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伊藤俊太郎の文明論

200万年～20万年前 人類革命

1万年～5000年前 農業革命

5500年～4000年前 都市革命

紀元前7～5世紀 精神革命

17～18世紀 科学革命

21世紀～ 環境革命

人間世（Anthropocene）

19世紀～ 第1ステージ 産業革命の始まり

1950年～ 第2ステージ OECD諸国の経済成長の始まり

2000年～ 第3ステージ 新興国等の経済成長の始まり

私たちはどんな時代を生きているか

地球表面を人類が実質的に支配
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地球的な境界（Planetary Boundaries）
ヨハン・ロックストロム他

地球システム
のプロセス

パラメーター 提案され
た境界

現在の値
（2009）

産業化前
の値

気候変化 大気中CO2濃度（ppmv)

放射強制力の変化（W/m2)

350

1

387

1.5

280

0

生物多様性
消失速度

絶滅速度（100万種あたり、１年あたりの
種数）

10 100以上 0.1～1

窒素循環 人間利用のために大気より除去された
窒素量（100万トン／年）

35 121 0

P循環 海洋に流入するPの量（100万トン／年） 11 8.5～9.5 -1

成層圏オゾン
消失

オゾン濃度（Dobson単位） 276 283 290

海洋酸性化 表面海水中のグローバルな平均飽和
アラゴナイトの状態

2.75 2.90 3.44

グローバルな
淡水利用

人類による淡水利用量（km3/年） 4,000 2,600 415

陸地利用変化 グローバルな陸地の耕地への転換率 15 11.7 低い
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栄養不足の世界人口の比率 13％
（2006－2008）

1日1.25米ドル（PPP）以下で暮らす
世界人口の比率

21％（2005）

良好な水道水にアクセスできない人口比率 13％（2006）

適切な薬剤にアクセスできない人口比率 30％（2004）

小学校に行けない子供の人口比率 10％（2009）

電気にアクセスできない人口比率 19％（2009）

世界人口の11％が炭素排出量の50％を占め、世界人口の
10％が世界所得の57％を占めている。

社会的境界（Social Boundaries）未設定

Kate Raworthによる
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気候変動

人類に

サステナブルな

食料
水

所得

教育

回復力

健康

ジェンダー
平等

社会的平等

ｴﾈﾙｷﾞｰ 職

声

Kate Raworth
Oxfam Discussion Papers

私達は
ドーナツの中で
暮らせるか？

２つの境界条件の提案
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Kate Raworthのドーナツ経済

食料 世界人口の13％が栄養不足
所得 21％が貧困
医療 30％が医薬品入手困難
電気 19％がアクセスできていない

栄養不足を解決するには世界の食
料供給の1％で良い

19％に電気を供給してもCO2は1％
しか増えない

21％の人口の所得改善には世界の
所得の0.2％で良い

地球的境界条件にほとんど影響を与えずに社会的境界条件を
改善することは可能
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第1の消費社会

•人口増加

•高齢者率5％

•大都市に大衆消
費社会誕生

•洋風化、大都市
志向

第2の消費社会

•人口増加

• 5％→6％

•人口の都市集中
加速化

•大量消費、アメリ
カ志向

第3の消費社会

•人口微増

• 6％→20％

•低成長期

•個性化、多様化

•ブランド志向、
ヨーロッパ志向

第4の消費社会

•人口減少

• 20％→30％

• ノンブランド、シン
プル、カジュアル

•日本・地方志向

三浦展「第4の消費―つながりを生み出す社会へ」

1912～1941 1945～1974 1975～2004 2005～2034

第2から第3への変化
1.家族から個人へ
2.物からサービスへ
3.量から質へ
4.理性、便利さから感性
自分らしさへ

5.専業主婦から働く女性へ

第3から第4へ
1.個人志向から社会志向へ
利己主義から利他主義へ

2.私有主義からシェア志向へ
3.ブランド志向からシンプル・カジュ
アル志向へ

4.欧米志向、都会志向、自分らしさ
から日本志向、地方志向へ

5.「物からサービスへ」の本格化、あ
るいは人の重視へ 7



間々田孝夫（立教大学）「第3の消費文化論」

第1の消費文化

• 1.何らかの機能的価
値をもつ新しい消費
財を通じて、生活を便
利で快適なものしよう
とする。

• 2.消費において量的
な多さ、豊富さを肯定
的に評価し、それを
追求しようとする。

第2の消費文化

• 1.他者や社会集団と
の関係に配慮しつつ、
消費行為に優位性を
示す、差異をもたらす、
目立つ帰属意識を表
明するなどの意味を
もたせようとする。

• 2.昨日的価値が疑わ
しく、非合理的で常識
的秩序に反するよう
なものであても意味
を見出して消費しよう
とする。

第3の消費文化

• 1.「機能的価値」では
なく「精神的価値」を
追求、質的充実を目
指す

• 2.自然及び社会に対
する負の影響を回避
し、安定に資するよう
に消費
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環境危機は倫理的危機

