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I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

 持続可能な社会の実現に不可欠な食品産業

 食品産業をとりまく主なESG課題

 想定されるESG関連の事業機会・リスク、事業に対する正・負の影響
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食品産業をとりまくマクロ環境

日本においては人口減少と少子高齢化が進展する一方、世界全体では人口増加と経済発展が続き、2050年における
世界の食料需要量は2010年比で1.7倍となることが予測されている。

一方で、人間による活動は気候変動や生物多様性の喪失などを引き起こしている。生活や事業の基盤となる地球環境
は、環境汚染物質の排出、窒素やリンの循環、土地利用変化、生物の絶滅速度、気候変動といった複数の側面で、
既に人間が安全に活動できる境界（プラネタリー・バウンダリー）を超えるレベルに達していると指摘されている。

 こうした状況の中、国連の持続可能な開発目標（SDGs）の採択等を契機に、環境や社会の持続可能性に対する関心
が世界的に高まっている。日本においても、消費者のSDGsに対する認知率が大きく伸長している。今後、学校教育で
SDGsを学んだZ世代（1990年代半ば～2010年代初頭生まれの世代）が消費者や従業員の中核となっていくことから、
この傾向はより強まっていくことが想定される。

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

世界全体の品目別食料需要量の見通し

（出所）農林水産省（2018年）「2050年における世界の食料需給見通し
－世界の超長期食料需給予測システムによる予測結果－」

地球の限界（プラネタリー・バウンダリー）の超過 日本の消費者におけるSDGs認知率の推移

（出所）Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis 
in Persson et al 2022 and Steffen et al 2015（https://www.stockho
lmresilience.org/research/planetary-boundaries.html）に基づき
仮訳。

（出所） 企業広報戦略研究所（2021年）「2021年度 ESG/SDGs
に関する意識調査」（https://www.dentsuprc.co.jp/releasestopi
cs/news_releases/20210928.html）

環境汚染物質気候変動

生物圏の
一体性

土地利用変化

海洋酸性化

生物地球
科学的循環

リン 窒素

淡水利用

成層圏オゾンの破壊

大気エアロゾルの負荷
（定量評価されていない）

絶滅速度

生態系機能の消失
（定量評価されていない）

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.dentsuprc.co.jp/releasestopics/news_releases/20210928.html
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持続可能な社会の実現に不可欠な食品産業

食品産業は、原材料となる農林水産物の生産から、加工、輸送、消費に至るバリューチェーン全体において、地球環境、
経済、人々の健康、文化など、人間の生存に関するあらゆる側面に関わり、影響を与えている。2030年に向けた国連
の「持続可能な開発目標（SDGs）」においても、食品産業は17の国際目標すべてと関係している。

 2021年9月には、持続可能な食料システム※への転換がSDGsの達成のために必要不可欠であるとの考えに基づき、

「国連食料システムサミット」が開催された。同サミットの議長サマリー及び行動宣言では、中小企業から多国籍企業に
至るまで、食品企業が持続可能な社会を実現する上で重要な役割を担っていることが指摘されている。

※ 食料システムとは「農業、林業または漁業、及び食品産業に由来する食品の生産、集約、加工、流通、消費および廃棄に関するすべての範囲の関係者及びそれらの相互に関連する
付加価値活動、ならびにそれらが埋め込まれているより広い経済、社会及び自然環境を含むもの」とされている。

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

（参考文献） 国連食料システムサミット2021 ウェブサイト（https://www.un.org/en/food-systems-summit/sdgs）、国連食料システムサミットに関する国連事務総長による議長サマリー及び行動宣言

雇用の創出、食料ア
クセスの改善、健康
維持を通じて、貧困削
減に貢献できる。

長期的な飢餓の解決、
病気や極端な気象現
象などのショックへの
対処に不可欠。

あらゆる年齢層の
人々が健康を実現で
きるよう、十分な栄養
を支えることができる。

女性は男性より農地
所有者に占める割合
が少なく、食料不安に
直面する可能性は高
い。

生徒たちが学校で十
分に学ぶためには、
健康的でバランスのと
れた食生活が不可欠。

水資源の持続可能な
利用、アクセスの改善、
水質汚染の削減を実
現できる。

クリーンかつ再生可
能なエネルギー源へ
の投資が、環境負荷
の低減につながる。

働きがいのある雇用
の創出により人々の
所得を支えられる。

貧困の削減と雇用・
所得の提供により所
得格差の縮小に貢献
できる。

小規模製造業におけ
るイノベーションの拡
大とインフラへの投資
が、人々と地球に幅
広い利益をもたらせる。

食料価格の高騰に脆
弱な都市部の貧困層
にも十分な栄養を提
供できる。

食品廃棄物を削減し、
消費者による購入時
の賢明な選択を後押
しできる。

二酸化炭素やメタン
の排出削減により気
候変動の影響を軽減
できる。

農地拡大による森林
減少を減らし、健全な
陸上生態系を維持で
きる。

漁業を支える生態系
の健全性を保護し、
漁業の長期的な持続
性を確保できる。

家族、地域社会、国
家が直面する重大な
ストレスを軽減し、平
和が定着する土台を
整えることができる。

グローバルな取引を
通じて、世界中の地
域社会に具体的な利
益をもたらすことがで
きる

貧困 飢餓 保健

SDGsの17の国際目標に対する食品産業の貢献（例）

教育 ジェンダー

水・衛生 エネルギー 成長・雇用 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 不平等

都市 生産・消費 気候変動 海洋資源 陸上資源

平和 実施手段

https://www.un.org/en/food-systems-summit/sdgs
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SDGsとESG投資の関係

食品企業にとって、事業活動を通じてSDGsの達成に取り組むことは、原材料の安定確保や生産性の向上、地域社会
や取引先からの信頼向上、新たな市場の獲得などの機会になり得る。一方、SDGsを無視して事業活動を行うことは、
長期的に環境や社会の不安定化を招き、結果的に事業活動の持続可能性を揺るがすリスクになり得る。

 こうした状況の中、投資家や金融機関は、キャッシュフローや利益率などの財務情報に加えて、企業における環境
（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の要素を投融資の判断に組み込むESG投資・融資を推進

している。日本においては、我が国の公的年金積立金を管理・運用している年金積立金管理運用独立行政法人
（GPIF）が、2015年に国連責任投資原則（PRI）に署名したことを契機に、ESG投資が本格化した。

