
© 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？
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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』」



© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子 34
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

© ALL RIGHTS RESERVED 河口真理子 36



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
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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


