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エグゼクティブ・サマリー 

近年 SDGsに対する各種報道が増えてきている通り、「サステイナビリティ」は企業だけでなく生

活者にとっても身近な話題となってきている。とりわけ、食産業は人間の生命の根幹にあり、他方

で環境負荷が高い産業であることも知られ、将来に渡って人間が地球と共存していく上でそのサス

テイナビリティを担保する重要性は強調する間でもない。 

食産業に限らない話であるが、生活者のサステイナビリティに対する感度や NGOによる民間事業

者へのプレッシャーの違いもあってか、CEOアジェンダの根幹にサステイナビリティを据える動

きは、欧米と比して日系企業では相対的に遅れてきた。実際、世界経済フォーラムの年次総会であ

るダボス会議にて発表されている「世界で最も持続可能な企業 100社」の顔ぶれを見ても、2021

年にランクインした日系企業数は、アジアでは首位であるものの 5社に留まる（エーザイ、シスメ

ックス、コニカミノルタ、積水化学工業、武田薬品工業）。同ランキングにおいては、欧州企業が

46社、北米企業が 33社と、欧米勢が大半を占める。 

誤解してはならないのは、サステイナビリティは決して従来の CSR活動の延長に位置する「守

り」の経営アジェンダではなく、むしろ、競争優位性を構築するための「攻め」の武器となりうる

という点だ。逆に、対応が遅れれば、サステイナビリティが近い将来「企業として活動を続けるに

あたり"当たり前"の前提」となっていく中で、市場から排除されることにもなりかねない。 

では、サステイナビリティという観点で捉えると、食の未来はどのようになっていくだろうか？そ

こには大きく 3つのドライバーが作用すると考えられる。即ち、（1）気候変動の進展（2）テクノ

ロジーの進化（3）サステイナブルな消費行動の浸透、である。 

まず、気候変動が更に進めば、温室効果ガスの排出に大きく寄与する食料の生産・消費が大きく制

限される未来が訪れることは想像に難くない。具体的には、例えば牛を始めとする家畜の頭数が大

きく制限され、肉が超高級食となり、代わりに植物肉や昆虫食がメジャーなたんぱく源となる世界

だ。 

また、テクノロジーの進化もサステイナブルな食の生産・流通・消費活動を後押しするだろう。例

えば、都市型の植物工場や 3Dフードプリンターが普及し、ゲノム編集や農業・水コントロール技

術の進化により劣悪な環境下でも農業が可能となれば、食の地産・地消が当たり前となり、物流に

よる環境負荷である「フードマイレージ」が極小化された世界が実現されるだろう。 

更に、これらドライバーの進展とも相まって生活者の間でサステイナビリティへの意識が高まれ

ば、「サステイナブルであること」は商品選定において重要な購買意思決定要因となり、そうでな

い商品・企業は市場から排除されることになるだろう。これは、生活者に密接に関わる産業である

食産業（食品小売り、外食、飲料・食品メーカー等）にとって見過ごせない変化となる。サステイ

ナブルな消費行動は、現状は生活者一人ひとりの自発的な行動に近いが、未来を見据えると、一次

産品・加工食品・外食産業で振舞われる料理や、生活者の行動 1つ 1つの「サステイナブル度合

い」（環境負荷の小ささ、人権・倫理の順守度合い等）が完全に「見える化」され、その度合いを

高める消費行動がインセンティブ化されることも想像に難くない。 

商品・サービス・消費行動のサステイナブル度合いの見える化が進めば、例えば政府がサステイナ

ブルな商品・サービスに有利な税制を導入したり、生活者がためた「サステイナブル・ポイント」

をショッピングに活用できるようになったりと、社会貢献意識を超えて経済的にも、「サステイナ

ブルであること」が生活者の購買意思決定要因として絶対的な基準となることも想像に難くない。

足許でも、既にコロナ禍において生活者の社会貢献意識、サステイナブルな消費への注目度は日本

国内も含め益々高まりつつある。 
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このように未来に思いを馳せると、川上から川下に至るまで様々な変化が想像できるが、いずれに

