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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：気候変動x生物多様性x人権

 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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2015年から「価値」の大変革が現れ始めた
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本来の価値とは社会全体の厚生
(welfare, 「幸福度」「満足度」）の

ことではないか？

しかし、幸福度・満足度
は金銭換算が困難

そのうち金銭換算できる物
質的要素をとりだし

経済活動として数値化（金銭換
算）して 可視化

「生産」「消費」
「利益」の拡大が経
済価値の目的に

価値≒経済的価値

国の価値＝ＧＤＰ、

企業価値＝時価総額

本来の価値に
近づく努力中

「新しい資本
主義」

「ステークホ
ルダー資本
主義」への転
換

河口真理子© ALL RIGHTS RESERVED 

気候変動

貧困・格
差拡大

プラゴミ

有害化学物質汚染

森林破壊

生物多様性
系の破壊

海洋酸性化・
水温上昇



資本主義の再定義 米国：ビジネス・ラウンドテーブル（経営者団体）

•「企業は、一義的に株主のために存在する」
企業の目的：

株主のため
（1997）

•企業は、以下の基本的なステークホルダーへのコミットメントを共有す
る。

•顧客に期待以上の価値を提供すること。

•従業員に投資をする。公平な対価を払い、福利厚生を提供し、変化の
速い時代に合わせて、新技術に適応できるよう、研修やスキル向上を
図る。ダイバーシティとインクルージョンを尊重し、従業員に対し敬
意をはらう。

•事業の目的を達成するためのパートナーとして，大小かかわらず、公
平に倫理的にもとづいて、サプライヤーと取引する。

•事業を行う地域社会をサポートする。地域の人々と環境を尊重し、ｻｽ
ﾃﾅﾌﾞﾙなビジネスを行う。

•企業に投資、成長、イノベーションのための資本を提供してくれる株
主に対して長期的な企業価値を提供する。透明性を高めて株主と積極
的にエンゲージする。

企業の目的：

ステークホルダー
のため

２０１９年
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出所） Business Roundtable “Statement on the Purpose of a Corporation” 2019.8.19 より大和総研要約

河口真理子© ALL RIGHTS RESERVED 出所）大和総研 河口真理子 レジメ
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世界の各分野のリーダーが考える「人類が直面するリスク」

（出所） World Economic Forum ‘The Global Risks Report 202１’, 2022’  より作成.©河口真理子 ALL RIGHTS RESERVED 

2022年：今後10年間で最も深刻
となるグローバルリスク

気候変動対応失敗

異常気象

生物多様性喪失

社会的結束の浸食

生活破綻

感染症

人為的な環境災害

天然資源危機

財政不均衡

経済地政学的対立

2021年9－10月に実施したビジネス・政府・アカデミア・市民セクターや他分野のリーダー約1000人へのアン
ケート結果より。



投資家の 企業観の変化： BLACKROCK  LARRY FINK’S  ANNUAL LETTER TO CEOS 

2018年 “A Sense 
of Purpose”

•企業には社会的な責務を果たすことが求められています。企業が継続的に発展していく
ためには、すべての企業は、優れた業績のみならず、社会にいかに貢献していくかを示
さなければなりません。企業が株主、従業員、顧客、地域社会を含め、すべてのステー
クホルダーに恩恵をもたらす存在であることが、社会からの要請として高まっているの
です。

•貴社の株主である当社のお客様は、投資リターンだけでなく、世界の繁栄と安定に寄与
するリーダーシップと明確さを貴社が示されることを望んでいます。当社は、こうした
問題について企業経営者の皆様と積極的に対話していきたいと強く願っています。

2022年

•グローバルで相互につながる現代社会において、株主に長期的な価値をもたらすには、
企業はすべてのステークホルダーのために価値を創造し、またすべてのステークホル
ダーからその価値を認められなければなりません。

•ブラックロックは、企業が社会における自身の役割について熟考し、従業員、顧客、
地域社会、株主に資するよう行動することにより、優れた業績を達成できると確信し
ています。

6河口真理子© ALL RIGHTS RESERVED 

出所）以下Blackrockウェブサイトより抜粋
LETTER TO CEO 2018: A Sense of Purpose | 会社情報 | ブラックロック・ジャパン株式会社 (blackrock.com)
ラリー・フィンク 2022 letter to CEOs: 資本主義の力 | ブラックロック・ジャパン株式会社 (blackrock.com)

