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⾃⼰紹介

企業・⾦融機関

サステナビリティ経営・ESG⾦融コンサルタント
・東証プライム上場企業や⼤⼿⾦融機関クライアント
・スタートアップ企業やVCの顧問
・社外取締役（東証グロース上場・バリュエンスHD）

中央省庁

⾃治体

農林⽔産省
• ⾷料・農業・農村政策審議会（企画部会地球環境⼩委員
会）専⾨委員

• 農林⽔産技術会議事務局海外異分野動向調査アドバイ
ザリーボード委員

• フードサプライチェーンにおける脱炭素化の⾒える化に
関する検討会委員

• フードサプライチェーンの⾒える化実証・実証⽀援に関
する検討会委員

環境省
• 環境基本計画「基本的事項」に関する検討会委員
• ESGファイナンス・アワード・ジャパン選定委員
• 21世紀⾦融⾏動原則（環境⼤⾂賞）選定委員
厚⽣労働省
• ⾃然に健康になれる持続可能な⾷環境づくりの推進に向
けた検討会構成員

北海道 2050年北海道温室効果ガス排出量実質ゼロに向けた
懇話会委員

根室市 根室市創⽣有識者会議委員
姫路市 市⻑アドバイザー

メディア・講演

・テレビ・ラジオ・新聞・雑誌で解説を担当
・世界銀⾏、国連⼤学、EU、⾃⺠党、⽴憲⺠主党、⽇弁連、
公認会計⼠協会、⽇本監査役協会、成⽥国際空港株式会
社等で講演

NGO

国際環境NGOウォーターエイドジャパン理事
⼀般社団法⼈MASHING UP理事

スポーツ界

Jリーグ特任理事（⾮常勤）
・主にサステナビリティ関連担当

信州⼤学グリーン社会協創機構特任教授
東京⼤学教養学部（国際関係論専攻）卒、サンダーバード・グローバル経営⼤学院MBA、

ハーバード⼤学サステナビリティ専攻修⼠

国際会議

ハーグ宇宙資源ガバナンスWG社会経済パネル委員
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BOOKS
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サステナビリティを巡る昨今の動きサステナビリティを巡る昨今の動き

農業・⾷品業界の４⼤リスク

今後の⽅向性

アジェンダ
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2022年には⾷料価格が⼤幅に⾼騰

Source: FAO

 パンデミック
• ⽣産量減少
• サプライチェーン混乱

 ウクライナ戦争
• 出荷量減少
• エネルギー価格⾼騰
• 肥料⾼騰

 熱波・旱魃
• ⽣産量減少
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栄養不⾜⼈⼝は2015年以降今後⼤きく増加してきている

Source︓WFP
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2022年には農林⽔産省が⾷料供給リスクを包括分析した

Source: 農林水産省



Neural Inc. All rights reserved.8

⻑期的には気候変動によるリスクが拡⼤していく

Source: 農林水産省
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ESGはメガトレンドに着⽬している

Source︓EIU
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ESGにコミットする機関投資家の数は急増している

運用資産総額（兆米ドル） 署名機関数

署名機関数

アセットオーナー署名機関数

署名機関の運用資産総額

アセットオーナーの運用資産総額

Source︓PRI

2020年︓世界36%、欧州42%、北⽶33%、⽇本24%2020年︓世界36%、欧州42%、北⽶33%、⽇本24%

PRI（国連責任投資原則）の署名機関数
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農業・⾷品では、幅広い将来リスクがチェックされている