せよ言えることは、食に関わる消費行動やサプライチェーンが大きく様変わりしていく中で、核と

なるテクノロジーを押さえ、自社に有利なサプライチェーンをいかに他社に先駆けて構築できるか

が肝になるということだ。 

実際、欧米先進企業は、サステイナビリティを切り口に自社に有利なサプライチェーンを戦略的に

創り上げてきた。例えば、ウォルマートは独自の「サステイナビリティ・インデックス」を導入

し、サステイナブルでない商品を自社の棚に置けないような基準を課している。即ち、サステイナ

ビリティという切り口でサプライヤーに対してウォルマート基準のルールを順守させ、サプライヤ

ーをコントロールし、自社に有利なサプライチェーンを構築する切っ掛けとしている。また、その

取り組みを生活者・社会に対して積極的に発信することで、サステイナブルであることが企業活動

の大前提となっていく中で、ウォルマートの水準で取り組みを行えない事業者を市場から排除する

契機としているとも捉えられる。このような取り組みは一部の先行した欧米巨大企業にしか実践で

きない話かというと、そうではなくむしろ、食のサプライチェーン自体に変化の兆候が見える中

で、日系企業にとっても今がアクションを取るべき好機と筆者は考えている。 

以上のように、サステイナビリティが社会的に重要度を増していくことは確実であり、更には、そ

れを契機として近い将来、消費行動やサプライチェーンが大きく変わることが予想される。その兆

候をいち早く捉え、テクノロジー含めた投資を積極的に行い、能動的にサプライチェーンを創り変

えられるか。また、生活者へのブランディングに効果的に活かしながら、彼らの支持を取り付ける

ことができるか。ぜひ、サステイナビリティを「攻め」のアジェンダと捉え、経営戦略の根幹に据

えるとともに、「未来のサプライチェーンをどう創るか」という視点でアクションを加速していた

だきたい。 
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はじめに 

近年、各種報道において「サステイナビリティ」という言葉を耳にしない日はない。とりわけ、

SDGs （持続可能な開発目標 / Sustainable Development Goals）に関する注目度は高まるばかりで

あり、企業のビジョンや中期経営計画等での言及が当たり前になってきているのみならず、生活者

の間でも浸透しつつある。 

様々な産業の中でも、「食」は人間にとって欠かせない活動であり、生産から消費に至るまでサプ

ライチェーンの裾野は広く、そのサステイナビリティを担保することは急務となっている。実際、

SDGsの 17の目標（図表 1）を眺めて見ると、その多くが食分野と密接に関連している。例え

ば、「2. 飢餓をゼロに」は直接的に食分野に係る目標であるし、「12. つくる責任 つかう責任」に

は食品廃棄・食品ロスの削減に係る目標が含まれている。また、「14. 海の豊かさを守ろう」「15. 

陸の豊かさを守ろう」は漁業や農業・畜産業の自然界への負の影響を軽減することに関わってい

る。「13. 気候変動に具体的な対策を」についても、農業・畜産業が温室効果ガスの発生に大きく

寄与している点はよく知られた事実である。それ以外の目標についても、サプライチェーンにおけ

る経済活動や倫理的な調達、労働環境等と密接に関わっている。 

本稿では、食産業におけるサステイナビリティを担保する上で、企業がなすべき取組について考察

していく。 

図表 1：SDGsの 17の目標 

 

Source: Roland Berger 
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1. 食分野におけるサステイナビリティとは 

そもそも「サステイナビリティ」（Sustainability）とは何だろうか。直訳すると「持続可能性」で

あるが、本稿では「地球環境／生活者／事業者それぞれにとっての持続可能性を両立すること」で

あると定義したい（図表 2）。 

図表 2：食分野におけるサステイナビリティの定義 

 