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/about-us/ceo-letter-2018
https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/2022-larry-fink-ceo-letter


世界の投資市場：ＰＲＩが加速するＥＳＧ投資市場の成長
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ＥＳＧ投資市場のプラットフォーム2006年にPRI(Principles for Responsible Investment,責任投資原則)が発足。

署名機関は4777機関、うち日本は105機関（2022年2月14日現在）。世界の主要な資産所有者（年金基金など）と
運用会社は署名しており、すでにデファクトスタンダード。⇒2020年世界の運用資産の36％がESG投資に（ 出所

GSIA‘Global Sustainable Investment Review 2020

PRIの前文： 機関投資家としての我々は委託者の長期的利益を最大化するよう行動する責任がある。この受託者責任の役割を
果たすうえで、我々は環境、社会、ガバナンス（E、S、G）の諸課題が、投資ポートフォリオのパフォーマンスに影響を及ぼすと信じてい
る。また この原則に署名することにより、投資家がより広範な社会の目的にむけて協業できると認識している。

PRI署名機関数と運用資産額の推移

河口真理子© ALL RIGHTS RESERVED 出所）PRI“ A Blue Print for Responsible Investment” PRI ‘Investing with SDG Outcomes’ PRI Signatory directory
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1.私たちは投資分析と意志決定のプロセスに
ESG の課題を組み込みます。

2.私たちは活動的な（株式）所有者になり、
（株式の）所有方針と（株式の）所有慣習に
ESG 問題を組み入れます。

3.私たちは、投資対象の主体に対して ESG の
課題について適切な開示を求めます。

4.私たちは、資産運用業界において本原則が受
け入れられ、実行に移されるように働きかけ
を行います。

5.私たちは、本原則を実行する際の効果を高め
るために、協働します。

6.私たちは、本原則の実行に関する活動状況や
進捗状況に関して報告します。

PRIの6原則



消費者意識の2016→2019の変化

© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子 8消費者庁委託調査 インテージ「倫理的消費（エシカル消費）」に関する消費者意識調査報告書」2020.2.28 回答数全国2803人 調査期間 2月19日～2月25日

エシカル消費に対するイメージ
エシカル消費に対する興味の有無：６割興味あり

エシカル消費の実践：36%が実践

「良くわからない」
から

「これからの時代に
必要」に
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© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子 10出所）中静透「地球環境とその解決に向けた最近の動向」２０２１．４．６CDP報告会レジメをもとに作成

等比級数
的な人口
増にほぼ
連動
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その結果：地球の環境容量を超えてしまった人間活動

• １９７０年代初頭以降、人類は地球の生産
量以上を消費し続けており、その差は広
がっている。

• 2019年 私たちは地球が1年間に生産でき
る範囲の1.6倍を使ってしまっている（エコ
フットプリント）。

• 2020年の予測では、コロナによる経済活動
の制限により10％程度削減するとされる。

• 非意図的であっても、経済活動を抑えれば、
エコフットプリントは減少する。

• 意図的に戦略的に削減しなければならない。

（出所）ＷＷＦ「生きている地球レポート2020」生きている地球レポート (wwf.or.jp)

（出所）ＷＷＦ「日本のエコロジカルフットプリント 2017年最新版

地球が生産できる範囲の
1.6倍を人類は使ってし

まっている（エコフット
プリント）

河口真理子© ALL RIGHTS RESERVED 

https://www.wwf.or.jp/activities/data/lpr20_01.pdf
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• 人間の影響が、大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことは疑う余地がない。
• 二酸化炭素の大気中濃度は410ppm(工業化前より+47％) メタンは1866ppm（+156%)高い。
• 人為起源の気候変動は、世界中のすべての地域で、多くの気象及び気候の極端現象*に既に影響を及ぼしてい

る。
• *）熱波と干ばつの同時発生、火災の発生しやすい気象条件（高温、乾燥、強風)、複合的な洪水（極端な降雨）や河川氾濫と高潮の組み合わせ）など。

• 2080－2100年の世界の平均気温は、+1.4℃～+4.4℃ 上がると予想される。
• 2040年時点では+1.5℃をむかえる。
• しかし、現在の温室効果ガス排出水準が続くと約10年で+1.5度を迎える。