1. 経済のグローバル化で
どこの誰がどのように生産し、流通させているか
不明の商品が急増

2. 科学・技術の発展で

使って良いかどうかの倫理的判断が困難な商品
サービスが急増

3. 社会システムの改革の遅れで

環境問題、社会問題の解決に消費者市民が積極的
に関わることができない
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倫理的消費に関連した用語例

Ethical Purchasing

Social Purchasing

Green Purchasing

Sustainable Purchasing

Ethical Trading

Diversity Purchasing

Responsibility Purchasing

Sustainable Sourcing

Sustainability Purchasing

Socially Responsible Public Procurement

Ethical Consumption

Moral Purchasing

Green Consumerism

Fair Trade Pubic Procurement

Ethical Sourcing
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•社会の健全性向上を積極的に支援し、環境・人権などの社会
的課題に配慮して消費すること

倫理的消費の定義

•市場での消費を通じた社会的課題の解決行動

社会的消費の定義

•後世の需要を損なうことなく、基本的な需要が満たされ、より
質の高い生活を支える製品とサービスを利用すること。すな
わち、その製品とサービスはライフスタイルの全過程において、
資源と有毒物質の利用、廃棄物と汚染物質の排出を最小限
に抑えるものでなければならない。

持続可能な消費

豊田尚吾

大平修平、薗部靖史、スタニロスキー・スミレ

国連持続可能な発展委員会（UNCSD, 1995年）
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• 私的消費の公共への帰結を考慮する、あるいは社会変革をもたらすために購買力を利用
しようとする消費者

Webster (1975) Social Conscious Consumer

• 環境へ正あるいは負の影響をもたらすことを認識する、あるいは現在の社会的関心を表
現するために購買力を使用して製品やサービスを購入する人々

Roberts (1995) Socially Responsible Consumer

• 個人的・道徳的信念に基づいて確かな消費選択をするために意識高く、思慮深い選択

Devinney, Auger & Eckhardt (2010) Consumer Social Responsibility

倫理的消費の定義

• 倫理を社会の持続可能性を維持するために必要なルールとする。倫理的消費とは社会を
構成する人々が共存するためのルールに即した消費

豊田尚吾（2012） 倫理的消費

• 環境的側面や社会的側面に配慮した消費。地球的境界、社会的境界を守るためのエシ
カルプロダクツ・サービスの積極的購入行動

山本良一（2014） 倫理的消費

Ref. 大平修平、薗部康史、スタニロスキースミレ
「消費を通じた社会的課題の解決―日本におけるソーシャルコンシューマーの発見」
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Fairtrade Products

FSC Products
Green Products

Ethical Jewellery

Ethical Fashion

エコプロダクツ、エシカルプロダクツ
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【世界で初めて“ヤク”という素材にフォーカスしたニットブランド】SHOKAY（ショーケイ）

ダブルツリー株式会社
SHOKAY ジャパンオフィス、DGBH（DoGood, BeHappy!）事業部
林民子氏ご提供 14



A Survey Committee 
on the Ethical 
Procurement was 
established in IGPN 
May 2012 and the first 
outcome of this 
Committee was 
published in December 
2012.

倫理的消費を普及させる
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倫理的消費の分類

肯定的 否定的

社会・企業対応 フェアトレード
コーズマーケティング

消費者ボイコット
反ブランド

自然・生活対応 環境に優しい活動
スローライフ
地産地消

毛皮や遺伝子組換え食品忌避
過剰消費批判

Ref.田中洋“マーケティングから見た倫理的消費の可能性”
CEL Jan. 2012
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エシカル消費
の分類
（英国生協
グループ）

1.