Source: Roland Berger 

 

まず「地球環境」という観点では、食の生産・流通と環境負荷軽減の両立が求められる。例えば気

候変動に関しては、前述の通り、農業・畜産業の温室効果ガス排出に占める寄与度が大きい点は着

目に値する。国際連合食糧農業機関（FAO）によると、世界の温室効果ガスに占める農業・畜産業

の寄与は全産業の約 12%を占めている（2017 年）。中でも、牛を中心とする家畜の消化管内発酵

（即ち「ゲップ」）によるメタンガスがその約 4 割と寄与度が高いことはよく知られた事実である。

これは、欧米を中心に環境問題に対する感度の高い生活者の食肉離れが進んでいる一因ともなって

いる。 

このように食産業の環境負荷が小さくない一方で、世界では食品生産量の約 3分の 1が廃棄されて

おり、「食品ロス」と呼ばれる大きな社会課題となっている。これには、発展途上国を中心とした

コールドチェーンの未整備等に伴う生産地からの輸送過程でのロスと、加工地からの流通・消費段

階でのロスの双方を含んでおり、サプライチェーン横断で改善機会が大きく残されている。 

また、食品包装による環境負荷の低減も課題である。コロナ禍においてオンラインフードデリバリ

ーが益々普及しつつあるが、それに伴ってプラスチック容器やビニール袋といった環境負荷の高い

包装の利用も増加が避けられない。フードデリバリーが今や食生活において欠かせないサービスで

ある一方で、いかに環境負荷を軽減できるかがサステイナビリティの側面からは論点となっている。 

次に、「生活者」の視点に立つと、サステイナビリティには大きく 3 つの側面があると筆者は考え

ている。1 つ目はフードセキュリティ、即ち食料へのアクセス担保である。本稿冒頭の SDGs に関

しても触れた通り、飢餓や栄養失調は発展途上国を中心に未だ大きな社会課題である。また、日本

を含む先進国においても、貧困や食品小売りへの地理的アクセス、移動手段の問題で生鮮食品を満

足に手に入れられない生活者が少なからず存在し、健康問題に繋がっている。これはフードデザー

ト（食料品砂漠）問題と呼ばれ、広義のフードセキュリティの一環として捉えることができる。 
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2 つ目は食の安全・安心の担保である。異物混入・汚染といった安全面での懸念の排除に加え、食