出所） 環境省 2021.08.9：「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 6 次評価報告書第 1 作業部会報告書（自然科学
的根拠）政策決定者向け要約（SPM）の概要（ヘッドライン・ステートメント)」及び「気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）第 6 次評価報告書第 1 作業部会報告書（自然科学的根拠）と従来の IPCC 報告書の政策決定者向け要約（SPM）に
おける主な評価」より作成

地球の気候のこれから：IPCC第6次評価報告書(2021.8.9)

人類は過去6000年間、平均気温
11‐15℃で暮らしてきた。

BAUシナリオでは2070年に世界の陸
地の19%（人口の3割）の平均気温は
29℃以上（現在は地表の0.8%を占め

るサハラ砂漠）並みになる可能性が
ある。

出所）Future of the Climate Niche Future of the human climate niche 
| PNAS

コロナ禍の
2020年の削減

は戦後最大の
5.8％

https://www.pnas.org/content/117/21/11350


地球と海と私たちの水: 広大な海洋もはかない存在。淡水はさらに貴重。
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地球上の淡水量：３,６００万㎦

直径にすると約４００㎞

地球上の飲料水：１８万㎦

直径にすると約７０㎞

地球上の総水量：１３億８,０００万㎦

直径にすると約1,４００㎞

地球の直径：約１万３,０００㎞

（出所）山本良一編 『みずものがたり』 ダイヤモンド社（2008年） pp.18-20 より大和総研作成

河口真理子© ALL RIGHTS RESERVED 大和総研 河口真理子レジメ



しかし、その海に人間がしていることは？

© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子 14大和総研 河口真理子レジメを基に作成

一線を越えようとしている漁業資源の減
少、海洋酸性化の程度、海洋に投棄され
たプラスチックの量のどれを見ても、良
識のある人なら、もう時間はなく、すぐ
にでも行動を起こす必要があると結論づ

けられるはずです”―

世界初の海洋に関する国連会議Ocean 
Conference（国連海洋会議）2017

ピーター・トムソン71回国連総会議長挨拶
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人間活動の肥大化の結果：気候変動激化だけでなく、生物多様性が失われている

出所）WWFジャパン資料

¾の陸上環境は農地、コンクリート被覆地、ダム貯水池などに変換さ
れ、２/３の海洋環境は累積的な影響化にあり、湿地の88％は消滅した。

報告書で評価した動物と植物の種群のうち平均２５％（百万
種）が絶滅の危機にある。 以上出所）IPBES報告書、2019

1997年～2011年の間に土地利用の改編により失われ
たエコシステムサービスは年間4～20兆ドル

天然林は、2010年～2015年の間650万ヘクタール減
少（(英国の面積以上が5年で消えた）

マングローブは、1980年～2005年の間に20％消滅、天然の
湿地は1970年～2015年で35％減少。（以上出所） OECD
Biodiversity:Finance and the Economic and Business Cases’ 2019

世界のGDPの半分以上を占める44兆ドルは生態系に依存。１ド
ルの自然保全投資は９ドルを生む。

世界の職業の3/4は水に依存、貧困層の６割は農業に従事

以上出所）World Economic Forum, PwC  ‘Nature Risk Rising’ Jan 2020」
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コロナは、貧富の差の拡大をもたらしている。

©河口真理子 ALL RIGHTS RESERVED 

2020年世界の最も富める２１５３人は所得の低い４６億人よ
り多くの資産を持っている。
出所） Oxfam Press release ‘World’s billionaires have more wealth than 4.6 billion people’ Jan,20, 2020 

世界的に非正規の労働者20億人で、労働人口の61％を占めている。彼
らの8割がコロナにより平均で6割収入が低下深刻な影響をうけている。
出所）国連大学 Marty Chen  2020年8月ブログ https://www.wider.unu.edu/publication/covid-19-intensifies-global-need-support-
informal-workers-their-struggle?utm_source=INSIGHTS+EN+%E2%80%93+Main&utm_campaign=85882c7aba-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_10_18&utm_medium=email&utm_term=0_4fe4b1ce6d-85882c7aba-181874186