倫理的な
飲食

1-1. オーガニック認証

1-2. フェアトレード認証

1-3. レインフォレスト・アライアンス認証

1-4. 平飼い卵

1-5. 平飼い鶏肉

1-6. 農家直販（Farmers’ Market）

1-7. ベジタリアン食品

1-8. 動物非虐待食品認証（Freedom Food）

1-9. 持続可能な水産物

1-10. 非倫理的飲食品のボイコット

2.

緑の家庭

2-1. エネルギー効率の高い家電製品

2-2. エネルギー効率の高いボイラー／湯沸し器

2-3. 小規模発電／発熱認証（Micro generation）

2-4. エネルギー効率の高い電球

2-5. 倫理的な（人体・環境に有害な含有物のない）清掃用品

2-6. 持続可能な木材・紙

2-7. グリーン・エネルギー

2-8. 充電式電池

2-9. リサイクル家庭用品

2-10. 緑の葬式

（2-11. エネルギー効率の高い家の建築／改築） 17



3.

エコな旅行／
交通機関

3-1. 責任ある旅行会社（の利用）

3-2. エコな観光地（の訪問）

3-3. 環境性能の高い車（Green car）

3-4. 自転車

3-5. ボイコット（旅行をしない）

（3-6. 公共交通機関の利用）

4.

倫理的な
個人用品

4-1. 倫理的な衣料品

4-2. 倫理的な化粧品

4-3. チャリティ・ショップ（での買い物）

4-4. リサイクル衣料品

4-5. 布おむつ（Real nappies）

4-6. ボイコット

5.

地域社会

5-1. 地元商店での買い物（Local shopping）

5-2. 寄付

6.

倫理的な
資金運用

6-1. 倫理的な銀行の利用（banking）

6-2. 倫理的な投資

6-3. 信用組合／信用金庫

6-4. 倫理的な持ち株（share holding）

18



倫理的消費の位置づけ
（鬼頭秀一の環境倫理の枠組みで）

人間―自然関係 人間―人間関係 個―全体関係

環境
持続性

自然の生存権
生命中心主義
生態系中心主義
生命地域主義
風土論

世代間倫理
生命地域主義
生業・技術論
風土論

地域全体主義
宇宙船地球号
共有地の悲劇
地方の自律
共的所有論

社会的
公正

保護区
サンクチュアリ
環境的正義

世代間倫理
南北問題
エコフェミニズム

環境正義
合意形成

存在の
豊かさ

動物の解放・権利
生命圏平等主義
自己実現
生命地域主義
風土論
遊び・仕事論

世代間倫理
生命地域主義
風土論
遊び・仕事論

全体主義による不平等
自由制限
自己実現
共的所有論

グリーン購入

オーガニック認証

FSC認証

MSC/ASC認証

RSPO認証

動物福祉製品

ベジタリアン

地産地消

応援消費

障害者製品優先調達

自発的清貧な消費生活
シンプルライフ

シェア

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

エ
シ
カ
ル
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ

エ
シ
カ
ル
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

Ｃ
Ｓ
Ｒ
調
達

環
境
金
融

環境観光

社
会
的
責
任
投
資

ボ
イ
コ
ッ
ト

OCS認証

G
O

T
S

認
証
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倫理的消費の分類 2015.4.20作成
山本 良一