 GPIFは、「ESG投資において考慮されるESG課題とSDGsのゴールやターゲットは共通点も多く」、「SDGsが達成され、
持続可能な経済社会が実現することは、GPIFにとって、運用資産全体の長期的なリターン向上につながる」と説明して
いる。このように、食品企業を含む社会全体が目指すSDGsと投資家によるＥＳＧ投資は密接に関わっている。

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

（参考文献） 農林水産省 ウェブサイト（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/）、経済産業省（2019年）「SDGs経営ガイド」、
環境省（2020年）「すべての企業が持続的に発展するために‐持続可能な開発目標（SDGs）活用ガイド‐[第2版] 」

（出所） GPIF ウェブサイト（https://www.gpif.go.jp/esg-stw/esginvestments/）

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/
https://www.gpif.go.jp/esg-stw/esginvestments/
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食品産業をとりまく主なESG課題

食品産業はそのバリューチェーン全体で様々なESG課題と関連している。本報告書では、その中でも特に食品産業と
の関連が強く特徴的であると思われる課題（下記において太字・下線で示す課題）を取り扱う。

下記において赤字で示す課題は、食品産業の中でも幅広い業種・企業に関連し、共通して取組が必要と思われるもの
である。また、業種・企業等による違いはあるものの、近年、国内外で関心が高まっている「責任あるサプライチェーン」
と特に関連して取り上げられることが多い課題は、点線枠で囲み整理している。

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

（出所） 各種情報開示基準、投資家イニシアティブ、第三者評価基準で考慮されているESG課題に基づき作成。

※ 点線枠内のESG課題は、食品産業のサプライチェーンのみに関連する（自社と関連しない）ものではなく、業種や企業によって自社事業と直接関連する場合がある。反対に、
点線枠外のESG課題もサプライチェーンと関連しない（自社のみに関連する）ものではなく、原材料生産者やサプライヤーとの協働により対応できるものもある。

生物多様性の
問題に直接関連

ガバナンス（G）

環境（E）

社会（S）

気候変動

食品ロス抑制・食品廃棄物リサイクル

脱プラスチック、容器包装リサイクル

健康・栄養

贈収賄・汚職の防止

役員報酬

取締役の指名

水資源の保全

森林減少の抑制

持続可能な農業・水産業

人権尊重

アニマルウェルフェア、抗菌剤使用の抑制

ロビー活動・政治献金

税務戦略

サイバーセキュリティ ／など

責任あるサプライチェーン※
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気候変動の問題とは

 人間活動による温室効果ガス（GHG）排出量が増加した結果、大気中のGHG濃度が増加し、世界の平均気温は産業革命以前と比べて
約1℃上昇している。温暖化は、海面上昇や、高温や大雨などの極端な気象現象の強度・頻度の増加などの気候変動を引き起こしている。
今後対策が着実に実行されたとしても、少なくとも今世紀半ばまでは温暖化が続くと予測されている[1]。

 食品企業は気候変動による大きな影響を受けている。気候変動による農産物等の生産性・品質低下、気象災害の直接的被災、サプライ
チェーンの寸断等が既に発生している。地球温暖化の継続によって、将来的にこれらの影響がさらに深刻化することが指摘されており[2]、
食品企業においては、持続的な原材料調達先の確保（調達先の分散・切り替え、気候変動に強い品種の導入・開発など）や生産設備の災
害対策が必要となっている。

 一方で、食品企業の活動は、気候変動に対して大きな影響を与えている。世界の食料システム（土地利用変化、食料の生産・加工・流通・
調理・消費に関連するすべての要素）からのGHG排出量は、人間活動によるGHG総排出量の21～37%を占めると推計されている。食品
企業の場合、一般的に原材料の生産段階（スコープ3、カテゴリ1）のGHG排出量が特に多く、自社だけでなくサプライチェーンの全体を通
じたGHG排出量の削減が求められている。

 2021年に開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）では、各国政府が産業革命前と比べた世界の気温上昇を
1.5℃未満に抑える努力を追求することに合意した。この目標を達成するには、2050年頃までに、人間活動によるCO2排出量と吸収量を
差し引きゼロとすること（カーボンニュートラル）が必要であるとされており、日本政府は、GHG排出量を2030年に2013年比46%削減、
2050年に全体としてゼロにすることを掲げている。食品企業においても、このような政府目標を念頭において、自社のGHG排出削減に
向けた目標設定や取組を行うことが求められている。

（出所）IPCC（2019年）「土地関係特別報告書」

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

（出所）農林水産省（2021年）「農林水産省気候変動適応計画（概要）」, p.1

食品企業への気候変動の影響（例）

[1] IPCC（2021年）「第6次評価報告書第1作業部会報告書」 [2] IPCC（2022年）「第6次評価報告書第2作業部会報告書」

世界の食料システムからのGHG排出量

食料システムの構成要素
GHG排出量

（億t-CO2e/年）
世界全体の総排出量
に占める割合（%）

農業（CH4、N2O排出） 62±14 9～14

土地利用変化（CO2排出） 49±25 5～14

農地外のプロセス（CO2排出） 26～52 5～10

合計 108～191 21～37

問題との関連が強い主な食品企業：食品産業の幅広い業種・企業
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食品ロス抑制・食品廃棄物リサイクルの問題とは

 世界では約8億人[1]が飢餓に直面している一方で、生産された食料のうち、原材料の収穫後から販売までに14%[2]、消費段階（家庭・小売・
外食）で17%[3]が廃棄されている。SDGsの目標2「飢餓をゼロに」の達成には、食料システム全体での食品ロス抑制が不可欠である。
また、消費されずに廃棄された食料の生産・流通過程や廃棄過程で排出されるGHGが人間活動によるGHG排出量の8～10%を占めると
の推計[4]もあり、気候変動の観点からも食品ロス抑制・食品廃棄物リサイクルは重要な問題である。

 日本では、事業系食品廃棄物が年間1,756万トン発生しており、このうち可食部（食品ロス：本来食べられるにもかかわらず廃棄されている
食品）は309万トンである。また、家庭からは261万トンの食品ロスが発生している。（いずれも2019年度推計値）

 SDGsでは、ターゲット12.3として「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

等の生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる」ことを掲げている。日本においても、事業系食品ロスと家庭系食品ロスを
2030年度までに2000年度比で半減させる目標が設定されている。また、食品リサイクル法の下で、業種別に発生抑制（基準発生原単位）

と再生利用等実施率の目標が設定されている。食品企業は、サプライチェーンでのコミュニケーションを強化しながら食品ロスの発生抑制
に努め、その上で発生してしまった食品廃棄物については、適切なリサイクルを推進することが求められている。