農業 ⾷品加⼯ ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ ﾋﾞｰﾙ醸造 ⾷品⼩売 総合⼩売

⽔ストレス 13.4% 13.3% 14.4% 18.6%

⽣物多様性・⼟地利⽤ 13.4%

製品カーボンフットプリント 10.3% 6.6% 7.8% 9.6% 7.9% 6.2%

包装・容器の資源・廃棄物 9.7% 9.8% 9.4%

原材料調達 8.9% 7.0% 6.2%

有害廃棄物 0.2% 0.1% 0.2%

クリーンテックの機会 0.2%

栄養・健康の機会 12.3% 14.4% 2.3% 7.3% 6.1%

製品の安全性・品質 0.2% 12.6% 12.8% 17.6% 14.7% 9.7%

労働安全衛⽣ 5.7% 2.0% 6.9% 9.4%

プライバシー・データセキュリティ 14.7% 13.2%

サプライチェーンの労働基準 11.5% 1.0% 1.0% 0.6% 12.8%

労働慣⾏ 0.2% 14.7% 12.8%

⼈材開発 0.5% 0.1%

地域との関係 11.3%

責任ある投資 0.1%

ガバナンス 33.2% 33.1% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0%

MSCIの⾷品関連企業のESG評価ウエイト
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WBAが策定した国際的な⾷料・農業評価の構成要素

Source: WBA
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サステナビリティを巡る昨今の動き

農業・⾷品業界の４⼤リスク

今後の⽅向性

アジェンダ
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① 気候変動
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2022年の世界経済フォーラム・グローバルリスクレポート

Source: WEF

リスク認識は世界のメガトレンドの「鏡」リスク認識は世界のメガトレンドの「鏡」

気候変動対策の失敗

異常気象

⽣物多様性の喪失

⼈為的な環境破壊

天然資源危機

社会分断

⽣計危機

感染症

債務危機

地政学的な対⽴
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気候変動により収量の低下の予測

Source︓IPCC (2019)

2070年から2099年の穀物⽣産量の変化（窒素ストレスあり）

とうもろこし

⽶

⼩⻨

⼤⾖



Neural Inc. All rights reserved.17

⼤都市部を中⼼に⽇本でもリスクが⾼まっていく

Source︓Aqueduct

2040年の⽔ストレス・リスク地図

「ウォーター・ポジティブ」の実現が急務「ウォーター・ポジティブ」の実現が急務
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気候変動には「緩和」と「適応」の双⽅の対策が必要
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⾷品業界は世界のGHG排出量の3分の1を占める

世界全体 先進国 途上国

⼟地 ｴﾈﾙｷﾞｰ 廃棄物産業

⼟地利⽤ ⽣産 輸送 加⼯
包装 ⼩売 消費 最終廃棄

外側の円

内側の円
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TCFDは「農業・⾷料・林産物」は最重要4業種として特定

Source︓TCFD

気候関連財務情報開⽰タスクフォース（TCFD）
で補⾜⼿引が⽤意された⾮⾦融セクター
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COP26グラスゴー⾦融同盟（GFANZ）が結成

Net‐zero
Asset Owner
Alliance

Net‐zero
Asset Managers

Net‐zero
Banking
Alliance

年⾦・保険 運⽤会社 銀⾏
2019年9⽉ 2020年12⽉ 2021年4⽉
73機関 273社 113社

1400兆円 8100兆円 9000兆円

全投融資・損保先に2050年カーボンニュートラルを要求

⽇本⽣命
第⼀⽣命
住友⽣命

明治安⽥⽣命
SOMPOHD

アセットマネジメントOne
ニッセイAM

三菱UFJ信託銀⾏、⽇興AM
三井住友トラストAM

野村AM
⼤和AM

三菱UFJ国際投信
東京海上AM
三井住友DSAM
SOMPO AM

MUFG
SMFG

三井住友トラストHD
みずほFG
野村HD

Net‐zero
Insurance
Alliance

損保
2021年6⽉

28社

‐
東京海上HD

MS&AD
SOMPOHD
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環境・社会リスク対策はサプライチェーンを通じて横展開

⼤
⼿
上
場
企
業

納
品
先

⼀
次
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー

⼆
次
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー

農
家
・
漁
師
・
畜
産
家

投資家

銀⾏・信⽤⾦庫・信⽤組合・保険会社

全ての地域、全ての規模の企業が当事者となる全ての地域、全ての規模の企業が当事者となる

バリューチェーン全体での要求構造
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2050年までのカーボンニュートラル宣⾔はすでにGDPの90%

Source︓Energy & Climate Intelligence Unit

緑︓法定⽬標、薄緑︓政策⽂書、⻩︓国際公約、⾚︓宣⾔
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今後世界の気温は何度上昇していくのか︖
世
界
の
年
間
CO
2排

出
量
(G
t）

過去

(2021年5⽉改訂版)