生命倫理 環境倫理 社会倫理

法（Law）

（国家による
強制力のあ
る社会的規
範）

倫理（Ethics）

（かなり普遍
的な社会的
規範）

道徳（Moral）

（個人あるい
は小集団の
規範、価値
観）

臓器移植

延命治療／尊厳死

グリーン公共調達
グリーン公共契約

グリーン購入
エコマーク認証
FSC認証
MSC認証
有機認証

国産材利用促進
バイオマス活用促進

環境観光

ベジタリアン
動物福祉製品

障害者製品優先調達

地域貢献企業支援制
度

応援消費

寄付付き商品購入

ボイコット

今後の課題 スーパーヒューマン技術、
デザイナーベービー

フェアトレード
RSPO認証
エシカルファッション
エシカルウェディング
CSR調達
社会的責任投資
環境金融
CSV（共有価値創造）
CRM

ICT/人工知能/ロボットの
倫理 20



生産者と消費者をつなげるフェアトレード

国際フェアトレード認証のご紹介

特定非営利活動法人

フェアトレード・ラベル・ジャパン
2015/4

21
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開発途上国で生産される農産物

• 貿易金額で石油に次ぐ規模と
言われている。（1次産品として）

• 90%以上は開発途上国で生産
• 日本は世界第3位のコーヒー輸入国

カカオ

• 世界約5,000万人の小規模農家が生産
• 農薬使用や森の伐採など、

生態系や環境の破壊
• 西アフリカ4か国のカカオ農園では

数十万人の児童労働が判明

赤道をはさむ南北緯25度：「コーヒーベルト」が生産地域
出典：社団法人 全日本コーヒー協会ウェブサイト

コーヒー



世界の貧困課題

世界人口約72億人の
80％が貧困層

世界約195カ国
開発途上国：約150カ国
（70％）

その内、人口の過半数は
農業従事者

大半が小規模農家＝家族経営
市場への販売手段なし
充分な交渉力をもたない

原料の購入者側を頼るほかない

小規模農園がまとまり、生産者組合を
つくる
→ 交渉力を備え、市場と直接つながる

フェアトレード最低価格とプレミアム（奨励金）
を保証する

→ 国際市場価格が大幅に下落しても、
輸入業者は決められた価格を保証する

→ 輸入業者が生産者組合に支払う奨励金
生産者が自ら決めて生産技術の向上や
機材購入、学校や医療施設の建設など
地域コミュニティ発展のために使う

国際フェアトレード認証

グローバルアジェンダ解決策のひとつとして

出典元： 外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/q_a/enjyo.html
JICA国際協力機構 ホームページ http://www.jica.go.jp/aboutoda/whats/cooperation.html

23



途上国の現金収入向上や自立を支える人道援助の目的で、
市民による草の根運動として始まる（商品は主に手工芸品）

フェアトレードとは？

1940-

1960-

1980-
市民運動の枠を超え、企業の参加を促し、生産地の貧困を削減していこうと
フェアトレードが基準化され、製品の目印として、「認証ラベル」が誕生

ヨーロッパを中心にフェアトレード専門ショップ
（ワールドショップ）が開店。フェアトレード運動が広まる

参考文献「フェアトレードの冒険」
副題：草の根グローバリズムが世界を変える

フェアトレード：公正な貿易

開発途上国の原料や製品を適正な価格で購入することにより、
立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と

自立を支援する「貿易のしくみ」

24



最低価格
と

プレミアム

人権
を守る

自然環境
に配慮

開発途上国の生産者が自らの力で
くらしを向上できるように支える仕組み

1. 経済 2. 社会 3. 環境

国際フェアトレード基準の特徴 ＜ 3つのポイント ＞

例：コーヒー （アラビカ種）＞
1ポンド（453g）：140USセント
＋プレミアム：20usセント

組合の民主的な運営
安全な労働環境
児童労働の禁止・・・・・

農薬・薬品の使用削減と管理
有機栽培の奨励
土壌・水源の保全・・・・・

25



国際フェアトレード認証ラベル製品とは

輸出
輸入生産者

サプライチェーンの全てを認証
（小売りを除く）

“ 国際フェアトレード認証ラベル “
その製品が国際フェアトレード基準に従い

認証を受けていることを保証するもの

消費者
組合

製造
販売

国際フェアトレード
認証ラベル

フェアトレード：公正な貿易

フェアトレード製品の国際基準

開発途上国の生産者を支援するグローバルな取り組み
「フェアトレード・ラベル運動」

“ 国際フェアトレード認証ラベル製品 ”

世界125カ国で流通（年間：7,115億円/2013年）

74カ国・1,210組合・140万人の生産者が参加
26



世界74カ国・生産組織数： 1,200 
生産者・労働者数：140万人以上

（2013年末時点）
1,200

ラテンアメリカ：51.6％
アフリカ・中東：34.2％
アジア・オセアニア：14.1％

国際フェアトレード認証へ参加する農園組合など生産者組織の推移

27



生産者の受取総額
8,600万ユーロ

（約111億3千万円）
1€：129円

水 教育 インフラ 保健医療

Fairtrade International (FLO) 2013年9月3日発表
最新版レポート「Monitoring the scope and benefits of Fairtrade 2013(英文)」より

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2013-Fairtrade-Monitoring-Scope-Benefits_web.pdf主なプレミアム使用目的

開発途上国の地域コミュニティへ役立てられるフェアトレードのプレミアム
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日本で流通する国際フェアトレード認証ラベル製品