（出所）農林水産省（2021年）「食品ロス量の推移（平成24～令和元年度）」

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

食品ロス発生量の推移（2012～2019年度）

問題との関連が強い主な食品企業：食品産業の幅広い業種・企業

[1] FAO（2021年）「The State of Food Security and Nutrition in the World 2021」 [2] FAO（2019年）「The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction」
[3] UNEP（2021年）「Food Waste Index Report 2021」 [4] IPCC（2019年）「Summary for Policymakers. In: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land 
degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems」

食品ロス抑制に向けて食品関連事業者に求められる行動と役割（例）

 自らの事業活動により発生している食品ロスを把握し、見直しを図る

 規格外や未利用の農林水産物の有効利用

 納品期限（3分の1ルール）の緩和、賞味期限表示の大括り化、賞味期限
の延長

 季節商品の予約制等需要に応じた販売

 値引き・ポイント付与等による売り切り

 外食での小盛りメニュー等の導入、持ち帰りへの対応

 食品ロス削減に向けた取組内容等の積極的な開示 ／など

（出所）農林水産省（2021年）「食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢＜令和3年12月時点版＞」
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脱プラスチック、容器包装リサイクルの問題とは

 プラスチックは、その利便性から世界全体で生産量が増加を続けている。容器包装用が生産量全体の約4割と最も多く、食品の保存性を

高める等により、食品ロス抑制にも貢献している。一方で、プラスチック製容器包装の大半が使い捨てされており、これらが廃プラスチック
の約5割を占める[1] 。石油等を原料とするプラスチックは自然に分解しないことから、適切な廃棄・回収が行われない場合は自然環境中に
残り続け、最終的に海に流れ込んで海洋汚染の原因となる。2050年には海洋プラスチックごみの重量が魚類の総重量を超えるとの試算[2]

があるほか、魚類が微細なプラスチックごみ（マイクロプラスチック）を餌とともに摂取し続けることで、最終的には魚類を食べる人間の体内
にもプラスチックごみが蓄積し、健康に影響が及ぶ可能性が懸念されている[3]。

 日本では、年間822万トンの廃プラスチックが発生しており[4] 、1人当たり廃棄量が世界で2番目に多い[1]。また、廃プラスチックのうち510万
トンは熱回収に用いられてGHGを排出していること、中国等で廃プラスチックの輸入規制が拡大しておりこれまで以上に国内の資源循環
体制が必要となっていることなど、プラスチックの3R（リデュース、リユース、リサイクル）の一層の推進が求められている。

 EUや中国では、一部の使い捨てプラスチック製品（ストロー、食品・飲料容器、買物袋等）の利用を禁止する法令が導入されている。日本
においても、2019年に「プラスチック資源循環戦略」が策定され、2030年までにワンウェイ（使い捨て）プラスチックの排出を累積25%抑制
することや、容器包装の6割をリユース・リサイクルすること等が目標に掲げられた。同戦略の下、容器包装リサイクル法（2020年7月改正）
に基づくプラスチック製買物袋の有料化や、プラスチック資源循環促進法（2022年4月施行）に基づく特定プラスチック使用製品（フォーク、

スプーン、ストロー等）の使用合理化（有償提供、繰り返し使用の促進等）、プラスチック使用製品の製造・販売事業者等による自主回収・
再資源化の促進などが進められており、今後一層の取組が求められている。

（出所）UNEP（2018年）「SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability」, p.4, Figure 1.2
に基づき作成

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

世界全体の分野別プラスチック生産量（2015年）

問題との関連が強い主な食品企業：食品産業の幅広い業種・企業

[1] UNEP（2018年）「SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability」 [2] Ellen Macarthur Foundation（2016年）「The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics & catalysing action」
[3] UNEP（2021年）「From Pollution to Solution: a global assessment of marine litter and plastic pollution」[4] プラスチック循環利用協会（2021年）「2020年 プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」

世界の

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
生産量は
4億トン/
年以上

最大の産業
分野は、直ち
に廃棄される
設計の使い
捨てﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
容器包装

容器包装
36%

その他
12%

繊維
14%

運輸 7%電機/電子 4%

産業機械
1%消費財

10%

建物・建
設16%

「プラスチック資源循環戦略」におけるマイルストーン

＜リデュース＞
 2030年までにワンウェイプラスチックを累計25%排出抑制

＜リユース・リサイクル＞
 2025年までにリユース・リサイクル可能なデザインに

 2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル

 2035年までに使用済プラスチックを100%リユース・リサイクル等により、
有効利用

＜再生利用・バイオマスプラスチック＞
 2030年までに再生利用を倍増

 2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入

（出所） 環境省（2019年）「プラスチック資源循環戦略（概要）」
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人権尊重に関する問題とは

 企業活動のグローバル化に伴い、世界中に張りめぐらされているサプライチェーン上における人権侵害（強制労働や児童労働等）の懸念
が高まっている。こうした状況を踏まえて、2011年、国連人権理事会が「ビジネスと人権に関する指導原則」（以下、指導原則）を承認した。
指導原則は「人権を尊重する企業の責任」を「人権を保護する国家の義務」及び「救済措置へのアクセス」と共に3つの柱に位置付けている。

 指導原則は、各国に対してビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）の策定を推奨しており、日本も2020年10月に「『ビジネスと人権』
に関する行動計画（2020-2025）」を公表した。同計画では、企業に対して「人権デュー・ディリジェンス」の導入を促進することが期待されて
いる。なお欧米では、既に企業による人権デュー・ディリジェンスの実施や情報開示の義務化が進展しており、今後その流れはさらに加速
していくと考えられる。

 企業が尊重すべき人権の分野は、自社及び国内のサプライチェーンにおけるハラスメントや雇用差別等の従来の分野に限らず、海外の
サプライチェーン上流等に潜む強制労働や児童労働など、幅広い分野に拡大している。特に農林水産業は、国際労働機関（ILO）等から、
強制労働が多くみられる産業の一つとして指摘されている[1]。また、国内においても、技能実習生を含む外国人労働者の不適切な労働
慣行が（業種を問わず）報告され、国際的にも指摘を受けている[2] 。