2021年世界の富豪トップ１０の資産はコロナ禍において、2020年の
7000億ドルから2021年1.5兆ドルへ倍増。これは、貧困層31億人の資
産の6倍を上回る。 一方で新たに1億6000万人以上が新たに貧困状
態に陥った。出所）Oxfam Briefing Paper ‘Inequality Kills ’ Jan 17,2022



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
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© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子 17



この3世紀で人類の活動は級数的に広がった。しかし地球の寿命（46億年）を1年に換算すると

©河口真理子 ALL RIGHTS RESERVED 



地球

人間社会

経済

本当は、こうなのに 経済人の頭の中はこうでは？

サステナブルな人間社会へのパラダイムシフトが必要

19

地球
経済

近代化

人間
社会

SDGs/パリ協定

©河口真理子 ALL RIGHTS RESERVED 

５年１０年単位の
尺度ではない１０
０年～１０００年
単位の発想が必要



人権尊重：ビジ
ネスと人権に関
する指導原則
（UNGP)
• 企業の責務として
果たす人権尊重の
仕組み

2つの地球環境危機
への取り組み：

• 脱炭素社会への転換

• 生物多様性の重視

• 気候変動と生物多様性
の融合

SDGｓ
• 経済・社会・環
境 の融合

20

2015年以降 20世紀型の経済の仕組み・社会構造の転換が始まる

© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子
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2020年 日本で「ビジネスと人権に関する」行動計画策定される。

21年12月 経団連 企業行動憲章を改訂 人権の取り組みを明記

2011年 ラギー報告を実施するための原則「ビジネスと人権に関する指導原則（ＵＮＧＰ）」が国連で全会一致で承認。

人権を守るため、国家の義務・企業の責任・救済へのア
クセスが明記され、人権の取り組の基本とされる。

毎年実効性を高めるため、ジュネーブで国連ビジネスと
人権フォーラムが開催される。

各国に国別行動計画(National Action Plan:NAP)策定を要
請

2008年 国連事務総長特別代表ジョン・ラギー氏による「国際連合『保護、尊重及び救済』枠組（ラギー報告）」が国連人権理事会にて承認される。

2010年ISO26000（社会的責任に関する手引き）にラギー報告が取り入れられる。

2000年に発足した国連グローバルコンパクト（ＵＮＧＣ）では企業が守るべき4つの柱（人権、労働、環境、腐敗防
止）の一つに。

人権は1948年の「世界人権宣言」で人間社会が追求すべき普遍的価値と位置付けられ、従来公的セクター（国際機関、国や地方行政）の責任で尊重・保護・
解決すべき問題とされてきた。しかし、企業、とくに多国籍企業活動による人権問題がグローバル経済の拡大において深刻になる中で、企業の責任としての

人権問題がクローズアップされてきた。

人権：ビジネスにおける重要性が高まる
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ご参考）

環境破壊によ
る被害や、サ
プライチェー
ンにおける人
権尊重が重要

に。
経団連は2021
年12月に企業

行動憲章を改
訂し、人権の
取り組みを追
加。さらに取
り組むための
ハンドブック
を作成。
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ご参考）

特
に
食
関
係
は
要
注
意



気候変動と生物多様性への国際対策の並走

気候変動

生物多様性

2015年

パリ協定が成立

2021年

グラスゴー合意

2022年

1992年

国連気候変動枠組条約
（UNFCCC）が成立

1992年

生物多様性条約
（CBD）が成立

ポスト2020生物
多様性枠組
（GBF）成立？

24

2010年

愛知目標が成立
→しかし2020年時点で達成で
きず

出所） WWFジャパン山岸氏レジメ「COP26からCOP15へ」をもとに作成

© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子



25

出所）令和3年3月31日気候変動対策推進のための有識者会議（第1回）参考資料３

©河口真理子 ALL RIGHTS RESERVED 

気候変動の取り組み：2015年、京都議定書の後継として策定されたパリ協定
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2021年︓グラスゴー合意

2℃ 1.5℃から へシフト
世界全体の目標が、

もう一度、2030年目標について、各国に対して
見直してかつ強化することを要請（必要に応じて）

でも、このままだと
2.7℃

石炭火発の減少、化石燃料補助金廃止への言及

グラスゴー気候合意

パリ協定のルールブックの完成（パリ協定6条と呼ばれ
る市場メカニズムなど）

出所） WWFジャパン山岸氏「COP26からCOP15へ」レジメ



COP26 COP15から へ 27

気候変動と「自然」「生物多様性保全」との連携

気候変動に対処するための行動を起こす際に、すべての生
態系（森林、海洋及び雪氷圏を含む。）の本来のままの状
態における保全及び生物多様性の保全（「母なる地球 」
として一部の文化によって認められるもの）を確保するこ
との重要性に留意し、並びに「気候の正義」の概念の一部
の者にとっての重要性に留意し、