日本で約160社が参加・製品数：約500点
コーヒー、紅茶、バナナ、果汁、チョコレート、スパイス、

ナッツ、ワイン、切花、スポーツボール、コットン製品など・・・
29



http://www.asahi.com/articles/ASH3B5RDPH3BOIPE01L.html

ご参考 名古屋市市議会フェアトレードを支持 ＜2015.3月現在＞

日本国内2番目
フェアトレードタウン（シティ）として、
市民の呼びかけの活発化が期待される

街ぐるみでフェアトレード製品の普及を加速
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エシカル消費による地方創生

地方創生

里山資本主義
（マネー資本主義のサ
ブシステム、保険、安
心を買う別原理）

レジリエンス
（外的な衝撃に耐え、そ
れ自身の機能や構造を
失わない力）

持続可能な地域社
会作り
（環境福祉）

エシカル消費
（生命倫理、環境倫理、
社会倫理に基づく消費）

若い世代、
仕事と結婚

東京一極集
中の是正

地域特性に
即した

地域課題の
解決

2050年に1.5

～2％の成
長力の確保

1. 貨幣換算できない
物々交換の復権

2. 規模の利益への
抵抗

3. 分業の原理への
意義申し立て

天災はマネー資本主義
を機能停止させる
木質バイオマス発電
ペレットボイラー
吸収式冷凍機
エコストーブ
ギュッシングモデル
エネルギー自給率72％
CLT（新しい集成材）の
普及

費用と人手をかけた田
舎の商売の成功

地域ごとの豊かさや多
様性
無縁社会の克服

里山資本主義こそ少子
化を食い止める解決策、
健康寿命を延ばす

地域社会のレジリエン
スを生み出す７つの原
則
1. 多様性
2. モジュール化
3. 社会関係資本
4. イノベーション
5. 重複、冗長性

6. 緊密なフィードバッ
クループ

7. 生態系サービス
リローカリゼーション

地方、郡、都市、または
自宅周辺が、グローバ
ル経済への過剰依存か
ら脱し、それ自身の資
源を投資して、地域の
金融、自然、人的資本
から消費するモノ、サー
ビス、食料、エネルギー
のかなり部分を生産す
る
CSA、CSI、地域通貨

不登校、閉じこもりの
青少年に対する環境
教育、森林療法
コミュニティガーデン

ユニバーサル・エコ
デザイン
ななめ洗濯機

再生品利用の路盤
材

高齢者、障害者によ
る農業

リサイクル事業での
ホームレス雇用

エコマネーによる富
山市のまほろば事業
企業によるCSRの取
り組み

環境福祉コーディ
ネーター
福祉都市宣言

グリーン購入
グリーン契約
エコマーク認証
FSC認証
有機認証
フェアトレード
地産地消
エシカルファッション
エシカルウェディング
環境観光
CSR調達
環境金融
応援消費
社会的責任投資
CSR/CSV

障害者製品優先調達
地域CSR認定企業優
遇制度
シェア
ベジタリアン
動物福祉製品

2015.4.14作成
山本 良一
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海外 国内

2010
社会的責任に関する手引き（ISO26000）発行、
7つの原則と7つの中核課題

渡辺龍也、「フェアトレード学―私たち

が創る新経済秩序」出版

フィリップ・コトラー「マーケティング3.0」出版
生物多様性条約COP12で愛知目標
採択 目標4：持続可能な生産と消費
の計画と実施

米国 金融規制改革法（Dodd-Frank法）紛争
鉱物についての条項を含む

公共建築物木材利用促進法を制定、
国産材の利用促進のため

ユニリーバ 「Sustainable Living Plan」発表。
2020年までに売上を2倍にしつつ原材料をすべ
て持続可能なものにすることを目標に

「エシカルケータイ」キャンペーン開始

European Commission, 「Buying Social」発行
John Gerzema 「Spend Shift : How the
Post-Crisis Values Revolution is Changing
the Way We Buy, Sell and Live」出版
The Consumer Goods Forumが森林破壊ネッ
トゼロの目標を発表
メッセ・フランクフルトがエシカルファッション
ショーを買収
レイチェル・ボッツマン、ルー・ロジャース「シェア、
共有からビジネスを生み出す新戦略」出版

倫理的消費の歴史
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2011 英国DEFRA（環境食糧農林省）倫理的
調達方針発行