（出所）法務省（2021年） 「今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応」

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

人権デュー・ディリジェンスのプロセス 企業が尊重すべき人権の分野

1. 賃金の不足・未払い、
生活賃金

2. 過剰・不当な労働時間

3. 労働安全衛生

4. 社会保障を受ける権利

5. パワーハラスメント（パ
ワハラ）

6. セクシュアルハラスメン
ト（セクハラ）

7. マタニティハラスメント/
パタニティハラスメント

8. 介護ハラスメント（ケア
ハラスメント）

9. 強制的な労働

10.居住移転の自由

11.結社の自由

12.外国人労働者の権利

13.児童労働

14.テクノロジー・AIに関す
る人権問題

15.プライバシーの権利

16.消費者の安全と知る権
利

17.差別

18.ジェンダー（性的マイノ
リティを含む）に関する
人権問題

19.表現の自由

20.先住民族・地域住民の
権利

21.環境・気候変動に関す
る人権問題

22.知的財産権

23.賄賂・腐敗

24.サプライチェーン上の
人権問題

25.救済へアクセスする権
利

[1] ILO（2017年）「Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage」、
米国労働省（2018年）「U.S. Department of Labor’s 2018 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor」

[2] 米国国務省（2021年）「2021 Trafficking in Persons Report」

（出所）OECD（2018年） 「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンスガイダンス」, 
p.21, 図1

問題との関連が強い主な食品企業：食品産業の幅広い業種・企業
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生物多様性の問題とは

 生物多様性は、食料をはじめとした様々な資源や、大気、水、土壌を創出し、その循環を制御することで、人々の生活や事業活動の基盤と
なっている。世界全体のGDPの半分以上に相当する約44兆ドルの経済的価値の創出が生物多様性の機能に依存している[1]。

 しかし、陸地・海域の利用変化や生物資源の直接的な採取等によって、自然生態系は推定可能な最も初期の状態から平均47%減少し、
現時点で推計100万種の生物種が絶滅の危機に瀕している[2]。人間の総需要が自然生態系による財やサービスの供給能力の約1.6倍に
達しているとの推計[3]もあり、人間活動による前例のない生物多様性の喪失がもたらす経済的な影響への危機感が国際的に高まっている。

 こうした状況を受けて、事業活動と生物多様性の関係の測定や目標設定の手法を検討する「科学に基づく目標ネットワーク」（SBTN）や、
情報開示の枠組みを検討する「自然関連財務情報開示タスクフォース」（TNFD）など、様々なイニシアティブが活動を開始している。

 また、各国政府は、国連生物多様性条約の下、2030年や2050年に向けた生物多様性保全の新たな国際目標について交渉を進めている。
新たな目標は、2022年4～5月に中国・昆明で開催される第15回締約国会議で採択される予定であり、企業の活動にも関わる定量的な内

容が盛り込まれることが検討されている。生物多様性を中心とした自然資本の問題は、気候変動と同様に、今後さらに注目が高まっていく
と考えられる。

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

生物多様性条約で検討中の2030年目標（一部抜粋） 生物多様性の問題と関連するESG課題（本報告書で扱う内容）

[1] 世界経済フォーラム（2020年）「Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy」
[2] IPBES（2019年）「生物多様性及び生態系サービスに関するグローバル評価報告書」
[3] Dasgupta, P. （2021年）「The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review」
[4] SBTNウェブサイト（https://sciencebasedtargetsnetwork.org/） [5] TNFDウェブサイト（https://tnfd.global/）

（出所）生物多様性条約事務局（2021年） 「FIRST DRAFT OF THE POST-2020 GLOBAL 
BIODIVERSITY FRAMEWORK」に基づき作成。

問題との関連が強い主な食品企業：食品産業の幅広い業種・企業

＜生物多様性への脅威の削減＞
 少なくとも30%の陸域・海域を保護地域やOECM※を通じて保全する
 環境への養分流出を少なくとも半減し、農薬の少なくとも3分の2を削減し、

プラスチック廃棄物の流出を根絶する
 生物多様性への気候変動の影響を最小化する
※ 民間等の取組により保全が図られている地域や、保全を目的としない管理が結果として自然

環境を守ることにも貢献している地域

＜持続可能な利用と利益配分を通じて人々のニーズを満たす＞
 農業・養殖・林業の持続的管理により生産性とレジリエンスを向上させる

＜実施と主流化のためのツールと解決策＞
 すべてのビジネスが生物多様性に対する依存状況及び影響を評価及び

報告し、負の影響を少なくとも半減し、正の影響を増加させる
 食料等の廃棄や過剰消費を少なくとも半減させるため、人々が責任ある

選択を行い、関連する情報及び別の選択肢にアクセスできるようにする

 水資源の保全

 森林減少の抑制

 持続可能な農業・水産業

生物多様性の問題と
直接的に関連
（本ページ以降で紹介）

 気候変動

 食品ロス抑制・食品廃棄物リサイクル

 脱プラスチック、容器包装リサイクル

 生物多様性の問題はその他の環境問題と相互に関連している。

生物多様性の問題と
間接的に関連
（本ページ以前で紹介）

https://sciencebasedtargetsnetwork.org/
https://tnfd.global/
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水資源の保全／森林減少の抑制の問題とは

 人口増加により、1人当たりの利用可能な淡水量は過去20年間
で20%以上減少している。気候変動の進展によって、将来的に
水不足が深刻化することも予測されている。

 世界の淡水利用の7割以上を農業用の灌漑用水が占めている
が、淡水利用の41%は生態系が再生産可能な水量を超過して
いる。また、世界の灌漑農地の約6割は既に水ストレス（水需要
がひっ迫している状態）が高い状態にある。農業における水利
用の持続可能性を向上させるには、取水量の削減と水利用効
率の改善が必要となっている[1]。

 日本は豊富な水資源を有することから、水資源の問題とは無縁
と思われがちであるが、輸入原材料の多くが水資源の問題と

関係していることを認識し、食品企業も対策を図っていくことが
求められている。

（出所）WRI「Global Forests Review」（https://research.wri.org/gfr/forest-extent-indicators/deforest
ation-agriculture）に基づき作成

7種類の農林産物生産に起因する森林減少面積の推移（単位：100万ha）農業用灌漑用水による水ストレスへの寄与度（2015年）

（出所）FAO（2020年）「The State of Food and Agriculture 2020: Overcoming Water Challenges 
in Agriculture」, p.31 Figure 8

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

 世界では、2015～2020年の平均で1,000万ha/年[2]の森林減少

が継続し、気候変動や生物多様性の喪失に大きく影響している。
これらの森林減少の約6割は、牛肉、パーム油、大豆、天然ゴム、
カカオ、コーヒー豆、木材の生産拡大に起因すると言われている。

