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フード・コミュニケーション・プロジェクト（FCP)
第２回 若手フォーラム

ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム（CGF）
の活動とサステナビリティーの取り組みについて

2022年7月29日

ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム 日本事務所

サステナビリティ、ヘルス＆ウェルネス担当 新藤理子



本日のアジェンダ

1. ザ・コンシュマーグッズ・フォーラム (CGF) について
2. CGFのコミットメント〜設立から１０年間の軌跡
3. グローバル戦略的組織と８つの行動連合〜行動と協働で人と地球にポジティブな変化

をもたらす
4. CGFにおけるサステナビリティの活動について〜環境サステナビリティの３つの行動連

合の紹介
5. 社会課題への取組み〜人権（強制労働排除）、持続可能な調達イニシアチブの紹介
6. 日本におけるCGFのサステナビリティの活動について



ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム（CGF）について
設立

2009年に、食品製造業、小売業とCEOのフォーラムの３つの国際団体が合併して設立

会員企業

世界の消費財リテーラーとメーカーとサービスプロバイダーを中心に、70か国以上から約
400社が加盟

日本からは、小売企業、飲料・食品メーカー、消費財メーカー、サービスプロバイダーを中
心に63社が加盟

運営

５６名のCEOからなる理事会が運営

取組み

世界の消費財リテーラーとメーカーが主要ステークホールダーと協働し、人々と地球そし
て会員企業のために、ネットワーク作りとベストプラクティス共有ためのプラットフォームを
提供する。

サステナビリティ、食品安全、健康、製品データの４つの非競争分野を柱とし、8つの行動
連合（プラスチック廃棄、食品廃棄、フォレストポジティブ、人権、持続可能な調達、より健
康的な生活のためのコラボレーション、食品安全、製品データの標準化）、1,500人を超え
る専門家と30以上のグローバルと地域のワーキンググループと専門プロジェクトを編成し、
非競争分野における社会的・環境的課題の解決に取り組んでいる。
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CGF理事会の共同議長

小売側：アリババCEO
メーカー側：コカコーラカンパニーCEO



CGFのグローバルと日本の年次イベント
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2022年6月21日-23日
＠ダブリン

食品安全サステナビリティ

ヘルス＆ウェルネス
2022年4月12日

＠東京

2022年10月27−28日
＠アムステルダム

2022年3月29−31日
＠バルセロナ

2023年6月7日-9日
＠京都
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CGF：環境・社会的サステナビリティへのコミットメント

CGF理事会決議事項

CGF理事会 Board of Directorsが各ピラーの課題 を
議論し、決議を採択した。

理事企業はCoA行動連合に入り、率先して行動するこ
とをコミットする。

環境的サステナビリティ決議

・2010年12月森林破壊に関する決議

・2010年12月冷媒に関する第1の決議（2016年終了）

・2015年6月 食品廃棄

・2016年10月 冷媒に関する第２の決議

社会的サステナビリティ決議

・2015年12月 強制労働

・2016年12月 コミットメント：

強制労働に関する「業界の優先的な３原則」

2020年以降の体制

行動連合へ

ü 各テーマにフォーカスする
ü メンバーが目標にコミットする
ü 具体的な計画をもとに行動、アジェン
ダを確実に加速させる

ü 活動進捗を報告、公表をする
ü 自社とサプライチェーンの全体最適
化

ü リージョンに広め、影響を拡大する



CGFグローバルの戦略的組織と活動目的
我々CGFでは、非競争分野における戦略的課題を
8つの行動連合を編成し、取り組んでいます。

食品安全 ヘルス＆

ウェルネス

Ø 会員企業と外部ステークホルダーで構成される行動連合は、地球環境と人々にポジティブな変化を引き起こす
ために必要な技術とツール、重要な実施サポートを提供します。

Ø グローバルイベントとラーニングメカニズムなどを通して、ネットワーキング、知識、ベストプラクティス、更にはそ
れらを拠有するためのプラットフォームを提供します。