フェアトレードタウン・ジャパン設立（現、日本
フェアトレード・フォーラム）

OECD「グリーン成長に向けて」発行 東日本大震災後「応援消費」活発化

UNEP 「サステナブル・ライフスタイル
に関するグローバル調査」出版

21世紀金融行動原則発行

グリーンピース「デトックスキャンペー
ン」開始

日本初のフェアトレードタウン誕生（熊本市）
世界で1000番目のフェアトレードタウン、アジ
アで初めて

カナダ バンクーバー市、倫理的購入
方針（EPP）策定

小田亮「利他学」出版

マイケル・ポーター、 CSV （ Creating

Shared Value）を提唱
地球環境財団、エシカルライフを提案するフ
リーペーパー「エシカリアン」を発行

GHGプロトコル、スコープ3基準公開

英 国 生 協 Co-operative が Ethical

Operating Plan発表、生協としては世界
最大の会員600万人が加入
韓国 生協（iCOOP KOREA）倫理的消費
運動を本格化

米国 サスティナブル・アパレル連合結
成
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2012 英国 半官半民のグリーン・インベストメント・バン
ク設立

大阪ガス・情報誌「CEL」で倫理的消費に
関する特集を組む

「リオ+20」サミットでUNEP、持続可能公共調達
（SPPI）プロジェクトを立ち上げ

デルフィス、「まだエシカルを知らないあ
なたへ」出版

「持続可能な消費と生産に関する10年枠組み
（10YFP）」がRio+20で採択

国際グリーン購入ネットワーク（IGPN）、エ
シカル購入研究会発足

UNEP FI、「自然資本宣言」を提唱。39の金融機関
が賛同

障害者優先調達法制定

ロンドンオリンピック・パラリンピックは環境面、社
会面に周到な配慮が払われた“エシカル五輪”

消費者教育推進法制定

持続可能なイベント運営に関する国際規格
ISO20121発行

「未来を拓くエシカル購入」（環境新聞社）
出版

IFC、パフォーマンススタンダード改訂。生物多様

性オフセットや原材料のトレーサビリティの確保な
どの要求を追加

三浦展「第4の消費―つながりを生み出
す社会へ」出版

国際的市場で取引される商品がもたらす生物多
様性への脅威に関する論文がNatureに発表され
る。
米国は1000種、日本は700種、ドイツは300種の
生物種の絶滅に関与

カーボンフットプリント開始、UNFCCへ提

出する温暖化排出量、バイオマスプラス
チック由来のCO2はカーボンニュートラル
扱いとなる

世界的に食品ロスが問題化、日本は年間8,500万
トンの食品供給に対して1,800万トンがゴミとして
廃棄されている

エシカルウェディングが本格化

パタゴニア社は製品のサプライチェーンの透明性
を持たせるためにフットプリント・クロニクルの公表
を開始 34



2013 バングラディッシュで縫製工場崩落、1000

人以上死亡

「先生のための消費者市民教育ガイド～公
正で持続可能な社会をめざして」（消費者教
育支援センター）発行

EU 化粧品の動物実験全面禁止へ
日本の食糧輸入量3,070万トンのうち、遺伝
子組み換え穀物が1,520万トンに達す

EU 木材法、適用開始。違法な木質製品
の域内への持ち込みを禁止

リサイクルブランド流通協同組合設立

米国 アンドリュー・バルノスキーら500名
程の科学者により21世紀における人類の

生命維持システムに関するコンセンサス
発表

美しさに犠牲はいらない、化粧品の動物実
験を考えるシンポジウム開催

ドイツ、プーマ社製品の「自然資本会計」
を公表

国内最大級のファッション・デザイン合同展
示会「rooms」において、社会・環境問題に配

慮したブランドを集積するエシカルエリア開
始

GRI、G4ガイドライン公開
高等学校家庭科教科書（東京書籍）に初め
てエシカル・ファッションが記載される

IIRC、国際統合報告フレームワーク公開

ファーストリテイリング・グリーンピース間に
おける排出ゼロ実現策へのコミットメント公
表、2020年までに危険化学物質の排出ゼロ
を目指す
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2014 ダボス会議でグリーン製品の貿易自由化交
渉開始表明される