 国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の第26回締約国会議
（COP26）では、141か国超の首脳が、2030年までに森林減少
を終わらせることを宣言した。また、EUや英国では、農産物の
輸入業者に対して、当該農産物の生産が森林減少を引き起こし
ていないことを確認・報告させる法令の導入を検討しており、
日本の食品企業による輸出にも影響が及ぶ可能性がある。

問題との関連が強い主な食品企業：外国産農産物、外国産牛肉、パーム油、大豆、カカオ、コーヒー豆等を生産・調達・加工・販売する企業

牛肉 ﾊﾟｰﾑ油 大豆 ｶｶｵ 天然ｺﾞﾑ ｺｰﾋｰ 木材

[1] FAO（2020年）「The State of Food and Agriculture 2020: Overcoming Water Challenges in Agriculture」
[2] FAO（2020年）「Global Forest Resources Assessment 2020」

https://research.wri.org/gfr/forest-extent-indicators/deforestation-agriculture
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環境汚染物質気候変動

生物圏の
一体性

土地利用変化

海洋酸性化

生物地球
科学的循環

リン 窒素

淡水利用

成層圏オゾンの破壊

大気エアロゾルの負荷
（定量評価されていない）

絶滅速度

生態系機能の消失
（定量評価されていない）

持続可能な農業・水産業の問題とは

 化学肥料や農薬は、農産物の安定的な生産において重要な
役割を果たしている一方で、不適切な利用は生態系に対して

悪影響を与える。人間活動による窒素とリンの使用量は、既に
生物地球科学的循環の限界を超えているとの指摘もある。

 日本の「みどりの食料システム戦略」やEUの「Farm to Fork戦
略」では、化学肥料や農薬の使用を長期的に削減していくため
の定量目標が設定されている。また、2022年5月に採択予定の
生物多様性条約における新たな国際目標においても、生物多
様性への脅威の削減に向けて、環境への養分流出や農薬使用
に関する定量的な削減目標を盛り込むことが検討されている。

（出所）Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Persson et al 2022 and Steffen 
et al 2015（https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html）に基づき仮訳。

（出所）FAO（2020年）「The State of World Fisheries and Aquaculture 2020」,p.48,  Figure 19に
基づき作成

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

 2017年時点で、世界の水産資源の34.2%[1]が自然の再生速度を
上回る過剰漁獲状態にあり、水産資源の枯渇が懸念される。また、
養殖は天然水産資源の減少を補う効果がある一方、飼料原料の
持続可能性、飼料や糞尿等による海洋汚染、養殖魚の脱走による
近隣海域の生態系への影響などが懸念される。

 そのため、違法・無報告・無規制（IUU）漁業の防止、抑止、排除が
重要となっている。 EU、米国、韓国等では、水産物や水産加工品の
輸入時に漁獲情報等の証明・提供を求める規制を導入している。

 日本においても、過剰漁獲、底引き網漁、ゴーストフィッシング※、
混獲 、養魚場での栄養汚染などが問題視されるとともに、水産企業が
水産資源の制約による影響を受け始めていることが指摘されている[2]。

※ 廃棄・投棄された漁具により、海洋生物が捕獲され続けること

窒素・リンの使用量に関するプラネタリー・バウンダリー（地球の限界） 世界全体の海洋水産資源量の推移（1974～2017年）

問題との関連が強い主な食品企業：農産物・水産物を生産・調達・加工・販売する企業

過剰な漁獲

持続可能な最大限の漁獲

余裕のある漁獲

持続可能

持続不可能

生物学的に持続可能 生物学的に持続不可能

[1] FAO（2020年）「The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action」
[2] Planet Tracker（2021年）「Against the Tide」

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
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アニマルウェルフェア、抗菌剤使用の抑制の問題とは

 アニマルウェルフェアとは、国際獣疫事務局（OIE） の陸生動物衛生規約（OIEコード）におけるアニマルウェルフェアに関する勧告において、「動物が

生活及び死亡する環境と関連する動物の身体的及び心理的状態をいう」と定義されている。近年、高密度で大量に家畜を飼育する工場的畜産を中心
に、倫理的な面だけでなく、畜産物の安全性・生産性の面からも、アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理が求められるようになっている。

 欧州や米国の一部の州では、子牛のつなぎ飼いや繁殖雌豚について一定期間を除きストール飼いの禁止、採卵鶏の最低飼養密度の設定やバタリー
ケージ飼い禁止、製品表示における飼育方法の明示義務などを規定する法令が導入・検討されている。日本では、畜種毎のOIEコードが順次採択され

てきたことなどを踏まえ、農林水産省が「アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理の基本的な考え方について」を発出し、畜産技術協会が定め
る飼養管理指針の普及に努めている。また、2022年1月には、生産者、食肉・食鳥処理場関係者、流通・外食関係者、消費者、団体関係者、学識経験

者から成る「アニマルウェルフェアに関する意見交換会」を設置し、最新の科学的知見や国際的動向を考慮した施策を推進するために、把握した情報
の共有と、アニマルウェルフェアに関する相互理解をはかっている。

 畜産・養殖業では、動物の治療だけではなく、感染症予防や成長促進を目的とした飼料添加物として抗菌剤が用いられることがある。抗菌剤の使い過
ぎ等の不適切な使用は、抗菌剤が効かない薬剤耐性菌の発生を招き、動物の治療を困難にするだけでなく、人の健康にも影響を及ぼす可能性がある。
既に年間70万人と推定される薬剤耐性菌感染症による死亡者数が、何の対策もとられなければ、2050年には年間1千万人に達するとの予測もある[1]。

 EUでは、輸入される動物または動物由来の製品に対して、「人体用に使用が制限される抗菌剤のリスト」に指定された抗菌剤の使用と、成長促進や生

産量増加を目的とした抗菌剤の使用を禁止する法令が導入される予定。日本では、農林水産省が、内閣府食品安全委員会によるリスク評価結果を考
慮し、治療目的の抗菌剤であっても使う場面を限定するよう努めているほか、飼料添加物としての抗菌剤については人の健康への影響があると評価さ
れたものの使用は中止し、影響がないと評価されたもののみ使用の継続を認めることとしている。

アニマルウェルフェアに配慮する上での「5つの自由」

（出所）農林水産省（2020年）「アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理の基本的な考え方について」に基づき作成

