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倫理的消費とは何か 

山本 良一 

 

1. 時間的に非可逆な 3 つの危機に直面する人類 

 

人間起源の温室効果ガスの大気中への大量放出による地球温暖化、金属など

の枯渇性資源の大量消費と大量廃棄、環境破壊による生物種の大量絶滅はいず

れも時間的に非可逆で将来世代に巨大な負の遺産を残し、取り返しのつかない

ものである。これらはいずれも半世紀も前から予想され、警告され、国際交渉

が行われ、様々な社会的運動が展開されてきた問題であるが、一向に解決の道

の見えない問題である。 

その原因はこれらの問題をめぐる科学的合理性と社会的合理性の真向からの

対立にある。科学的合理性に従えば、人類を含むすべての生命の家である地球

生命圏を保全するためには化石燃料の使用を止め、森林伐採を中止し、枯渇性

資源の採掘を止め、原生自然をできるだけ残し、大気、海洋、土壌のこれ以上

の汚染を止めなければならない。一方、72 億人を超えて膨張する世界人口の生

活を支え、更にその水準を向上させるためには膨大な資源、エネルギー、食料、

土地が必要になる。すなわち社会的合理性は更なる物質的、量的な経済成長を

求めているのである。 

人類は今日、穀物栽培のために南アメリカのサイズの土地を、家畜放牧のた

めにアフリカのサイズの土地を利用していると報告されている。雪や氷に覆わ

れていない地球の陸地表面の 43％を人類が使用していると言われ、このままで

はその割合は 2025 年に 50％に達するだろうと予測されている。社会的合理性

と科学的合理性が真向から対立し、矛盾するように見えるが、ここでの社会的

合理性とはあくまで人類の現在世代の人間中心主義的な価値観に基づくもので

あることに注意しなければならない。もし今後数十年から半世紀程で地球温暖

化、資源枯渇、生物多様性減少が深刻化して、今生きている世代やその子供の

生活に甚大なる悪影響を与え得るとしたらどうであろうか。社会的合理性の方

が科学的合理性を積極的に取り入れ、気候リスク、資源リスクを回避し、生物

多様性サービスを維持するように経済成長の仕方を根本的に変革する方向へ、

持続可能なグリーン経済へと変わらざるを得ないのではなかろうか。それでは

現在世代の人間中心主義的なライフスタイルの覚醒を促すほど環境危機は間近

に迫っているのであろうか。多くの科学的知見に基けば現在の子供の世代が中

年になる頃には環境危機は耐え難いほど深刻化しているだろう。 
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2. 消費者は人間世において地球の管理経営責任を自覚すべき 

 