札幌、GPN/IGPN エシカル購入国際シンポジ
ウム開催

持 続 可 能 な 調 達 の 国 際 規 格 作 業
（ISO20400）進む

日本版スチュワードシップコード導入、機関投
資家によるESGに着目した投資の促進

EU指令 非財務情報開示の義務化 日本エシカル推進協議会（JEI）設立

「化石燃料への投資を止めて再生可能エネ
ルギーへ再投資することを求める声明」発
表、80名の神学者・宗教指導者

日本ロボット学会 倫理綱領を制定

国連食糧農業機関（FAO）、2014年を国際家

族農業年に設定し、小規模家族農業とアグ
ロエコロジーの普及を推進

岡部光明「利他主義の動機と成立構造につい
て」公表

オーストラリア、違法伐採禁止法施行。違法
な木質製品の輸入を禁止

内村理奈編著「ファッションビジネスの文化論」
出版、“倫理はおしゃれ”が少しずつ浸透

国連気候サミットにおいて「森林に関する
ニューヨーク宣言」発表。2030年までに森林
破壊ゼロに

Fair Finance Guideの日本版ウェブサイト（銀行
の“社会性”を格付けするサイト）がオープン

ホーキング博士、人工知能のリスクを警告、
知力で人類を上回るようになるかも知れな
い

テキスタイル・エクスチェンジにより世界初と
なるオーガニックコットンのLCAレポートが公
開される。

2015 米国 海洋大気局、2014年の世界平均気温
は過去135年間で最高と発表

バイオマス活用推進基本法

消費者庁、「倫理的消費調査委員会」を設置
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ヨーロッパにおける倫理的消費者運動と企業の対応（1）

Rob Harrison, Ethical Consumer Research Association
2015.3.20 日本貿易振興機構、アジア経済研究所セミナーにおける講演より

1. “エシカル・コンシューマー誌”は1987年、英国マンチェスターで設立さ
れた、独立の利益を目的としない研究機関、現在は10人の所員

2. その使命は消費者の圧力でグローバル企業をよりサステナブルにする
こと

3. 私たちは消費者に情報を提供して、購入決定においてエシカルな問題
を考慮に入れることを可能にしている

1980年代、ネオリベラリズム（規制撤廃、自由市場原理）
環境、動物、人間に及ぼす商業的サプライチェーンのインパクトが問題

そこで、市民社会グループ（Greenpeace）、圧力グループ（Oxfam）、NGOs

（PETA）がこれらの問題を取り上げた

消費者ボイコットが台頭 南アのアパルトヘイト、フロン使用製品、
Revlonの動物テストした製品
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企業の対応（Rob Harrison）（2）

1. 戦う（Fight）
2. 無視する（Ignore）
3. 消費者を調査する（Survey Consumer）
4. CSR報告（CSR reporting)

5. 協動一認証（Collaborate-accreditation）
6. エシカル製品販売（Market ethical products）

消費者調査
の結果

常にエシカル 5～10％ （Always ethical）

時折エシカル 60～75％ （Sometimes ethical）

わずらわされたくない 20～30％ （Can’t be bothered）

ブラジル、インド、中国 英国、米国、ドイツ

将来世代のために、環境改善のため
に少し消費を減らす必要がある 76％ 57％

環境や社会のために良い製品を購入
する責任がある 82％ 49％

しばしば他の人に、社会的・環境的責
任のある企業から購入することを薦め
ている

70％ 34％

ref. Consumer and the Future of 

Sustainability 2012, Globe scan 

and others
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設立目的 （1） エシカルオリンピックの実現
（2） エシカル購入ガイドラインの策定
（3） エシカルチェックの実施
（4） エシカルファッション賞、振興策
（5） エシカル度の評価法の研究 等

日本エシカル推進協議会
Japan Ethical Initiative

設立発起人が104名に達する
5月30日設立総会開催
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●原則
１．責任ある調達（Responsible sourcing）
国際的な環境・社会・エシカル（倫理）基準に従って調達・生産された品
物・サービスを使用すること

２．再利用・リサイクル材の使用（Use of secondary materials）
再利用やリサイクル材の使用、包装の最小化、再利用・リサイクルできる
製品を取り入れること

３．環境負荷の最小化（Minimising embodied impacts）
環境負荷を最小化するため、製造・供給過程における資源・エネルギー効
率を最大化すること