COP決定1およびCMA決定1の前文（環境省暫定訳）

生物多様性COP15へ向けて、協働の重視 「自然を基盤とした解決策」
（Nature-based Solutions）の台頭

（出所） IUCN (2021). 自然に根ざした解決策に関するIUCN世界標準. 
NbSの検証、デザイン、規模拡大に関するユーザーフレンド
リーな枠組み. 初版. グランスイス: IUCN

森林・土地利用に関するグラスゴー首脳宣言

• 「森林減少および土地劣化を2030年までに止め、（傾向
を）反転させる」ことを約束。

• 発表時点で120弱の国々が参加。その後終了までに増え
て、141か国が参加。日本含む。

出所） WWFジャパン山岸氏「COP26からCOP15へ」レジメ
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生物多様性のGBF1次ドラフトから読み取れること

（出所） 自然環境部会生物多様性国家戦略小委員会（第1回）（2021年11月26日） 資料1参考

2030年ミッション
「生物多様性を回復の軌道にせるために」
 ネイチャー・ポジティブが目標になりつつある

2030年ターゲット・目標4
「陸域／海域の重要地域を中心に30％保全」
 いわゆる「30 by 30」目標。OECM。

2030年ターゲット・目標15
「全てのビジネスが生物多様性への依存及び影響を
評価・報告・対処し、悪影響を半減」
 企業に情報開示や目標設定が求められる

2030年ターゲット・目標8
「年100億トンCO2相当分の緩和を含め、生態系に
より気候変動に対する緩和・適応に貢献」
 気候変動対策との同時解決

出所） WWFジャパン山岸氏「COP26からCOP15へ」レジメ



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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食の課題・食への批判・期待とは？

（一次産業・食への注目＋圧力＋期待）⤴

社会課題 ＝

人権× 生物多様性× 気候変動

© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子 30



© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子 31出所）The world has lost one-third of its forest, but an end of deforestation is possible - Our World in Data

地球上の29％が陸地。
陸地の71%が生息可能地
そのうち森林は38％、農
業関係は46％（耕作地

15％放牧地31%）都市１％
14%野生の草原その他。

森林比率
57％（1万年前）
52％（1700AD）
48％（1900AD)
38％（2018AD)

・・人間が農耕を始めてか
ら世界の森林は1/3減少。

現在農耕地は生息可能地の
46%に

そして土壌はCo2の吸収源

陸地における人類の活動の広がり：地球環境を占有！？

森
か
ら
牧
草
地
へ

https://ourworldindata.org/world-lost-one-third-forests


その結果、現在食と農業が与える環境負荷は？

© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子 32

出所）Environmental impacts of food production, Hannah Ritchie and Max Roser, Last major revision in June 2021, Our World in Data

温室効果ガ
スの26％

土地利用の
50％

淡水利用の
70％

海洋と淡水
の不要栄養
価化の78％

哺乳類の
94％が家畜
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出所）IGES 田村堅太郎 レジメ「IPCC特別報告書『気候変動と土地』『海洋・雪氷圏』」
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出所）農林水産省「食料・農林水産業の気候変動リスク・機会に関する情報開示入門」2021.6

「一次産
業・食」が
環境問題の
元凶となる
一方、気候
変動と生物
多様性の喪
失の被害を
大きく受け
るのも

「一次産業
と食」。
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気候変動が一段と激化する2050年に100億人を食べさせるためは

35

Planetary Health Diet
地球環境と人の健康の制約を前提に、世界16カ国37人の研究者グ
ループが、科学的根拠が科学的根拠に基づき、食事と食糧システム
のあるべき形と解決方法を全人類に向けて提示した世界初のガイド
ライン。 （EAT-Lancet委員会）