社会的

サステナビリティ

環境的

サステナビリティ

サステナビリティ

プラスチック
廃棄物

⾷品
廃棄物

フォレスト
ポジティブ

⼈権〜
強制労働撲滅
の活動

SSCI Product DataCHLGFSI
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E2E VC
と標準化

SSCI: Sustainable Supply Chain Initiative 持続可能なサプライチェーンイニシアチブ
GFSI:  Global Food Safety Initiative グローバルフードセーフティーイニシアチブ
CHL: Collaboration for Healthier Lives より健康的な⽣活へのコラボレーション



Source: Geyer et al. (2017)

プラスチック生産量の急速な増加

世界のプラスチック生産(1950年〜2015年)
Annual plastic production
Million metric tonnes per year World



行動連合

プラスチック廃棄物
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プラごみ問題に向き合い、プラスチックが廃棄されない世の中を支援していきます。

線形型経済から循環型経済に移行するためには、生産、消費、再利用からリサイクル、廃棄に至るまで、プラスチックの使用につ

いてこれまでとは異なるアプローチが必要です。プラスチック廃棄物の問題は、企業、中央政府や地方自治体、多国籍企業、リサ

イクル業界および消費者間の世界的な協働があってこそ解決されると認識しています。

Ø 目的：現在のシステムではリサイクルされていないプラスチッ
クに対して、補完的なリサイクル「ループ」を提供することによ
り、リサイクル率を安全に向上させる。

Ø アプローチ：ケミカルリサイクルの安全なスケーリングのため
の共有ビジョンと原則を策定し、その影響を評価するための
環境調査を実施する。

Ø 目的： プラスチック包装の設計変更を広く採用し、
パッケージングが循環型に設計されていることを確実にする。

Ø アプローチ： リサイクルを促進する9つの「ゴールデンデザイン
ルール」を開発、採用する。

Ø 目的：包装材の拡大生産者責任（EPR）プログラムによる
リサイクルへの重要かつ効果的な支援を提供する。

Ø アプローチ： 最適なEPRのビジョンで一致し、14の優先市場に
おけるEPRの推進に焦点を当てた「Optimal EPR Hub」を召集
する。

ケミカル

リサイクル

デザイン

EPR 
拡大生産者責任
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PETのリサイクル価値を⾼める

剛性HDPEおよびPPのリサイクル価値を⾼める

B2B包装でバージンプラスチックを削減

オンパックのリサイクル⼿順を使⽤する

1

プラスチック包装から問題のある要素を除く2

余分なヘッドスペースを除く

プラスチックオーバーラップを減らす

3

4

PETトレイのリサイクル価値を⾼める

消費者向けフレキシブルパッケージングにおけるリサイクル
価値の向上

5

6

7

8

9

現在のリサイクルシステムで
⼤規模にリサイクルされる
包装タイプのリサイクル価値を⾼める

現在のリサイクルシステムで⼤規模に
リサイクルされてない包装タイプで、
将来的に価値が向上するリサイクル

問題のあるパッケージや
不要なパッケージを排除

B2B包装の環境性能を向上

消費者のコミュニケーションを改善する

⽬的 ゴールデンデザインルール

A

B

C

D

E

1 今⽇の規模でリサイクルされていない包装フォーマット/アプリケーションについては、材料の価値を⾼め、将来のリサイクルシステムの汚染を減らすためにゴール
デンデザインルールが開発されました。これらのシステムはまだ⼤規模に確⽴されていないので、このようなゴールデンデザインルールに従うことは、必ずしもパッ

ケージがEMF定義またはリサイクル性の他の国際的に受け⼊れられている定義に従ってリサイクル可能と定義されていることを意味するものではありません。

プラスチック廃棄物を減らし、リサイクル性を高める

９つのゴールデンデザインルールを策定



食品廃棄物の世界的な影響

Source: World Resources Institute (WRI).