現状政策シナリオ

政府宣⾔シナリオ

2℃シナリオ

1.5℃シナリオ

131ヶ国カーボンニュート
ラル宣⾔シナリオ

Source: Climate Action Tracker
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② ⽣態系・⽣物多様性・⾃然資本
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プラネタリー・バウンダリーで考える

Source︓ストックホルム・レジリエンス・センター
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なぜ、⽣態系の破壊が⼈間社会を脅かすのか︖
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世界の中央銀⾏はすでに⽣態系破壊の経済リスクを発表
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⽣態系に関する業種毎のリスクはすでに特定されてきている

Source︓UNEP
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TNFDはベータ版初版が3⽉に発表。2023年に完成予定

Source︓TNFD
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③ ⼈権
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世界の強制労働⼈⼝は2300万⼈。巨⼤な⼈権問題

Source︓ILO
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企業は責務を果たすために何をしなければいけないの︖

11

22

33

国連ビジネスと⼈権に関する指導原則の企業への要求事項
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ビジネスと⼈権と⾔えば「ILO中核8条約」

⽇本では特に「外国技能実習⽣」が⼈権侵害と温床とも⾔われる

⾼額費⽤の渡航斡旋、⾝分証の会社管理、⽇本語だけの労働条件通知
などは「強制労働」に該当する

⾼額費⽤の渡航斡旋、⾝分証の会社管理、⽇本語だけの労働条件通知
などは「強制労働」に該当する
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EU環境・⼈権デューデリジェンスの⽴法化が進められている

Source: 経済産業省
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④ 栄養
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⽇本の⾷品⼤⼿の栄養観点の評価は低い

Source︓ATNI

国際的に「飽和脂肪酸」「糖分」「塩分」の含有減が求められている国際的に「飽和脂肪酸」「糖分」「塩分」の含有減が求められている

栄養アクセス財団（オランダ）の “ATNI2021”結果

 ※評価は、企業評価と製品評価の組み合わせ。製品評価は、⽶、加、英、独、仏、伊、蘭、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ロシア、オー
ストラリア、ニュージーランド、⽇本、中国、⾹港、フィリピン、タイ、インドネシア、ベトナム、ブラジル、南アフリカ、ナイジェリアの25市場。

 ※製品の栄養評価は、オーストラリア政府の「Health Star Rating (HRS)」で評価。評価項⽬は、カロリー、飽和脂肪、糖分、塩分、⾷物繊維、たんぱく質、
濃縮野菜・果物含有率、FVNL。

ガバナンス マーケティング総合評価
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サステナビリティを巡る昨今の動き

農業・⾷品業界の４⼤リスク

今後の⽅向性今後の⽅向性

アジェンダ
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農林⽔産省が「みどりの⾷料システム戦略」策定して先回り

Source︓農林⽔産省
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農林⽔産省は⾷品・農林⽔産業向けのTCFDガイダンス発⾏

Source︓農林⽔産省
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新技術カタログも発⾏した

Source︓農林⽔産省
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温室効果ガスの簡易排出シートも品⽬毎に作成中

Source︓農林⽔産省
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リジェネラティブ農業への転換を表明する企業が2020年に急増

リジェネラティブ農業 ＝ 無農薬、無化学肥料、不耕栽培、遺伝⼦組換えなし

⼤⼿企業は農業イノベーションに向けた巨額のR&D投資を加速させている⼤⼿企業は農業イノベーションに向けた巨額のR&D投資を加速させている

(2019) (2020) (2020) (2020)

(2020) (2020) (2020) (2020)
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栄養⾯は厚⽣労働省主導の企業イニシアチブが満を持して発⾜
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農林業のサステナビリティ向上に失敗したら何が起こるか

• ⾷品関連会社の株価の低迷。外国企業からの買収

• 国内の⾷料⾃給率の低下。海外輸出の低下

• ⻑期課題に対応できず農業・畜産業・⽔産業の⽣産減

• ⾷品価格の⾼騰。栄養低下

• 取引先の⾷品・⼩売企業との取引減少

企業・⾦融機関・政府のパートナーシップが不可⽋企業・⾦融機関・政府のパートナーシップが不可⽋
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