品に関わる情報を生活者に正しく伝え、安心感を醸成することも含まれる。「インフォデミック」

とも称されるように、とりわけ遺伝子組み換え食品、ゲノム編集食品といったテクノロジーを活用

した食品に関しては、生活者が誤った情報に踊らされて過度に不安を感じることも少なくない。生

活者への正しい情報提供も含めて食の安全・安心を担保することも、食産業に関わる事業者の重要

な役割と言える。 

3 つ目は価値観にあった食生活の担保である。食は単純に生命・健康を維持するだけの活動ではな

く、当然ながら生活に彩り・楽しみを与える活動でもある。一例として、ヴィーガン、ベジタリア

ン、ハラール、コーシャ等の価値観や宗教に配慮した食のバラエティやトレーサビリティ担保はサ

ステイナビリティ上の課題の 1 つと捉えられる。例えば、非イスラーム諸国においてはハラール認

証制度が整っていることは稀であり、イスラーム教徒にとって宗教上許容される食品かどうかを正

しく把握することは困難となっている。単純にアルコールや豚肉が使用されていない、というだけ

ではなく、それらに由来する成分がないか、牛肉や鶏肉由来成分についても宗教上の規律に従って

屠畜されたものであるか、食品製造・流通の過程で禁止されている成分とのコンタミネーションが

ないか等、観点は多岐に渡る。厄介なのは、それらが単純に食品の成分表示を見ても判別困難な点

にある。更に、同じ製品であっても工場単位で製造方法は異なりうるため、ある工場で作られたも

のがハラールであっても、別工場で作られたものはそうでない、かつ知らない間に製造方法が変更

されている、という事態も十分に考えうる。従って、イスラーム教徒からすると、日本を含む多く

の非イスラーム諸国で生活する上では、個別にメーカーに問合せを行って情報提供を都度得るしか

ない、という状況にある。 

価値観という点では、「エシカルな食」を求める層も欧米中心に増加している。環境への配慮とい

う観点で食肉離れが進んでいる、というのは前述の通りであるし、食品ロスに関しても関心は高ま

っている。更に、サプライチェーンにおいて公正な取引がなされているか、搾取がないか、といっ

た点についても生活者の目は益々厳しくなっている。 

このような生活者の価値観・嗜好性にあった食生活の担保は、更に進んで、近年では「パーソナラ

イズ」への期待値も高まっている。実際、生活者一人ひとりの健康状態や食の摂取履歴等に基づく

食材やレシピ提案に結び付けるフードテックも続々と誕生している。 

最後に、「事業者」の視点に立つと、サステイナビリティとは事業としての持続可能性、即ち収益

の安定的な確保に他ならない。食のサプライチェーンの裾野が広い中、その各段階において公正・

公平な取引がなされていること、発展途上国の原料生産者を含めて各担い手に十分に収益が行き渡

ること（所謂「フェアトレード」）は、当然ながら食産業において担保すべき大前提である。 

企業の目線に立っても、収益の持続性は勿論重要である。サステイナビリティを単なる「社会貢献」

として捉えてしまうと、結局は持続しなくなってしまう。事業としての持続性、即ちマネタイズで

きるか、という視点を常に持つ必要がある。 

以上で見てきたように、地球環境／生活者／事業者のいずれの立場からも持続可能である、という

状態をサステイナブルと見なすと、その裾野は非常に広いことが分かる。 
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2. COVID-19により益々高まるサステイナビリティ要請 

従前より食分野におけるサステイナビリティは重要であったが、COVID-19 によってその喫緊度は

益々高まっている。 

例えばフードセキュリティの観点では、食品生産・流通の場が操業停止に陥ることで供給が滞り、

食品価格の高騰にも繋がった。就業機会を得られないことで低所得国／低所得世帯の可処分所得が

減少し、更に食料へのアクセスが損なわれる事態ともなっている。 

また、日本を含む先進国においても、外食産業を中心として事業者としての持続性も脅威にさらさ

れており、食産業への打撃は見逃せない。 

そうした中、生活者の環境問題に対する感度や社会貢献意識が高まっている点も注目すべき事実で

ある。例えば、日本においても、COVID-19 を契機として食品の無駄を抑える意識や食品ロスに対

する感度は益々高まっている（図表 3）。 

図表 3：COVID-19の消費者心理への影響 

 

Source: 第一生命研究所「新型コロナウイルスによる生活と意識の変化に関する調査」 

 

一方で、感染防止の観点から、前述のオンラインフードデリバリーや飲食店のテイクアウトにおけ

る使い捨て容器の使用量増加等、環境負荷が高い消費行動を未だ余儀なくされているのも事実であ

る。 
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3. 食分野のサステイナビリティに関わる社会課題 

以上で見てきたように、食分野のサステイナビリティに関わる社会課題は多岐に渡り、また益々深

刻化している。どの課題から優先的に解くべきか、企業としても見極めが必要である。あくまで抜

粋であるが、食のサプライチェーンに即してそれらの課題を俯瞰したものを示しておく（図表 4）。 

 

図表 4：サプライチェーンに即したサステイナビリティに係る課題（抜粋） 

 

Source: 各種二次情報、 Roland Berger 

 