1 in 9 8%

of all food 
is wasted
全食料の1/3が
廃棄されている

goes hungry 
around the world
世界で９人に1人が
飢餓に苦しんでいる

of greenhouse 
gas 

emissions
温室効果ガス
排出量の８％

economic 
losses 
per year
年間の経済的
損失額

1
3 $940bn $14:$1

return on 
investment 

ratio
投資収益率



行動連合

食品廃棄物
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2030年までに事業内で食品廃棄を半分にすることをコミットし、SDGターゲット12.3に沿ってサプライチェーンおよび顧

客レベルで の食品廃棄の削減に努め、消費者が家庭での食品廃棄を削減できるようにイノベーションを起こす。

CGFは、2015年からこの問題の改善に取り組んでおり、2015年食品廃棄物決議の発表、業界内の協働推進のため

チャンピオンズ12.3との提携、そして2020年の食品廃棄物行動連合の発足などを通じ、業界リーダーシップを発揮して

います。食品廃棄物の削減に野心的に取り組み、世界人口90億人を養うことができる未来を確保する用意のある企業

の団結を進めています。



食品廃棄の活動：CGFグローバルHP上の情報共有、発信等



パーム油 ⼤⾖ 紙パルプ
パッケージング

森林破壊の要因である４つのコモディティにフォーカス

ビーフ



2020年〜 実⾏の10年

• 投資家、政府、消費者、NGOなど行動を求
める複数の集団勢力

• GHG排出量や人権など複雑な課題とリスク
• サプライチェーンを含む事業運営による
プラスの影響

・ 集団的行動

• NGOなど行動を求める特定の勢力
• 森林破壊に焦点
• サプライチェーンのクリーンアップな
どのリスクマネジメントを重視

• 個社による行動

2020

2030

2010年代 2020年代

2010

決議：2020年までに
森林破壊ゼロ

フォレスト・
ポジティブ

行動連合編成



行動連合

フォレスト・ポジティブ
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CGFのフォレスト・ポジティブ行動連合は、森林破壊の原因となっている主要産品の生産・供給に積極的に影響を与えることに注力
しています。連合は変化理論セオリーオブチェンジに基づき、パーム油、大豆、パルプ・紙および包装、牛肉のコモディティのサプラ

イチェーンから森林破壊、森林の劣化・転用を取り除くよう、産品ごとに取り組む対策の概要をロードマップにまとめ体系的に取り

組みを進めています。各ロードマップの内容は、自社サプライチェーン管理、サプライチェーンを越えて関与する方法、より効果的な

協働と透明性を推進する方法などです。連合は、サプライチェーンのサステナビリティとグリーンエコノミーの発展に関連した行動と

進展の共有に向けて、各国政府、パートナー団体およびその他ステークホルダーとの協力に専心します。また、自社のサプライ

ヤーにもその生産プロセス全体を通じて同様の努力を求めたいと考えています。

戦略、技術パートナー:
人権連合と連携



世界における強制労働の現状



行動連合

人権 ~強制労働撲滅の活動 ~
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強制労働の撲滅に取り組む人権連合は、社会的責任に関する議論を前進させ、ポジティブな影響をもたらす行動の実施を支援できるユニークな立場にあります。

強制労働に関する業界初の決議であるCGFの強制労働に関する社会的決議（2015年）、および強制労働の主要因に取り組むためにCGFが基準として特定した

3項目から成る業界の優先的原則（PIPs)（2016年）とを指針とするコミットメントと行動をもって、このCEO主導型連合は、消費財業界全体ひいては世界中の働きが
いのある人間らしい労働条件（ディーセントな労働条件）の実現と、強制労働の撲滅に向けて取り組んでいます。

I.  すべての労働者は移動の自由が確保されるべきである。労働者が自由に移動する能力は、雇用者によって阻害されるべきではない。

II.  いかなる労働者も、仕事を得る見返りを支払わされるべきではない。採用や雇用に伴う 諸経費は、雇用者によって支払われるべきである。

III.  いかなる労働者も、借金を負わされたり、労働を強要されるべきではない。労働者は自由に労働し、自らの労働条件を確認し、合意通り定期的に支払

われるべきである。

グローバル連合3つの重点分野:

CGFメンバー個社事業における強制労働に焦点を当てた
人権DDシステム

マレーシアのパーム油サプライチェーンにおける人権DDシ
ステムの導入

キャパシティービルディングと政府へのアドボカシー活動を
通じて責任ある雇用市場の発展を支援する



サステナビリティ認証の現状

業界は多くの第３者機関
サステナビリティプログラム

に依存

増え続ける
サステナビリティー基準
（年間25の新しい標準）

基準のギャップと
欠陥
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信頼できる監査の重要性

https://www.wsj.com/articles/bans-on-forced-labor-goods-from-china-fuels-disputes-with-importers-11624881600

CBP当局者は、ユニクロの貨物の解放要求は、同社が新疆
から遠く離れた中国東部で縫い付けられたシャツが強制労働
で作られていないことを証明できなかったと述べ、提出文書を
否定した。

CBPは、ユニクロの提出書類における「多くの欠
陥（判読不能な購入契約や未署名、日付未記入
の中国税関申告を含む）」を挙げた。
同庁はユニクロに対し、タイムカードなどの書類を
提出し、綿を摘んだ労働者のスタブを支払うよう
求めていた。

https://www.wsj.com/articles/bans-on-forced-labor-goods-from-china-fuels-disputes-with-importers-11624881600


行動連合

持続可能なサプライチェーンイニシアチブ（SSCI）
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第三者監査および認証スキーム専用に設計されたSSCIの独立したベンチマーキング・プロセスは、業界のメンバーなら
びにサプライチェーンやサステナビリティの専門家、政府間組織およびNGOなどの外部ステークホルダーによって策定さ
れた基準に基づくものです。現在、3つのセクターで社会的コンプライアンスプログラムのベンチマークに焦点を当て活
動、今後はそのベンチマークを環境コンプライアンスプログラムにも拡大する予定です。
Ø 拡大させ、業界から選ばれるサステナビリティスキームにする

Ø 環境基準の導入し、第３者機関の信頼性を高める
Ø SSCIを普及させる
Ø 行政連携モデルを構築する

Ø ３つのスコープ： 製造・加工、一次生産（陸上農業・水産養殖）、海上事業（GSSIと連携）

スキーム管理基準
ガバナンス
• スキームガバナンス
• 範囲と目的
• インテグリティ・プログラム
• ロゴの使用とクレーム
• 基準の設定と維持管理
運用管理/システム
• 認定
• 審査法人との関係
• 審査員の能力
• プロトコル
• 監査レポート
• フォローアップアクション
• データ管理

社会的基準
管理システム
• 国内法の遵守
• 強制労働と児童労働禁止
• 結社の自由
• 差別、ハラスメント、虐待の禁止
• 健康と安全
• 建物と火災安全、緊急時の準備
• 賃金、福利厚生/雇用条件
• 労働時間/休憩時間
• 苦情処理の仕組み
• 企業倫理
• 化学管理
• コミュニティへの影響/責任ある
農業慣行