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

問題との関連が強い主な食品企業：畜産物・養殖水産物を生産・調達・加工・販売する企業

①飢え、渇き及び栄養不良からの自由
 量と質のバランスが適切な栄養と生理的要求を満たす十分な飲用水
 輸送時の、適切な間隔での休憩・給水・給餌 ／など

②恐怖及び苦悩からの自由
 騒音が最小限となるような飼養管理施設の維持・管理
 家畜を追う際のフライトゾーン（人が家畜に近づいた際に逃げようとする一定の距離、境界線）の考慮 ／など

③物理的、熱の不快さからの自由  暑熱対策や寒冷対策、畜舎内の適切な換気 ／など

④苦痛、傷害及び疾病からの自由  痛みを伴うおそれのある処置（去勢、蹄の手入れ、除角等）を行う場合は若齢時に実施 ／など

⑤通常の行動様式を発現する自由
 高密度での飼養によるけがの発生、摂食・摂水、運動、休息等の行動に対する悪影響への留意
 休息するための十分なスペースが確保され、立ち上がる等の正常な行動をとれる畜舎構造 ／など

[1] WHO（2019年）「No time to wait: Securing the future from drug-resistant infections」
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健康・栄養の問題とは

 世界では約8億人が飢餓に直面している一方で、約22億人が肥満・過体重の状態である[1]。どの国にも何らかの健康・栄養の問題が存在

し、「栄養不良の二重負荷」（低栄養と過栄養が併存する状態）に直面している。栄養不良の問題は、個人、地域社会、経済の成長を阻害
する。食事に関連する疾病と死亡率は、ほとんどの地域で増加しており、成人の早期死亡の1/4を占める[2]。従業員の栄養不良に起因する
生産性の低下は、中・低所得国の企業で年間1,300億~8,500億ドルの損失を招いているとの推計もある[3]。

 日本においては、少子高齢社会の一層の進展が予測される中、健康寿命の更なる延伸も課題となっている。厚生労働省の検討会は、
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て注力して取り組むべき主な栄養課題として、①食塩（ナトリウム）の過剰摂取、
②若年女性のやせ、③経済格差に伴う栄養格差を挙げている[4] 。

 2021年12月に日本政府が主催した東京栄養サミット2021では、各国政府、国際機関、民間企業、市民社会等による東京栄養宣言が発出
された。同宣言では、2030年までに栄養不良を終わらせるために国際社会が取り組むべき5項目の一つとして、「健康的な食事の推進と
持続可能な食料システムの構築」を挙げている。食品企業には、国内外の消費者や従業員における健康・栄養の問題の違いを踏まえつつ、

栄養面に配慮した食品の積極的な開発や販売により「消費者が、自身の健康関心度等の程度にかかわらず、自主的かつ合理的に、又は
自然に選択でき、手頃な価格で購入し、ふだんの食事において利活用しやすくする」ことが期待される[4] 。

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

[1] FAO（2021年）「The State of Food Security and Nutrition in the World 2021」 [2] Development Initiatives（2021年）「2021 Global Nutrition Report: The state of global nutrition」
[3] Chatham House（2020年）「The Business Case for Investment in Nutrition」 [4] 厚生労働省（2021年）「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 報告書」

国別の栄養課題（5歳未満児の発育不良、女性の貧血、女性の肥満）

データ不足

肥満のみ

貧血のみ

発育不良のみ

肥満と貧血

肥満と発育不良

貧血と発育不良

肥満、貧血、発育不良

（出所）Development Initiatives（2020年）「2020 Global Nutrition Report」, p.40, Figure 2.4に基づき作成

食事リスクに起因する早期死亡の割合（地域別、2010年・2018年）
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摂取不足：
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豆類
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摂取過多：

加工肉

赤身肉

甘味飲料

体重：

肥満

低体重

過体重

（出所）Development Initiatives（2021年）「2021 Global Nutrition Report」, p.44, Figure 2.4に基づき作成

問題との関連が強い主な食品企業：食品産業の幅広い業種・企業
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ESG課題による事業リスク・機会と事業への影響

食品産業をとりまくESG課題は、それぞれが事業リスク・機会になり得る。業種、規模、上場・非上場を問わず、ESG
課題への対応が不十分である（リスク発現・機会喪失）場合は、事業に対する負の影響が生じる可能性がある。反対に、
積極的にESG課題に対応（機会獲得・リスク軽減）することによって、事業に対する正の影響を得られる可能性がある。

以降のページでは、食品産業の業種で共通して重要なリスク・機会と考えられる「原材料の持続的な確保」と「責任ある
サプライチェーンの構築」、ならびに食品製造業、食品卸売・小売業、外食産業における主なリスク・機会を例示する。

※業種ごとに想定されるESG関連リスク・機会は、主にSASBスタンダード及びMSCI Industry Materiality Mapを参考に選定した。
ただし、以下に示すESG関連のリスク・機会、事業に対する正・負の影響は、あくまで例示でありこれらに限られるものではない。
実際の機会・リスクや事業への影響は、各企業において固有である。

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

正の
影響

業績への影響 収益の増加  新技術・設備の計画的な導入に伴う生産性向上
 ESG課題への対応を調達基準とする既存顧客との関係強化
 ESG課題への対応を求める新規顧客・消費者需要の開拓（プライベートブランド商品の受注機会獲得を含む）

コストの削減  原材料の持続的な確保
 仕入先との持続的な関係の構築・強化
 製造・流通・操業プロセス等の効率化
 人材定着率の向上（≒採用コストの削減）

企業価値への影響  ブランド価値の向上、安定株主の増加、中長期的な株価の上昇
 投資家との良好な関係の構築・強化

負の
影響

業績への影響 収益の減少  規制違反による製造・販売停止
 従業員の離反による業務停滞・事業停止
 ESG課題への不十分な対応による不買運動や既存商品の需要低下
 ESG課題への対応を調達基準とする既存顧客との取引中断・停止
 ESG課題への対応をもとめる新規顧客・消費者需要の喪失（プライベートブランド商品の受注機会喪失を含む）

コストの増加  原材料を持続的に確保できないことや、問題のある仕入先の管理・切替え等によるコストの増加
 規制違反による罰金の発生
 計画外の技術・設備導入によるコストの増加
 労働慣行に起因する人材定着率の低下
 人権侵害の被害者からの訴訟提起・損害賠償の発生

企業価値への影響  ブランド価値の毀損、株価の下落
 投資家のエンゲージメント強化、株主提案、投資撤退

ESG関連リスク・機会による事業への正・負の影響（例）
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業種共通 のリスク・機会：原材料の持続的な確保

