
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



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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© 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

 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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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
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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
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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