4. サステイナビリティ視点でみた食の未来 

このように、食産業は川上から川下に至るまで多くの課題を抱えている。食が生活者に密接に関わ

る産業である以上、将来に渡ってそのサステイナビリティを担保することは急務であり、食の在り

方は未来に向けて大きく変化するであろう。そこには大きく 3 つのドライバーが作用すると考えら

れる。即ち、（1）気候変動の進展（2）テクノロジーの進化（3）サステイナブルな消費行動の浸

透、である。 

まず、気候変動が更に進めば、温室効果ガスの排出に大きく寄与する食料の生産・消費が大きく制

限される未来が訪れることは想像に難くない。具体的には、例えば牛を始めとする家畜の頭数が大

きく制限され、肉が超高級食となり、代わりに植物肉や昆虫食がメジャーなたんぱく源となる世界

だ。 

また、テクノロジーの進化もサステイナブルな食の生産・流通・消費活動を後押しするだろう。例

えば、都市型の植物工場や 3Dフードプリンターが普及し、ゲノム編集や農業・水コントロール技
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術の進化により劣悪な環境下でも農業が可能となれば、食の地産・地消が当たり前となり、物流に

よる環境負荷である「フードマイレージ」が極小化された世界が実現されるだろう。 

更に、これらドライバーの進展とも相まって生活者の間でサステイナビリティへの意識が高まれ

ば、「サステイナブルであること」は商品選定において重要な購買意思決定要因となり、そうでな

い商品・企業は市場から排除されることになるだろう。これは、生活者に密接に関わる産業である

食産業にとって見過ごせない変化となる。サステイナブルな消費行動は、現状は生活者一人ひとり

の自発的な行動に近いが、未来を見据えると、一次産品・加工食品・外食産業で振舞われる料理

や、生活者の行動 1つ 1つの「サステイナブル度合い」（環境負荷の小ささ、人権・倫理の順守度

合い等）が完全に「見える化」され、その度合いを高める消費行動がインセンティブ化されること

も想像に難くない。 

その兆候として、既に英国の Yayzyをはじめ、消費行動の環境負荷を見える化するスタートアップ

も複数生まれつつある。また、ウォルマートやスターバックスをはじめ大手企業の動きを見ても、

ブロックチェーンを活用して自社製品の環境負荷・生産者との関わりも含めたトレーサビリティを

可視化する動きも広がっている。商品・サービス・消費行動のサステイナブル度合いの見える化が

進めば、例えば政府がサステイナブルな商品・サービスに有利な税制を導入したり、生活者がため

た「サステイナブル・ポイント」をショッピングに活用できるようになったりと、社会貢献意識を

超えて経済的にも、「サステイナブルであること」が生活者の購買意思決定要因として絶対的な基

準となることも想像に難くない。 

生活者一人ひとりの消費行動がもたらす環境負荷に加えて、冷蔵庫・調理したレシピ・外食メニュ

ー・ショッピングカートなどの情報や、健康・精神状態に関係する様々なバイタルデータが組み合

わさって把握できるようになれば、環境負荷を抑える消費行動を促すだけでなく、生活者の健康・

精神状態、宗教・信条、嗜好性やその時々の気分に合わせパーソナライズされた食生活が提案され

る世界も訪れるかもしれない。 

このように未来に思いを馳せると、川上から川下に至るまで様々な変化が想像できるが、いずれに

せよ言えることは、食に関わる消費行動やサプライチェーンが大きく様変わりしていく中で、核と

なるテクノロジーを押さえ、自社に有利なサプライチェーンをいかに他社に先駆けて構築できるか

が肝になるということだ。 
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5. 食分野の事業者がサステイナビリティに取り組む上でのポイント 

