を支援。
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オレゴンの乳業 スタートアップNeutral (eatneutral.com)

生物多様性・貧困撲滅・
ディーセントワーク

気候変動緩和

https://www.eatneutral.com/


サステナビリティ戦略の短中期の具体的ロードマップ（ネスレ）
2020年12月3日、サステナビリティ戦略の中で掲げている具体的なロードマップを発表。
• ネスレの経営陣は、気候変動へ対処するために、リジェネラティブ農業、森林再生、100％再生可能

子エネルギー転換をすすめる。リジェネラティブ農業は土壌の健全性を増し、生物多様性につながる。
• 森林再生によって、アグロフォレストリーの実現を想定している。
• アグロフォレストリーはシェイドグロウン（コーヒーやカカオに最適）により生物多様性保全を促進できる。
• 具体的には、農家とサプライヤーと協働して、リジェネラティブ農業への転換、森林再生をすすめ、再生

可能エネルギーへ転換する。すでに農家50万人15万のサプライヤーと協働している。ネスレは農家からプ
レミアム価格で購入する。その購入量はさらに増やし、共同で必要な投資もする。

• 植林はスケールアップし今後10年にわたりて毎年2千万本植える。
• パーム油、大豆は2022年までに森林破壊ゼロを目標とする。リジェネラティブ農業からの原材料調達比

率は2025年までに20％を目指す。
• PBF（代替タンパク）はカーボンニュートラルをすすめる。Garden Gourmetは2022年までにカーボン

ニュートラルに、Sweat Earthは2025年までにカーボンニュートラルを目指す。
• 再生可能エネルギーは、187か国800サイトにおいて2025年までに再生可能エネルギー100%をめざす。
• 出所）https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-efforts-combat-climate-changeをもとに作成
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代替タンパク戦略：ユニリーバの FUTURE FOODS
2020年11月18日、植物由来の代替肉や代替乳製品（代替プロテイン）のグローバル売上を2025年から2027年までに10
億ユーロ（約1,250億円）にまで引き上げる戦略「Future Foods（未来食品）」を発表。
消費者の健康改善とフード・サプライチェーンでの環境インパクト削減を同戦略の狙いと定めた。

ユニリーバは2018年、2010年にオランダで創業した代替肉大手ベジタリアンブッチャーを買収。すでに30ヶ国以上で商品を展開し、2019年にはバーガーキングから、
欧州、中東、アフリカで販売するベジタリアン・バーガーとベジタリアン・ナゲットにも採用された。今回の戦略でも同社を柱としつつ、ユニリーバの主力調味料商品
「Hellmann’s」や主力アイスクリーム「マグナム」「Wall’s」でも代替乳製品を投入していく。アイスクリームでも、近年、同社のビーガン向けアイスクリームは、数々の賞
を受賞している。

同社は2019年にも、オランダのヴァーヘニンゲン大学の食品イノベーションセンター「The Hive」に8,500万ユーロ（約110億円）を投資し、植物由来の原材
料や代替肉の開発、収量増、持続可能な包装・容器、栄養食品等の研究を進めている。同社によると、世界の代替肉市場は毎年15.8%の勢いで成長し、
2027年には354億米ドル（約3.7兆円）の市場規模にまで到達。バークレイズも、植物由来食品市場は2029年までに1,400億米ドルにまで成長すると見立てて
いる。

同社は他にも、2023年までにサプライチェーン上での森林ゼロ、気候・自然ファンドへの10億ユーロの投資、2039年までの二酸化炭素ネット排出量ゼロ、
2025年までの全包装・容器の再利用可能、リサイクル可能、もしくは堆肥化可能なものへの100%切替を進めている。

他にも、工場から小売点までの食品廃棄物を2025年までに半減（当初計画から5年前倒し）、栄養素の豊富な食品の販売数を2025年までに2倍に、1
日の塩分摂取量を5g以下に抑えることに貢献する食品商品割合を2021年までに85%に、1個当たり糖分含有量を22g以下で250Kcal以下のアイスクリーム
を2025年までに全体の95%にする目標も掲げている。
出所）サステナブルジャパン2020.11.25記事https://sustainablejapan.jp/2020/11/25/unilever-future-foods/56197 色字は筆者。
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 Future Foods 戦略の目的は、「より健康な食への転換」と「世界のフードサプライチェーンの環境負荷を減らす」こと。
10億人が飢え、20億人が肥満という不健康な食の在り方を変える、というミッションがある。

 25億人に毎日食を提供（世界の食生活をコントロール）しているユニリーバの責務であり、他の対策「森林破壊ゼ

ロ」「食のイノベーションへの投資」「脱炭素」「容器のサーキュラー化」「食品ロス半減」「健康的な食へのシフ
ト」などのサステナビリティ戦略の一環。

https://sustainablejapan.jp/2020/11/25/unilever-future-foods/56197
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米国では スシ市場をね
らう代替魚も。
Chicago在のStartup 企業
Aqua Cultured Foods社の
糸状菌・Fungusによる
Sea Food Proteinの発酵製
造品の開発状況

Aqua Cultured Foods -
Sustainable Alternative 
Fungi-Based Seafood

https://www.aquaculturedfoods.com/


小売りからの取り組み：カルフール「FOOD TRANSITION PACT」

2019年9月、仏小売り大手カルフールは、食の転換を促
すプラットフォーム「Food Transition Pact」を発足。サ
プライヤーに対して以下５つの柱のうち３つ以上に中長期
的にコミットすることを要請。

 パッケージの環境負荷

 透明性（環境・社会に関する製品ラベル表示）

 生物多様性保全

 気候変動対策

 責任あるサプライチェーン

2022年2月8日、参画のサプライヤーに2030年までに製品
生産と使用におけるCO2排出削減を働きかけると発表。
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出所） Food Transition Pact | Carrefour Group

https://www.carrefour.com/en/csr/commitment/food-transition-pact


身近な ファストフード でも転換が始まっている

52

<魚の取り組み＞

・欧州や米国、カナダ、ブラジルのマクドナルド店舗では、生態系に配慮した持続可能な
漁業を認証する海のエコラベルMSC認証を取得した魚を使用しています。日本マクドナ
ルドも、2019年8月よりMSC認証を取得し、持続可能で環境に配慮した漁業で獲られた
天然のアラスカ産スケソウダラを使用したフィレオフィッシュをお客様に提供しています

＜コーヒー＞

日本マクドナルドは、森林や生態系を守り、労働者に適切な労働条件を提供
する農園が栽培する認証コーヒー原料への切り替えを徐々に進めており、
2019年10月現在、お客様に提供しているコーヒーはレインフォレスト・アライ
アンス認証農園豆を100%使用しています。

＜パーム油＞

パーム油は、世界で最も多く生産・消費されている植物油。環境や地域社会
に配慮して生産されないと、熱帯雨林や様々な生物の大規模な消失に直接
影響を及ぼしてしまいます。日本マクドナルドは、2015年から徐々に、店舗
で使用しているパーム油を持続可能なパーム油であるRSPO認証の油へ切
り替えを進めており、2018年末現在、店舗で使用しているフライオイルにつ
いてはRSPO認証を取得しています。

出所） 日本マクドナルド（株） ウェブサイトより抜粋 写真は日本マクドナルド提供

「2020年度中に店舗で使用しているお客様用紙製容器包装類を100％FSC認
証済み資材に切り替える目標を掲げています。

出所）大和総研 河口真理子レジメ
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参考事例：私が直接かかわる食とサステナビリティの活動についての事例紹介

 不二製油グループ（原材料供給企業）の取り組み

 Ｔカードの新たな挑戦
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