食品産業が利用する原材料の生産量や品質はESG課題と強く関係している。食品産業の幅広い業種・企業にとって、
これらのESG課題への対応が不十分な場合は、原材料の確保を困難にするリスクとなる。反対に、これらのESG課題
へ積極的に対応することは、原材料の持続的な確保と事業のレジリエンス向上に繋がる。

関係する原材料 ESG課題 原材料の持続的な確保を困難にするリスク（例） 原材料の持続的な確保に繋がる機会（例）

様々な農水産物
気候
変動

豪雨・洪水・干ばつ等の
気象災害の発生頻度・
強度の増加

 気象災害の発生による原材料生産地の
被災やサプライチェーンの寸断 ／など

 気象災害の増加を想定したレジリエントな
サプライチェーンの構築（調達・仕入れ先
の分散・変更等） ／など

平均気温・海水温の上昇、
降水パターンの変化、

海面上昇に伴う浸水リスク
の増加

 気候変動の進展に伴う原材料生産適地の
変化・喪失（生産量や品質の低下） ／など

 気候変動の進展に伴う原材料生産適地の
変化・喪失を想定したレジリエントなサプラ
イチェーンの構築（調達・仕入れ先の分
散・変更等）

 気候変動に強い品種・生産方法の開発・
導入支援 ／など

様々な農産物
水資源の保全、持続可能な農業

 原材料生産地における水不足や水質悪化

 農薬・化学肥料の過剰使用や農地の劣化を
招く生産方法 ／など

 原材料生産地における水資源の保全や
持続可能な利用の支援

 GAP等の認証農産物やトレーサビリティが

確保された農産物等、持続可能な方法で
生産された農産物の調達 ／など

様々な水産物 持続可能な水産業
 過剰な漁獲の継続による水産資源の枯渇

／など

 MSCやMEL等の認証水産物やトレーサビ

リティが確保された水産物等、持続可能な
方法で管理・漁獲された水産物の調達 ／
など

（出所） Climate Action 100+（2021年）「Global Sector Strategies: Recommended Investor Expectations for Food and Beverage」、農林水産省（2021年）「食料・農林水産業の気候関連リスク・機会に関する
情報開示入門」、WBCSD（2020年）「Food, Agriculture and Forest Products TCFD Preparer Forum」、Planet Tracker（2021年）「Against the Tide」等に基づき作成。

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

業種共通
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業種共通 のリスク・機会：責任あるサプライチェーンの構築

食品産業に関連するESG課題は、サプライチェーンの上流で問題となっているものが多い。食品産業の幅広い業種・
企業にとって、これらのESG課題への対応が不十分な場合は、既存顧客との取引中断・停止、消費者の不買運動や
需要低下などに繋がるリスクとなる。反対に、これらのESG課題へ積極的に対応することは、原材料生産地や仕入れ
先との関係強化、ESG課題への対応を調達基準等に含む顧客との取引開始や関係強化（プライベートブランド商品の
受注含む）、消費者からの支持獲得などに繋がる。

関係する原材料 ESG課題 責任あるサプライチェーンの構築を困難にするリスク（例） 責任あるサプライチェーンの構築に繋がる機会（例）

様々な農水産物 人権尊重

 サプライチェーン上の不適切な労働環境（児童労働、強
制労働など）

 サプライチェーン上の人権侵害防止に関する規制への
対応の遅れ ／など

 人権侵害を停止・防止・軽減するための人権デュー・
ディリジェンスや仕入れ先に対する働きかけ ／など

パーム油、
外国産牛肉
外国産大豆
カカオ
コーヒー豆

森林減少の
抑制

 サプライチェーン上の（農地拡大等による）森林減少

 森林減少の抑制に関する規制への対応の遅れ

（森林減少が続く生産地から原材料を輸入できなくなる、
あるいはそのような生産地由来の原材料を使用した
商品を販売・輸出できなくなる） ／など

 RSPO等の認証農産物やトレーサビリティが確保され
た農産物等の調達

 一次生産者による森林減少を招かない生産方法への
支援 ／など

畜産物
アニマル
ウェルフェア  家畜の飼育方法や抗菌剤の使用に対する関心の高まり

（既存の生産方法を続ける生産者から原材料を調達で
きなくなる、あるいはそのような原材料を使用した商品を
販売・輸出できなくなる） ／など

 一次生産者によるアニマルウェルフェアへの配慮や
抗菌剤使用抑制への取組の支援 ／など

畜産物
養殖水産物

抗菌剤使用
の抑制

（出所） PRI（2019年）「From Farm to Table: Ensuring Fair Labour Practices in Agricultural Supply Chains – Results from the PRI Collaborative engagement 2017-19」、 PRI（2019年）「Investor 
Expectations on Sustainable Palm Oil」、 FAIRRウェブサイト等に基づき作成。

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

業種共通
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食品製造業 の主なリスク・機会

 食品製造業において特徴的なESG関連の事業リスク・機会（例）は下記のとおり。

 製造工程や販売する商品に関連するESG課題について、対応が不十分な場合は、売上低下、コスト増加、企業価値棄損等に繋がる
リスクとなる。反対に、製造工程の改善・変更や商品・サービスの開発等を通じてこれらのESG課題へ積極的に対応することは、売上
増加、コスト削減、企業価値向上等に繋がる機会となる。