それでは、食分野の事業者はどのようにサステイナビリティに取り組むべきだろうか。事業として

も持続可能性を担保するために、筆者は大きく 3 つのポイントがあると考えている。即ち、「サプ

ライチェーン全体の能動的なデザイン」「生活者に対する取組みの可視化・ブランディング」「デ

ジタル・フードテックへの投資」である。 

5.1 サプライチェーン全体の能動的なデザイン 

川上から川下に至るまで、サプライチェーンには様々なステークホルダーが関与しており、その全

体をデザインできなければ片手落ちになる。食品小売り、食品・飲料メーカー、外食チェーンとい

った川下に属する事業者としても、サプライチェーン全体のサステイナビリティを担保するために、

川上のサプライヤーや生産者を巻き込んだ能動的なルールづくり／仕組みづくりが必要となってく

るのである。 

5.2 生活者に対する取り組みの可視化・ブランディング 

顧客たる生活者の支持を獲得できなければ持続的な事業とはならない。サステイナビリティに関す

る取組を生活者に対しても可視化し、効果的な対話を通じて顧客との結びつきを強化する切っ掛け

とすべきである。但し、所謂「グリーンウォッシュ」にならないよう留意が必要である。見せかけ

ではなく本気度の高い取組を行わないと顧客に見定められ、逆に離反する要因ともなってしまう。 

5.3 デジタル・フードテックへの投資 

先進技術が目まぐるしく入れ替わる中、常にそれを注視し、適宜オープンイノベーションを通じて

自社に取り込むアジャイルな取組が必要である。近年注目度が高い培養肉・植物肉等の代替プロテ

インのみならず、世界各国で様々なフードテックが生まれており、連携・投資可能性について常に

目を光らせておくのが望ましい。 
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6. 欧米先進企業のサステイナビリティへの取組事例 

以上で述べてきたポイントの理解を深めるため、欧米のサステイナビリティ先進企業・ブランドの

事例として、ウォルマート、スターバックス、リプトンの取組について紹介したい（図表 5）。こ

れらの企業・ブランドは、SDGs が叫ばれる前から上記のポイントを実践し続けており、それが競

争力の源泉ともなっている。 

 

図表 5：欧米先進企業によるサステイナビリティへの取り組み（抜粋） 

 

Source: 各種二次情報、Roland Berger 

 

6.1 ウォルマート 

世界最大の小売事業者である米国のウォルマートでは、従前よりサプライヤーや競合の小売事業者

を巻き込み、サステイナブルなサプライチェーン創出を世界的にリードしてきた。その一環として

2009 年より導入している「サステイナビリティ・インデックス」がある。インデックスは、CO2

の排出状況、固形廃棄物の削減目標、従業員の賃金と人権、地域住民への貢献等、サステイナビリ

ティに係る多様な観点に基づいて決定される独自のものであり、サステイナブルでない商品をウォ

ルマートの棚から排除することを目的としている。更に 2015 年には「サステイナビリティ・リー

ダーズ」ラベルを導入。ウォルマートがサステイナビリティに積極的に取り組んでいると認定した

サプライヤーは、商品に当該ラベルを張りアピールできるようにしたことで、サプライヤーとの二

人三脚の取り組みに進化させた。2019 年には、英国の金融機関 HSBC と連携し、環境サステイナ

ビリティを向上したサプライヤーに対して、HSBC が好条件のファイナンスを提供するプログラム

も発表した。 
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サプライヤーの巻き込みという点では、ウォルマートは食品ロスの削減にも積極的に取り組んでい