伊藤俊太郎の文明論によれば、“文明”は人類革命（200 万年～20 万年前）、

農業革命（1 万年前～5000 年前）、都市革命（5500 年前～4000 年前）、精神革

命（紀元前 7 世紀～5 世紀）、科学革命（17～18 世紀）、環境革命（21 世紀）に

よって駆動されてきたと捉えられている。一方、21 世紀に入ってから、多くの

国際共同研究から明らかにされたのは、地球表面を実質上支配しているのは人

類だという科学的知見である。それを明確化するためにも現在の地質年代名、

完新世（Holocene）を人間世（Anthtopocene）に変更してはどうかという提案

がなされ、現在審理中である。人間世は産業革命（19 世紀～）に始まり、1950

年にOECD諸国が急激な経済成長を遂げる第2ステージに入り、21世紀になり、

中国、インドなどの新興国の経済成長がそれに加わった第 3 ステージに突入し

た。その結果、温暖化ガスの一つである CO2は今や 1 日に全世界から 1 億トン

も大気中に放出されており、地球温暖化によって海洋に吸収される熱エネルギ

ーは 1 日あたり、広島型原爆の 40 万発分の爆発エネルギーに匹敵する程になっ

ている。その結果、北極・南極の巨大氷床は年間 4500 億トンも消失して海面水

位の上昇に寄与している。 

ドイツのヴッパタール研究所の Stefan Bringezu の最近の研究によれば、

2000 年世界人口 61.3 億人の時、人類の総資源消費量は 1200～1370 億トンと推

定され、2010年68.8億人の時に1600～1750億トンに達したと推定されている。

このままでは人口が 84.2 億人に達すると見込まれる 3020～3350 億トンの規模

になるものと予想されている。 

地球生命圏は人類の物質的欲望を、ただ満たすための材料置き場ではないと

多くの人々は考えるに至った。キリスト教では人類には神によって地球の信託

管理をする責任がある（Planetary Stewardship）と考えられている。神道と習

合した日本仏教ではものにも命がある（空海の六大説）、草木国土悉皆成仏（天

台宗）という草木成仏思想を生み出した。自己と環境は二つではなく一つであ

り、環境破壊は自己破壊であるという認識である。これらの宗教に由来する環

境倫理は互いに相互補完的であり、環境保全を支持し持続可能なグリーン経済

の実現に寄与するであろう。 

 

3. 反倫理性を内蔵する科学技術とグローバル市場経済への対処としての倫理

的消費 

 

科学技術とグローバル経済の進展は人類社会に空前の繁栄をもたらしたが、

一方で様々な歪みが目立つようになった。人類総体としての活動が持続可能で
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あるためには地球的境界と社会的境界の枠内になければならないと言われてい

る。地球的境界とは気候変化、生物多様性消失、窒素循環、P 循環、成層圏オゾ

ン消失、海洋酸性化、グローバルな淡水利用、陸地利用変化である。社会的境

界とは 1 人あたりの水の使用量、所得、食料、エネルギーであり、職、政治的

な発言力、教育、ジェンダー平等、社会的平等、健康、レジリエンスである。 

環境的にも社会的にも持続可能でなければ人類総体としての活動は永続的に

なり得ない。この 2 つの境界を守るためのグローバルガバナンスは現在発展途

上であって、有効に機能していない。この 2 つの境界が危機にあるということ、

環境危機、社会的危機は正に私たちの倫理的危機でもある。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し、消

費者は知らないうちに悪事に加担するかも知れないリスクを負っている。 

 一方、科学・技術の急速な発展によって使用して良いかどうかの倫理的判断

が困難な商品・サービスが急増している。現代の科学・技術は複雑な社会シス

テムとなっており、科学はもはや価値中立的であり得ず、善用・悪用どちらも

可能であることを前提に知識の製造物責任を課し、反倫理的応用を禁止するガ

イドラインの制定、受益者と少数の被害者、現在世代が利益を受け、将来世代

が損失をこうむるような科学・技術をどのように扱うか常に協議してコンセン

サスを形成しておかなければならない。 

 このように商品・サービスの背後には、地球的境界と社会的境界があり、反

倫理性を内蔵したグローバル経済と科学・技術があることを認識しなければな

らない。社会システムを整備して、消費者市民が具体的な商品・サービスの選

択を通じて環境問題、社会問題の解決に積極的に貢献できるようにすることが

求められる。 

 

4. 消費社会論、消費文化論でもサステナブル化、エシカル化志向を指摘 

 

 三浦展によれば日本は第 3 の消費社会から第 4 の消費社会に移行しつつある

という。第 4 の消費社会の特徴は、人口が減少する中で高齢化が進み、ノンブ

ランド、シンプル、カジュアルで、日本、地方思考と捉えられている。第 3 か

ら第 4 への特徴は、 

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 

と分析されている。一方、間々田隆夫の「第 3 の消費文化論」では、 
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① 「機能的価値」ではなく「精神的価値」を追求し、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 

と現代の消費文化を評価している。 

これらの消費社会論、消費文化論からも、日本の社会全体の中に地球的境界、

社会的境界をに配慮した、持続可能なグリーン経済への志向が現れていると考

えられる。 

 

5. 倫理的消費とは何か 

 

倫理的消費の歴史は古く、様々な英文用語例がある。 

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 

これらはいずれも地球的境界、社会的境界の問題解決への寄与を目指した消費

行動である。 

 

