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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
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7

8
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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).
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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。