• 送還



連合間リンク

パーム油
ロードマップ

パーム油の
調達ガイドライン

政府のアドボカシーと
ステークホルダー・
エンゲージメント

コミュニケーションと
業界のポジショニング

⼈権擁護団体・
ランドライツ

Provides visibility of which sustainability 
standards companies can trust

⼈権連合（強制労働排除） フォレストポジティブ連合

持続可能なサプライチェーン（SSCI) 連合



HQs and Regional Activities
本部と地域活動

Office locations

America and 
Canada office

Washington, DC

Latin America 
Office

Bogota

Europe, Middle East, Africa 
and International HQ

Paris

China office
Shanghai

Japan & 
Asia-Pacific office

Tokyo
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日本におけるCGFの活動

フォレスト
ポジティブ

プラスチック
廃棄

⾷品ロス
廃棄

⼈権〜強制労
働排除の活動

CHLGFSI
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冷媒

WG

Japan Sustainability
Local Group

Steering Committee （25社）/ 共同議長制

GFSI Japan
Local Group

健康寿命延伸

WG

CGF日本
日系会員企業63社＋外資系会員企業38社

Japan CHL
Local Group

従業員の健康

WG

社会的

サステナビリティ

WG

Steering Committee （13社）/ 共同議長制Steering Committee（12社）/ 共同議長制

循環経済

WG
パーム油

WG
食品廃棄

WG
テクニカル

WG
行政連携

WG

コミュニケー

ション

WG

ナレッジ

シェアリング

WG

３つの分科会

■ CGFグローバルのサステナビリティー活動を日本で展開し、グローバルの目標と整合性をとりながら日本の課題をローカルメンバーで課題解決をす
る目的で2017年11月にローカルグループを編成。 現在12社からなるステアリングコミッティが４つのワーキンググループを運営している。共同議長は

日本生活協同組合連合会（小売側）、株式会社伊藤園（メーカー側）。活動参画企業数約29社。

⼤⾖勉強会
（進⾏中）



課題解決への手法とそのベネフィット

先進事例や

情報を共有し、
共に学び、
研究する

• グローバルの活動から先進事例、潮流をいち早
く学ぶ

• 国内メンバーの事例共有し、お互いに学ぶ
• 専門家、NGOを招き、勉強する

政府との対話、
提言

• 関連省庁から最新情報を聞き、意見交換をする
• 提言をする

ガイドラインの
策定

• 業界共通の指針というツールを提供することで、
個社では難しいサプライヤーへのアプローチを
容易にし、サプライヤーの課題解決を支援してい
く

認証、評価
モニタリング
手法を活用

• 導入、普及のためのフレームワークや実践的な
ツール（指標ツール、デューデリジェンスフレーム
ワーク、ロードマップ等）を活用する

連携して新たな
事業モデルを
構築する

• アカデミア、政府、NGO、地域コミュニティと連携
し、新たな仕組みを構築して共通の価値を創造
する

n 個社の活動促進支援
• SDGs、ESGの取組みの支援
• 企業レピュテーションの向上
• 他社との意見交換等で担当者
が新たなコネクションと気づきを
得る

n 業界への啓発、影響力
• サプライチェーン全体の最適化
• 政策、規制への関与

n 地域への貢献、消費者啓発

n 日本モデルの海外への普及
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5

日本CGFの具体的取り組み例
n 政府への提言・対話

ü （食品安全GFSI) 継続的に行政（農水省）と対話、農水省が推進す
る食品安全認証規格のGFSI承認取得への支援

ü （環境サステナビリティ） 冷媒、食品廃棄の各グループは行政と対話
をし、CGFの活動と課題に対し意見交換を実施

ü （社会サステナビリティ）外国人労働者に関する課題を研究するグ
ループとして関係省庁に紹介

ü 「持続可能な食料生産・消費のための官民円卓会議（農林水産省）」

ü 「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ（厚生労働省）」

n 先進事例の研究、情報共有から

の学び

ü （環境サステナビリティ） 消費財企業に
業種別プラスチック資源循環と戦略をまと
め専門誌に投稿（2018年)

ü （ヘルス＆ウェルネス） コロナ下における
従業員の安全安心の取組レポート
（2021年2月）

ü グローバル活動を学ぶ連続ウェビナー開
催。本部とグローバル企業登壇（2021年
6月〜11月）。

ü 食の根源的な課題を学ぶウェビナー開催。
消費者庁、農水省、FAO、WFP登壇。

ü ビジネスと人権に関する勉強会を継続的
に開催。農水省、投資機関、アカデミア、
NGO登壇。

n ガイドラインの策定、業界への啓発

ü （社会サステナビリティ） 人権デューデリジェンスーのフレーム
ワークを活用した進捗管理、サプライチェーンにおける技能実習生
の責任ある雇用に関するガイドラインを策定

n 新しい連携モデルの構築

ü (ヘルス＆ウェルネス） コミュニティにおける減塩の活動〜千
葉市と連携して取り組みを開始（2021年4月）

ü （環境サステナビリティ） 他団体と連携し、夏休み・冬休み子
供応援ボックスに参加、物資を提供（2021年7月、12月）
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ご清聴ありがとうございました。

ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム日本事務所

tokyo@theconsumergoodsforum.com
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