４．健康・安全に配慮した原料（Healthy materials）
健康と環境を守るため、適切な物質・原材料を使用すること

■2012ロンドンオリンピック・パラリンピック
持続可能な調達を行うためのコード（規約）“LOCOG Sustainable

Sourcing Code”より（2008年11月 初版発行、2009年12月 改訂版発行）

オリンピック・パラリンピック
サステナブル調達実績について
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「１．責任ある調達」
� サステナビリティ関連認証製品（Sustainability related certified products）
有機認証や地産池消（野菜、果物、酪農品、畜産物等）、フェアトレード認証（バナ
ナ、コーヒー、紅茶、砂糖、チョコレート）など、環境・社会・経済的にサステナブ
ルに生産・製造されたものを使用すること。

� 動物福祉及びテスト（Animal welfare and testing）
平飼い（放し飼い）養鶏の卵の使用のほか、劣悪な飼育管理された畜産のものは使用
しない。

� 動植物製品（Animal and plant products）
絶滅危惧種の毛皮・革は使用しない。希少種を守り、次世代も楽しめる生態系を保つ。
MSC 認証、ACS認証など、乱獲された魚ではなく、資源管理や海の環境にも配慮し
た水産物を使用する。

� 木材・木材製品（Timber and timber products）
FSC認証のものを使用すること。認証のものが使用できない場合は、持続可能性に配
慮され基準を満たしたものかどうか文書で証明すること。

� 発行物・印刷物（Publications and other printed materials）
デジタル化を最優先にし印刷物を最小限に減らすこと。安全で環境負荷の低い印刷方
法・インクを選ぶこと。紙類・チケット・カード等には、FSC認証材を使用すること。

� 労働条件（Labour practices）
安全な労働環境や適切な賃金の保証等、製品・サービスの製造および供給現場での労
働条件は、「Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code」の基準を満たすこと

� 健康と安全（Health and safety）

� 多様性とインクルージョン（Diversity and inclusion）
41



� データでみる実績
� ロンドンオリンピック、パラリンピック両大会

-競技会場数 31
-スタッフ数 16万人
-選手・関係者 23,900人
-報道関係者 20,600人
-チケット発行数 860万枚（オリンピック）
-チケット発行数 150万枚（パラリンピック）
-食事提供数 1400万食
-食パン 25,000斤
-じゃがいも 232トン
-水産物 82トン以上
-鶏肉 31トン
-牛肉 100トン
-牛乳 75,000リットル
-卵 19トン
-チーズ 21トン
- 果実・野菜 330トン

� フェアトレード認証製品の提供数量（推定）
-フェアトレード認証バナナ 1000万本
-フェアトレード認証紅茶 750万杯
-フェアトレード認証コーヒー 1400万杯
-フェアトレード認証砂糖 1000万袋 42
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エシカル消費への批判例

（1） 「不公正貿易」の著者 ジャン・ピエール・ボリスによるフェアトレード批判
a. 力のある生産者を潤し、最貧層を疎外している
b. フェアトレード団体は自己利益を追求し、生産者の利益を侵害している
c. ラベル認証機関は中間搾取業者に取って代わっただけである

（2） 「メルヒェンの終焉」の著者 カトリン・ハートマンによる批判
a. ショッピングカートで世界を救うーロハスのお伽話
ロハスは環境運動の更新ではなく、消費思考の塗り替え
政治的変化を引き起こす市民ではなく、需要を通して経済に影響を与える消費者

b. ドイツの消費者、84％がエシカル消費を支持、ただし61％が生活水準を侵害しなけ
ればと回答、ドイツの世帯でグリーン電力を使用しているのはたった3％、フェアトレー
ド製品の割合は1～2％

c. 購買能力の高い顧客が望めば、企業は喜んで環境保護や人権をスーパーマーケット
の棚に陳列してくれるでしょう

〈法律によってのみ変えてゆくことができ、西洋諸国の消費者の道徳的快感ではない〉

（3） 「倫理的消費者の神話」著者 ティモシー・ディバイニー、パット・オージェ、ギアナ・エッ
カート

消費者はアンケートにはエシカル消費の重要性を回答するが、実行しているのはきわめ
てわずかである。
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•一定規模以上の事業者に環境・CSR報告書の公表を義
務化1

•事業者のエシカル度評価とランキングの公表2

•エシカルラベル（エコラベル、フェアトレードラベルなど）
の信頼性向上と拡大3

•エシカル市場規模の年度毎の評価と公表4

•エシカル製品、購入、経営アワードを開始5

•エシカル購入基本法の制定6

•エシカル消費者教育の拡大7

エシカル消費、エシカル精神の普及のために
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