出所） EAT-Lancet Commission Summary Report ‘Food Planet Health’ 2019.1

• 平均2,500キロカロリー/日
• 植物性食品：野菜300g、果物

200g、全粒粉232ｇ
• 動物性食品：牛豚ラム：14g, 

鶏肉29ｇ、鶏卵13ｇ 魚介類
28ｇ、豆類75ｇ ナッツ50ｇ

• 油脂： 不飽和脂肪40ｇ 豊
和脂肪11.8ｇ

地球の制約と人の健康

果たして可能なのか？



食ロスの温暖化影響：温室効果ガスの８％！
 世界で生産される農産物・食品のうち食べられずに廃棄される（食ロス）は全体の1/３を占める。FAOの調査によると、2011年の食ロスのカーボンフット

プリントは、3.6GtCO2（さらに、森林破壊と土壌から排出の0.8GtCo2を加えると4.4GtCo2)で,約８％を占め、国家の排出量との比較では、中国、
米国に次いで3番目に大きい。食ロスの経済的価値は、936億米ドル（インドネシア、オランダ並みのGDP)の規模となる。

 食材ごとの食ロスのカーボンフットプリントをみると、シリアル、野菜、肉で全体の3/４を占めている。

 バリューチェーンのプロセスごとにみると、食ロスが最も発生するのは生産段階（3割以上）と収穫・貯蔵（1/4）であるが、最もカーボンフットプリントが大き
いのは、消費段階で、全体の1/3をしめる。

 一人当たり食ロスのカーボンフットプリントは、北米オセアニアが860kgCO2, 東アジア(810)、欧州(680kg)、南・東南アジア(200kg)。ちなみに IGES
の調査によると日本人一人当たりのカーボンフットプリントは7600kgCO2とされるので、食ロスはその1割強と考えられる。

 出所）FAO’Food wastage footprint & Climate Change’, IGES他「1.5℃ライフスタイル」2020
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国連の世界食料安全保障委員会（CFS）「食料システム・栄養に関する自主的ガイドライン」策定

 CFSは全ての形態の飢餓や栄養不足をゼロにするために、各国が活用すべき国の食料システム・栄養に
関する自主的ガイドラインを策定。（2021年2月11日）

自主的ガイドラインの7原則
• 透明で説明責任のあるガバナンス

• 持続可能なフードサプライチェーン

• 持続可能な食料システムを通じた健康的な食への平等で公正なアクセス

• 持続可能な食料システムを通じた食の安全性

• 栄養に関する知識、学習と情報

• ジェンダー平等と女性エンパワーメント

• 人道主義にもとづいたレジリエントな食料システムの構築

© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子 37

出所）FAO CFS Members endorse new Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition
http://www.fao.org/news/story/en/item/1373942/icode/
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出所）農林水産省 『「みどりの⾷料システム戦略」の検討状況と策定に当たっての考え⽅』令和3年3月
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持続可能な生産消費形態を確保する
 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。

 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を
半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。

 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、
環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響
を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。

 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物
の発生を大幅に削減する。

 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和
したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。

 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持
続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。

フードロ
ス

持続可能な
漁業や林業

有害化学
物質の管
理強化

エシカル消
費が当たり
前に

「旅の恥はかき捨て」から「立つ鳥跡を濁さ
ず」へ

（出所） 外務省「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」 仮訳 をもとに作成f

）

原材料、生産から消費にいたる、経済のバリューチェーン全体にサステナビリティを組み込む

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/entakukaigi_dai1/siryou2-2.pdf
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コアソーシャル指標
D1   人権尊重のコミットメント
D2   労働者の人権尊重へのコミットメント
D3   人権リスクと影響の特定
D4   人権リスクと影響の評価
D5   人権に関するリスクおよび影響評価の統合

とその実施
D6   影響を受ける、または受ける可能性のある

ステークホルダーとの関わり
D7   労働者のための苦情処理メカニズム
D8   外部の個人やコミュニティに対する苦情処理

メカニズム
D9   健康と安全の基礎
D10 生活賃金の基礎
D11 労働時間の基礎
D12 団体交渉の基礎
D13 労働力の多様性に関する情報開示の基礎
D14 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの基礎
D15 個人情報保護の基礎
D16 責任ある税の基礎
D17 贈収賄防止と汚職防止の基礎
D18 責任あるロビー活動と政治的関与の基礎