る。アジアの小売事業者としては唯一イオンも参加しているが、国を超えた食品ロス削減に向けた

取り組みである「10X20X30 食品廃棄物削減イニシアティブ」にウォルマートも参画している。こ

れは「世界の大手小売業など 10 社が、それぞれ 20 社の主要サプライヤーと共に、2030 年までに

主要サプライヤーの食品廃棄物の半減に取り組む」「削減の取り組みをサプライチェーン全体に波

及させることを目指す」ことを意味する活動である。 

ウォルマートによるサプライチェーンの能動的なデザインは、川上のサプライヤー巻き込みのみに

留まらず、近年では物流面も含めて気候変動対策にコミットしている。「2035 年までに再生可能

な電力のみを使用し、2040 年までに全世界の事業をゼロエミッション化」することを目指してお

り、その一環として、2040年までに長距離トラックを含む全車両を電動化するとしている。 

更には、サプライチェーンにおけるトレーサビリティを担保する仕組みである「IBM Food Trust」

を黎明期から主導してきた点も注目に値する。IBM Food Trustは 2016年にウォルマートと IBMが

実証実験を開始し、2018 年より IBM が商用化しているが、農作物が育てられた環境、生産者、収

穫時期、売り場まで運ばれてきた経路等を、ブロックチェーンを活用してトレースする仕組みであ

る。消費者も商品に添付されたバーコードや QR コードを通じて情報にアクセスでき、企業イメー

ジの向上にも繋がっている。 

このように、ウォルマートはサステイナビリティ×テクノロジー投資にも積極的であるが、直近で

はキッチン OS（レシピを起点とした IoT 関連ビジネス）との連携を重視している点も特徴的であ

る。米国のサイドシェフやスウェーデンのノースフォークのサービスと連動し、レシピ検索からシ

ームレスに、食材をウォルマート店舗からデリバリー・ピックアップで入手可能としている。コロ

ナ禍で「自ら調理する」楽しみが再注目されている中、生活者の食の楽しみにウォルマートが深く

入り込もうとしている、という見方もできるだろう。 

 

6.2 スターバックス 

スターバックスもサプライチェーン全体のサステイナブル化に長年に渡り能動的に取り組み、それ

を顧客との結びつきを深めるきっかけとしても活用してきた。ケヴィン・ジョンソン CEO は「サ

ステイナビリティへの取り組みは、企業責任であるだけでなく、顧客との結びつきを深める上でも

重要」と公言しており、ブランディングの面でもサステイナビリティを重要な取り組みとして位置

付けている。 

スターバックスはエシカルなコーヒー豆調達の仕組み化に向けて、2004年に NGOのコンサベーシ

ョン・インターナショナルと協働で独自の持続可能な調達ガイドライン「C.A.F.E プラクティス」

（Coffee and Farmer Equity）を策定した。スターバックスが購買する際の必須条件として「コー

ヒー豆の品質がスターバックスの基準を満たしていること」「適性な価格が生産者に支払われてい

ることを証明できること」を定めるとともに、第三者機関により「生活者の労働環境を守り、生活

向上に貢献すること」「生産地の環境への影響を抑えること」の評価を得ることを求めている。現

在では 99%以上のコーヒー豆がそれに準拠したエシカルな調達となっている。 

スターバックスの顧客にとっては、C.A.F.E プラクティス認定を受けたコーヒー豆である旨はパッ

ケージのコンサベーション・インターナショナルのロゴマークを通じて知ることができる。加えて、

近年ではマイクロソフトと協働で「Bean to Cup」と呼ばれるプロジェクトを推進し、コーヒーの

生産から提供に至るまで、ブロックチェーンを用いてトレーサビリティをリアルタイムで担保する

仕組み化を進めている。顧客はモバイルアプリを通じてパッケージをスキャンすることで、コーヒ

ー豆の栽培から加工、取引、焙煎されてパッケージ化されるまでの過程を確認することができる。
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アクセス可能な情報の中には、狭義のトレーサビリティに限らず、スターバックスのコーヒー農家

