
Plant-Based Foodの未来を創るリーディングカンパニーへ

大豆ミート 豆乳バター

 地球環境への配慮
 健康志向の高まり
 タンパク源不足への懸念

チョコレート
（ カ カ オ ）

植 物 性 油脂
（ パ ー ム 油 、 シ ア カ ー ネ ル ）

lant- ased ood olutions
植物性食品素材で社会課題を解決する



主原料サステナブル調達の推進と社会からの評価
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強制労働

森林破壊 生物多様性
の喪失

児童労働

農家の貧困

パーム油

主原料を取り巻く人権や環境などの社会課題
カカオ

世界のトップ７％
サプライヤー・エンゲージメント評価で
最高評価「リーダーボード」に選出
評価対象 5,640社中約400社
（2021年2月）

2年連続トリプルA評価
3分野対象（気候変動、森林、水）
約12,000社中14社
うち日本企業は2社
（2021年12月）

CDPは、投資家に向けてサステナブル情報開
示を要請する国際NGO

2022年
11月受

賞

大豆
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原料 中長期目標
KPI 2021年度

実績2025年 2030年

森林破壊ゼロ
泥炭地開発ゼロ

搾取ゼロ

TTP 75% TTP 100% 71%
労働環境改善プログラム

適用率 100% 
(パルマジュ エディブル オイル の全サプライ

ヤー)

労働環境改善プログラム
適用率 100% 

(全直接サプライヤー)

10%
(パルマジュ エディブル オイルの全サプライ

ヤー)

森林再生
児童労働撤廃

植樹50万本 植樹100万本 10万本

WFCL ゼロ 児童労働撤廃

ブラマー社がカカオ豆を直接購入し
ている
・カカオ農家の83%：GPS使用マッ
ピングを実施
・共同組合の100%にCLMRSを構築

森林破壊ゼロ
搾取ゼロ

第一次集荷場所までのトレーサビリティ
確保、
またはRTRS認証品もしくはRTRS認証に
準じたその他認証品での調達率：100%

コミュニティレベルまでのトレーサビリ
ティ確保、
またはRTRS認証品もしくはRTRS認証に
準じたその他認証品での調達率：100%

（2021年度
トレーサビリティ等のKPI策定）

森林保全
女性のエンパワメント支援

植樹6,000本/年 植樹6,000本/年

（2021年度
トレーサビリティ等のKPI策定）

農村レベルでのトレーサビリティ：50% 同左：75%

ー
協同組合まで追跡可能な

シアカーネル直接調達比率：75%
Tebma-Kanduからの
直接調達比率：30% 同左：50%

N/A ガーナでのシアカーネル
搾油・分別比率：100%

フジ オイル ガーナのエネルギー
使用量の非化石燃料比率：100% N/A

フジ オイル ガーナでの
正規雇用の社員数：50%増

N/A

パーム

カカオ

大豆

シアカーネル



サプライチェーンにおける、環境と人々への害を減らす

詳細は 不二製油グループ本社統合報告書へ

２２８件の申し立て（2018～2021.1）８％を取引停止に

登録搾油工場は約
1300



生態系を活かした有害生物や害虫の管理＠サステナブルなパーム農園Uni Fuji

害虫の天敵を養う花で
化学肥料を最小限に巣の下のネズミの白骨

フクロウの巣箱



Cop yrig ht © CCC Marke ting  Co .,Ltd . All Rig hts Re se rve d .

「Tカードみんなのエシカルフードラボ」発足
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2021年3月16日「Tカードみんなのエシカルフードラボ」を発足。
⇒ 2022年3月末、食における「エシカルフード基準」発表予定。

問い合わせ先）Tカードみんなのエシカルフードラボ
https://ethicalfoodlab.tsite.jp/

https://ethicalfoodlab.tsite.jp/


Cop yrig ht © CCC Marke ting  Co .,Ltd . All Rig hts Re se rve d .

活用スキーム
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1. エシカルフード 2. エシカルフードアクションスコア

「エシカルフード」の基準をクリアした“商品”を“購入”すると
生活者（T会員）に「エシカルフードアクションスコア」が付与される仕組み

商品 消費者メーカー

エシカルフード
フラグ付け

エシカルフード
スコア付与

製造・流通 購買

※「エシカルフードアクションスコア」はヒトに付与されるものであり、

商品は該当するかどうかのエシカルフラグのみ

スコアを
確認！

エシカルフード
アクション



Cop yrig ht © CCC Marke ting  Co .,Ltd . All Rig hts Re se rve d .

（エシカルフードアクションスコアに必要な）「エシカルフード基準」の開発メンバー

アドバイザリー

世界のエシカル消費をリードして
いる非営利団体
各国の政府機関や国連などのアド
バイザーも歴任。
「エシカルコンシューマー
・リサーチアソシエーション」
代表 ロブ・ハリスン

＋

定義や基準作成にあたり、SDGs や食の専門家、流通企業、シェフ、ジャーナリスト
などそれぞれに専門分野 と多様な視点を持つ12 名の専門家を交えて対話



最後に： 日本人の食生活の変化

© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子 62出所）野菜ナビサイト 国民1人当たりの食料年間消費量 (yasainavi.com)

出所）野菜ナビ 国民1人当たりの食料年間消費量 (yasainavi.com) をもとに筆者作成

出所）農林水産省 食料需給表より作成

１人・１ 年当たり供給純食料（kg）

1913 1923 1933 1955 1960 

穀類 169.6 182.5 175.5 154.3 149.6 

野菜 87.2 79.9 80.6 82.3 99.7 

いも類 57.0 53.4 46.5 43.6 30.5 

水産物 3.7 8.1 10.3 26.3 27.8 

果実 8.0 9.7 12.2 12.3 22.3 

肉類 1.3 2.1 2.3 3.2 5.0 

https://www.yasainavi.com/graph/consumption/
https://www.yasainavi.com/graph/consumption/
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「来所を知る」

ご清聴ありがとうございました