 ここで関連する 3 つの用語の定義例を掲げる。 

a. 倫理的消費の定義 

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―豊田尚吾 

b. 社会的消費の定義 

市場での消費を通じた社会的課題の解決行動―大平修平、薗部靖史、スタ

ニロスキー・スミレ 

c. 持続可能な消費 
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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。―国連持続可

能な発展委員会（UNCSD, 1995 年） 

 

 持続可能な消費はエコロジカルな持続性に重点が置かれており、倫理的消費

の一部である。社会的消費も倫理的消費に含まれる。 

生命倫理、環境倫理、社会倫理に基づいた商品・サービスの選択を通じて、環

境問題、社会問題の積極的解決に寄与しようとする消費者の購買行動が倫理的

消費ではないだろうか。倫理も時間的に発展するので倫理的消費も時間と共に

変化する。倫理的消費の適切な定義については詳細な検討が必要である。 

 

6. 倫理的消費の分類 

 

 倫理的消費（エシカル消費と呼ばれることもある）には様々な種類がある。

環境配慮製品（同種製品の中で環境性能のより高いもの）を優先的に購入する

グリーン購入やグローバルアジェンダの解決策の一つとしてのフェアトレード

（公正な貿易）は有名である。表 1 は英国生協による分類である。表 2 はどの

ような倫理に基づいての消費行動を明確化するために作成した分類の試案であ

る。 
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表 1 
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表 2 

 

 

ここで法は国家による強制力のある社会的規範、倫理をかなり普遍的な社会的

規範、道徳を個人あるいは小集団の社会的規範あるいは価値観とした。道徳と

倫理の境界は実際にはあいまいである。倫理については生命倫理、環境倫理、

社会倫理に分けてみた。環境倫理について見てみると、法による強制のあるも

のとしてはグリーン公共調達、グリーン公共契約がある。倫理に基づくものは

エコマーク認証、FSC 認証、有機認証などによるグリーン購入、国産材利用促

進があげられる。一方、道徳に基づくものとしてベジタリアンがあげられる。

将来の倫理的消費の課題として、例えばデザイナーベービー、人工知能やロボ

ットなどがあげられる。道徳が倫理となり、最後に法となるばかりではなく、

これはダイナミックに相互に影響を及ぼし合っている。倫理は時間的に次第に

形成され、進化するものであることを忘れるべきではない。また倫理的消費は

多くの問題と関係している複雑な消費行動であることを理解していただくため

に表 3 を作成した。 
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表 3 

 

これは鬼頭秀一の環境倫理の枠組みで見た場合の倫理的消費の位置付けであり、

その複雑さが了解されるであろう。 

 

表 4 
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表 4 は田中洋によるマーケティングの観点から見た倫理的消費の分類である。 

  

多くの倫理的（エシカル）消費に共通する問題は、 

a. 商品サービス、企業のエシカル性能（あるいはエシカル度合い）をどう評

価するか 

b. エシカル性能の評価、認証の信頼性をどう高めるか 

c. エシカル商品サービス普及のための包括的インセンティブをどのように

構築するか 

d. 消費者市民に対する教育の向上 

である。例えば、環境不動産が注目を集めているが、上記すべての問題を適切

に解決しなければ普及は困難であろう。 

 

 エシカルコンシューマー研究所の Rob Harrison は 2015 年 3 月 20 日日本貿

易振興機構、アジア経済研究所のセミナー講演で倫理的消費の未来を次のよう

に予測していた。 

今後 25 年以内にヨーロッパにおいて 

① すべての企業は法律によって彼らのエシカル位置（ethical position）を報告

することが求められるだろう 

② エシカルに認証された製品が市場を支配 

③ 認証スキームそれ自身に関する政治的キャンペーンと論争が増加 

④ 政府によるエシカル調達が強化される 

⑤ サステナブルライフスタイルが標準となる 

 

 わが国においては例えば地方創生は喫緊の社会的課題であり、倫理的消費が

それにどのように貢献するかが問われている。また 2020 年の東京五輪において

は前回のロンドン五輪を上回る倫理的配慮が求められている。以上のような諸

問題への対応を含めて、倫理的消費調査を幅広い観点から進めて行くべきであ

ると考える。 

 