に対するサポート内容も含まれているという。 

「生活者に対する取り組みの可視化」という観点では、冒頭でも触れたような CEO 主導でのサス

テイナビリティに関するコミュニケーションも着目すべきである。その一環として、2020 年 1 月

には、事業活動を通じて地球から資源を奪う量よりも還元する量を増やす「リソース・ポジティブ」

を実現していく方針を打ち出した。その第一段階として、2030 年までに「サプライチェーンにお

ける CO2排出量の 50%を削減する」「事業やコーヒー豆生産に使われる水の 50%を保全、または

水リスクの高い地域や流域に補充する」「埋め立てごみの量を 50%削減し、サーキュラーエコノミ

ーに大きく舵を切る」といった暫定目標を掲げている。 

サステイナビリティ×テクノロジー投資という点では、前述のブロックチェーン活用に加え、環境

負荷の低いパッケージ開発の取り組みも注目に値する。2019 年にサーキュラーエコノミーの投資

ファンドである Closed Loop Partnersやマクドナルドとクラウドソーシングでアイデアを募り、生

分解性の素材を用いた堆肥化可能なカップを開発した。また、2020 年に入るとインポッシブル・

フーズ、ビヨンド・ミート、オートリーといったフードテックによる植物由来の代替肉や植物性ミ

ルクを相次いで採用し、「リソース・ポジティブ」実現に向けて植物性メニューを強化しつつある。 

 

6.3 リプトン（ユニリーバ） 

ユニリーバは世界で最もサステイナビリティに力を入れている企業の 1 つとして知られている。

「サステイナビリティを暮らしの"あたりまえ"に」というパーパスを掲げ、2010年には「環境負荷

を減らし、社会に貢献しながらビジネスを成長させることを目指す事業戦略」として「ユニリー

バ・サステイナブル・リビング・プラン」を打ち出し、「2020年までに 10億人以上のすこやかな

暮らしを支援」「2030 年までに製品のライフサイクルからの環境負荷を半減」「2020 年までに数

百万人以上の暮らしを向上」という目標を示した。ユニリーバは「サステイナビリティを戦略の中

核に置き、社会的意義を持つブランド」として「サステイナブル・リビング・ブランド」を設定し、

それらが同社の成長を牽引している（2017 年の全売上高の成長のうち 70%を占めていた）。本稿

では、その 1つとしてリプトンの取り組みにつき取り上げてみたい。 

前述のスターバックスについても同様であるが、コーヒー豆や茶葉の生産には発展途上国の多数の

生産者が関与しており、それら生産者への十分な収益還元も含めたフェアトレードの徹底が業界全

体の課題となっている。リプトンは大手ブランドの中で、世界でいち早くフェアトレードに対して

向き合ってきた。 

具体的には、リプトンは 2007 年に大手紅茶ブランドとして世界で初めて、ケニアの茶園でレイン

フォレスト・アライアンス認証を取得した。2016 年には、全てのティーバック製品について認証

茶園からの調達を実現している。レインフォレスト・アライアンスは熱帯雨林の保全のために設立

された NGO であるが、その認証においては森林資源の保護といった環境保全の観点だけではなく、

地域住民の経済発展や労働環境も重視され、生産者の生活水準・金銭的利益を担保することが認証

基準に盛り込まれている。従って、茶葉の調達価格は必然的に上昇することになり、リプトンはこ

れまでも製品の値上げを行ってきた。それが生活者から受け入れられてきたのは、従前よりサステ

イナビリティを重視するブランドとして生活者に対してブランディングを図り、支持を獲得してき

たからと考えられる。 

エシカル調達のほかにも、リプトンでは点滴灌漑等の水資源の保護に繋がる茶葉の生産方法を進め

るなど、サステイナブルなブランドとしての取り組みを多数進めている。 
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終わりに 

以上で見てきたように、サステイナビリティが社会的に重要度を増していくことは確実であり、更

には、それを契機として近い将来、消費行動やサプライチェーンが大きく変わることが予想され

る。その兆候をいち早く捉え、テクノロジー含めた投資を積極的に行い、能動的にサプライチェー

ンを創り変えられるか。また、生活者へのブランディングに効果的に活かしながら、彼らの支持を

取り付けることができるか。食産業に関与する事業者は、自らの企業活動の持続性を担保するため

にも、一刻も早くサステイナビリティに対して本腰を入れて取り組むべきである。従来の CSR活

動のように受け身的に取り組む「守り」の対応ではなく、「攻め」の姿勢で投資を厭わず、サステ

イナビリティを自社の競争優位構築・収益化に繋がる事業に昇華することを期待したい。本稿がそ

の一助となれば幸いである。 
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