ESG課題 売上低下、コスト増加、企業価値棄損に繋がるリスク（例） 売上増加、コスト削減、企業価値向上に繋がる機会（例）

気候変動

（脱炭素）

 省エネ規制への対応の遅れ

 GHG排出削減の遅れによる炭素税の負担増加、レピュテーション
や需要の低下 ／など

 加工・冷蔵・包装等の工程におけるエネルギー利用効率の向上

 化石燃料への依存低下に伴うエネルギー価格変動リスクの軽減

 低炭素な食品を求める新規需要の獲得 ／など

食品ﾛｽ抑制・
食品廃棄物
ﾘｻｲｸﾙ

 食品ロス抑制・食品廃棄物リサイクルへの対応の遅れによるレピュ
テーションや需要の低下 ／など

 製造工程の歩留まり向上、返品・廃棄の削減

 付加価値のある用途への食品廃棄物の転用

 食品ロス・廃棄物の少ない商品を求める新規需要の獲得 ／など

脱ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・
容器包装
ﾘｻｲｸﾙ

 プラスチック製品・廃棄物関連の規制への対応の遅れ

 脱プラスチック・容器包装リサイクルへの対応の遅れによるレピュ
テーションや需要の低下 ／など

 容器包装の資源効率性やリサイクル性の向上

 売り切りではない新たな循環型ビジネスモデルの構築

 環境配慮型の容器包装を求める新規需要の獲得 ／など

人権尊重  不適切な労働環境による従業員の離反（生産停滞）や訴訟提起

 不適切な労働環境の発覚による不買運動、人材定着率やレピュ
テーションの低下 ／など

 工場等で働く従業員の適切な労働環境の整備による、人材定着率や
生産性の向上 ／など

水資源の
保全

 製造拠点における水不足や水質悪化による生産停滞

 過剰な水利用や水質汚染による不買運動、レピュテーションの低下
／など

 加工・洗浄等の工程における水利用効率の向上

 商品に直接使用する清潔な水資源の確保 ／など

健康・栄養  健康・栄養関連の規制（砂糖税、栄養表示等）への対応の遅れ

 健康・栄養に悪影響が及ぶような食品への需要の低下

 消費者の健康・栄養への悪影響に対する訴訟提起

 従業員の栄養不足による生産性低下・欠勤 ／など

 より健康的で栄養価の高い食品を求める新規需要の獲得

 商品のイノベーションやブランド力の向上 ／など

（出所） SASBスタンダード、各種ESG評価基準、食品企業各社の開示情報等に基づき作成。

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

食品製造業
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食品卸売・小売業 の主なリスク・機会

 食品卸売・小売業において特徴的なESG関連の事業リスク・機会（例）は下記のとおり。

 輸送・貯蔵工程、店舗運営や販売する商品に関連するESG課題について、対応が不十分な場合は、売上低下、コスト増加、企業価値
棄損等に繋がるリスクとなる。反対に、輸送工程や貯蔵方法の改善・変更、販売する商品等を通じてESG課題へ積極的に対応すること
は、売上増加、コスト削減、企業価値向上に繋がる機会となる。

※ プライベートブランド商品の開発・製造に関連する機会・リスクは、食品製造業のページを参照。

ESG課題 売上低下、コスト増加、企業価値棄損に繋がるリスク（例） 売上増加、コスト削減、企業価値向上に繋がる機会（例）

気候変動

（脱炭素）

 省エネ・冷媒規制への対応の遅れ

 GHG排出削減の遅れによる炭素税の負担増加やレピュテーション
の低下 ／など

 流通経路や輸送方法の効率化

 倉庫や店舗におけるエネルギー利用効率の向上

 冷凍・冷蔵設備における自然冷媒等への転換

 低炭素な食品を求める新規需要の獲得 ／など

食品ﾛｽ抑制・
食品廃棄物
ﾘｻｲｸﾙ

 食品ロス抑制・食品廃棄物リサイクルへの対応の遅れによるレピュ
テーションの低下 ／など

 返品・廃棄の削減

 付加価値のある用途への食品廃棄物の転用

 食品ロス・廃棄物の少ない商品を求める新規需要の獲得 ／など

人権尊重  不適切な労働環境による従業員の離反（生産停滞）や訴訟提起

 不適切な労働環境の発覚による不買運動、人材定着率やレピュ
テーションの低下 ／など

 物流施設や店舗等で働く従業員の適切な労働環境の整備による、
人材定着率や生産性の向上 ／など

健康・栄養  健康・栄養に悪影響が及ぶような食品への需要の低下

 従業員の栄養不足による生産性低下・欠勤 ／など

 より健康的で栄養価の高い食品を求める新規需要の獲得 ／など

（出所） SASBスタンダード、各種ESG評価基準、食品企業各社の開示情報等に基づき作成。

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

食品卸売・小売業
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外食産業 の主なリスク・機会

 外食産業において特徴的なESG関連の事業リスク・機会（例）は下記のとおり。

 店舗運営や販売する商品・サービスに関連するESG課題について、対応が不十分な場合は、売上低下、コスト増加、企業価値棄損等
に繋がるリスクとなる。反対に、店舗運営の改善・変更や商品・サービスの開発等を通じてESG課題へ積極的に対応することは、売上
増加、コスト削減、企業価値向上に繋がる機会となる。

ESG課題 売上低下、コスト増加、企業価値棄損に繋がるリスク（例） 売上増加、コスト削減、企業価値向上に繋がる機会（例）

気候変動

（脱炭素）

 省エネ規制への対応の遅れ

 GHG排出削減の遅れによる炭素税の負担増加、レピュテーション
や需要の低下 ／など

 店舗におけるエネルギー利用効率の向上

食品ﾛｽ抑制・
食品廃棄物
ﾘｻｲｸﾙ

 食品ロス抑制・食品廃棄物リサイクルへの対応の遅れによるレピュ
テーションの低下 ／など

 調理工程の歩留まり向上、食べ残しの抑制

 付加価値のある用途への食品廃棄物の転用

脱ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・
容器包装
ﾘｻｲｸﾙ

 プラスチック製品・廃棄物関連の規制への対応の遅れ

 脱プラスチック・容器包装リサイクルへの対応の遅れによるレピュ
テーションや需要の低下 ／など

 使い捨てではない容器包装の使用

 売り切りではない新たな循環型ビジネスモデルの構築

 環境配慮型の容器包装を求める新規需要の獲得 ／など

人権尊重  不適切な労働環境による従業員の離反（生産停滞）や訴訟提起

 不適切な労働環境の発覚による不買運動、人材定着率やレピュ
テーションの低下 ／など

 店舗等で働く従業員の適切な労働環境の整備による、人材定着率や
生産性の向上 ／など

水資源の
保全

 店舗における水不足や水質悪化による営業停滞

 過剰な水利用や水質汚染による不買運動、レピュテーションの低下
／など

 調理・洗浄等の工程における水利用効率の向上

 調理・飲料水に使用する清潔な水資源の確保 ／など

健康・栄養  健康・栄養関連の規制（砂糖税、栄養表示等）への対応の遅れ

 健康・栄養に悪影響が及ぶようなメニューへの需要の低下

 消費者の健康・栄養への悪影響に対する訴訟提起

 従業員の栄養不足による生産性低下・欠勤 ／など

 より健康的で栄養価の高いメニューを求める新規需要の獲得

 メニューのイノベーションやブランド力の向上 ／など

（出所） SASBスタンダード、各種ESG評価基準、食品企業各社の開示情報等に基づき作成。

I. 食品企業がESG課題に取り組む必要性

外食産業
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