トランスフォーメーション特有のソーシャルインクルージョン指標
D19 児童労働
D20 強制労働
D21 生活賃金
D23 社会的弱者の健康と安全
D24 土地の権利

栄養指標
C1   健康的な食品の入手可能性
C2   健康的な食品へのアクセスと購入可能性
C3   明確で透明性のあるラベル
C4   責任あるマーケティング
C5   従業員の栄養
C6   食品の安全性

ガバナンスと戦略指標
A1   持続可能な開発戦略
A2   持続可能な開発に向けたガバナンスと

説明責任
A3   ステークホルダーエンゲージメント

環境指標
B1   スコープ1＋2 GHG排出
B2   スコープ3 GHG排出
B3   陸上の自然生態系の保護
B4   持続可能な漁業と水産養殖
B5   タンパク質の多様化
B6   土壌の健康と農業生物多様性
B7   肥料と農薬の使用
B8   水使用量
B9   フードロス＆廃棄物
B10 プラスチックの使用と包装材の廃棄
B11 アニマルウェルフェア
B12 抗生物質の使用と成長促進物質

2021年9月 SDGs推進を目的とする国際NGOのWorld Benchmarking Alliance（WBA）は主に投資家向けに、農業・
食品産業350社のサステナビリティ評価の「食料・農業ベンチマーク（Food and Agriculture Benchmark）公表。

投資家による 食品会社評価-１ World BenchMark Allianceの評価指標

日本企業33社のうち
上位10社象日本企業33社
のうち上位10社
1. キリンホールディングス31位
2. 明治ホールディングス54位
3. 住友化学が60位
4. アサヒグループホールディング

ス61位
5. 不二製油グループ本社65位
6. サントリーホールディングス84

位
7. 味の素90位
8. 伊藤忠商事102位、
9. セブン&アイ・ホールディングス

121位
10.クボタ124位

出所） WBA ‘Food and Agriculture Benchmark 2021’ をもとに作成
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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

© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子 45

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
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<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

河口真理子© ALL RIGHTS RESERVED 



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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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

59

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/


ＦＩＮ
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「来所を知る」

ご清聴ありがとうございました


	　　　2022年2月21日�　　　　　　　　　　　不二製油グループ本社CEO補佐/立教大学　21世紀社会デザイン研究科特任教授　�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河口眞理子
	今日お話しすること
	2015年から「価値」の大変革が現れ始めた
	資本主義の再定義　米国：ビジネス・ラウンドテーブル（経営者団体）
	スライド番号 5
	投資家の　企業観の変化：　 BlackRock  Larry Fink’s  Annual　Letter to CEOs 
	世界の投資市場：ＰＲＩが加速するＥＳＧ投資市場の成長
	消費者意識の2016→2019の変化
	今日お話しすること
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	地球の気候のこれから：IPCC第6次評価報告書(2021.8.9)
	地球と海と私たちの水: 広大な海洋もはかない存在。淡水はさらに貴重。
	しかし、その海に人間がしていることは？
	スライド番号 15
	コロナは、貧富の差の拡大をもたらしている。
	今日お話しすること
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	2015年以降　20世紀型の経済の仕組み・社会構造の転換が始まる
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	気候変動と生物多様性への国際対策の並走
	スライド番号 25
	2021年：グラスゴー合意
	気候変動と「自然」「生物多様性保全」との連携
	生物多様性のGBF1次ドラフトから読み取れること
	今日お話しすること
	食の課題・食への批判・期待とは？�
	スライド番号 31
	その結果、現在食と農業が与える環境負荷は？
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	気候変動が一段と激化する2050年に100億人を食べさせるためは　
	食ロスの温暖化影響：温室効果ガスの８％！
	国連の世界食料安全保障委員会（CFS）「食料システム・栄養に関する自主的ガイドライン」策定
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	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
	今日お話しすること
	：農業・食の在り方の大転換��
	世界の食の消費トレンド
	COP26にて、食システム転換の取り組みが始まる　
	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）
	代替タンパク戦略：ユニリーバの FuTure FOOds
	スライド番号 50
	小売りからの取り組み：カルフール「Food Transition Pact」
	身近な　ファストフード　でも転換が始まっている
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	「Tカードみんなのエシカルフードラボ」発足
	活用スキーム
	（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
	最後に：　　日本人の食生活の変化
	ＦＩＮ　

