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「倫理的消費」調査研究会議題報告の件 
議題報告 
    
■(1) 倫理的消費の必要性とその効果 
※倫理的消費に関し、個人、企業、自治体等どの階層で考えるのかを示す必要がある。又、

効果に関しても、気候、生物多様性、地球問題含めて、何処に対しての効果を求めるかも、

議論しなければならない。 
 
１）倫理的消費の歴史 
日本エシカル推進協議会でまとめている。 
http://ethicaljp.com/blog/2015/03/31/19 
 
追加 
① 2000 年 9 月 MDGs はミレニアム開発目標（Millennium Development Goals）の略称です。 
（UNDPHP 一部抜粋） 
国連ミレニアムサミットに集まった 147 の国家元首を含む 189 の加盟国は、全会一致で「ミ

レニアム宣言」を採択しました。宣言の中では、21 世紀を迎えるにあたり、「平和で繁栄し

た公正な世界を作り出すこと」「貧困をなくすこと」などを目指し、国際社会が一致団結して

取り組むことを表明しています。 
 この国連ミレニアム宣言と 1990 年代に開催された主要な国際会議やサミットで採択され

た国際開発目標を統合し、ひとつの共通の枠組みとしてまとめたものが、MDGs です。MDGs
は、「世界の貧困を半減する」など 8 つの具体的な数値目標を 2015 年という期限内に達成す

ることを目指しています。 
※平成 13 年 3 月から平成 15 年 2 月まで、JICA カンボジア BOP ビジネス連携フィージビリ

ティスタディ事業が採択されて実施しました。現在、ミャンマー連邦共和国 JICA 案件調査

事業を電通にコンサルを依頼して提案中。  
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② 1994 年 ゼロ・エミッション（zero emission）(ウィキペディア HP 一部抜粋)に掲載され

ている、国連大学が提唱した構想である。正式にはゼロエミッション研究構想（Zero 
Emissions Research Initiative = ZERI）という。人類が豊かな生活を求めて創りあげた近代文

明は、資源とエネルギーを大量消費し莫大な量の廃棄物を生み出しました。その結果、地球

環境は悪化し自然の生態系は崩壊会寸前まで追い込まれています。これ以上の地球環境悪化

を食い止め、人類が自然と共存していくには産業モデルの転換を図らなくてはいけません。

グンター・パウリ氏によって提唱されたゼロエミッション研究構想は、複数の産業がクラス

ター〈連環〉を構築することで、廃棄物を資源として再利用し最終的な廃棄物をゼロにする

ことを目指すものです。廃棄物は経済的価値を生み、しかも環境への負荷を減らすことがで

きます。また、原子発電の際に大量に発生する放射性廃棄物が、どのようなエミッション

（emission）に当たるかは議論されるべきものであるし、数十万年以上放射性廃棄物を安全

に投棄する技術が、未だ確立されていないという問題も残っているため、真のゼロエミッシ

ョンの道は遠く険しい。 

③ 2000 年 CDP（旧名称：カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト） 
機関投資家が連携して運営し、ロンドンに事務所を置く非営利団体 CDP が、FTSE インデッ

クスに該当する中から選定した企業に対して、環境戦略や温室効果ガスの排出量の開示を求

めているプロジェクトです。 
詳細 
企業に対して気候変動への戦略や具体的な温室効果ガスの排出量に関する公表を求めるプロ

ジェクトのことです。このプロジェクトは 2000 年に開始し、主要国の時価総額の上位企業に

対して、毎年質問表が送付されており、企業側からの回答率も年々高まってきております。  
回答された質問表は基本的には公開され、取り組み内容に応じたスコアリングが世界に公表

されており、企業価値を測る一つの重要指標となりつつあります。  
日本では、エネルギー管理を目的とした改正省エネ法や関連制度を通じて様々な取り組みみ

をしていることから、Scope3 についても他国の企業と比べて対応しやすい立場にいると考え

られます。今後 Scope3 が更に整備され、ますますデータ収集・管理ニーズが高まってくる

情勢の中、ecoFORTE Global は、Scope1 から Scope3 までを網羅的に管理し、CDP レポー

トをはじめとした、今後増加が予想される国毎の新規制・報告義務に対応いたします。 
 
２）倫理的商品（エシカルプロダクツ）の事例 ※弊社の事例のみ記入 
創業当初から植物原料を用いた環境にやさしい製品作りに努めてきたサラヤでは、この現実

に目を向け、環境と人権などに配慮して作られた「認証パーム油」を採用。植物油と酵母か

ら生まれたやさしい天然洗浄成分「ソホロリピッド®（SOFORO）」を配合した未来の洗浄

剤「ハッピーエレファント」を 2010 年に開発しました。地球環境に配慮された原料と成分を

採用しているだけでなく、「ハッピーエレファント」シリーズ製品の売上げの１％で「ボル

ネオ保全トラスト（BCT）」の活動を支援。植物原料の生産地 マレーシア・ボルネオ島にお

ける傷ついた野生生物の救出活動や、農園だった土地を買い戻して森を再生しながら、野生

動物が生きていくために必要な「緑の回廊」作りを進めています。 
これらの活動から、"しあわせなゾウ"という名の「ハッピーエレファント」には、森や動物た

ちを守りながら、いのち輝くキレイな地球を残したいという想いがこめられています。 
※詳細事例は末尾に記載  他多数 



■(2) 倫理的消費の定義・範囲 
※倫理的消費の定義の着地に関しては、倫理の範囲、理解度が人により違いがあるので、研

究会に参画している方々との合意形成が必要である。以下に範囲を示す。 
① 人権問題（精神的・経済的・人身の自由・差別・強制労働等） 
② 紛争鉱物や様々な資源（宝飾・化石燃料含む） 
③ 環境全般（地球環境問題・生物多様性・自然破壊・気候問題等） 
④ 道徳 
⑤ 倫理とは 
⑥ 法律(省エネ法・グリーン購入法等) 
⑦ ISO26000 
⑧ ISO14001 国際規格原案 DIS（2015 年改正） 
⑨ その他 
 
 
■(3) 倫理的消費の度合い（エシカル度）を計る基準、指標 
※基準や指標に関して、ISO、各エコマーク、持続可能な原料調達、生物多様性に配慮等、様々

な団体が整備しているので、まとめる必要がある。以下、例として 
① JIS マークは「日本工業規格」のこと。鉛筆や電線の太さ、紙ヤスリの粒の大きさなど、

事細かにサイズや製法が適合したあらゆる工業製品や工具につきます。 
② JAS マークは「日本農林規格」のこと。加工食品(穀物・野菜・果実・畜産物・魚介を原

料としたもの)や木材などの安全規準を満たしたものにつきます。 
③ SG マークは「安全基準」で、国の安全基準とは関係ない、業界の自主的な基準です。 
④ エコマーク 
⑤ 色々な基準が多すぎるのでまとめる必要があります。 
 
 
■(4) 我が国における倫理的消費の実態 
※一部を紹介 
① グリーン購入法（環境省 HP 抜粋）循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面

の取り組み」に加え、「需要面からの取り組みが重要である」という観点から、平成 12 年 5
月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推

進等に関する法律（グリーン購入法）」が制定されました。同法は、国等の公的機関が率先

して環境物品等（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推進するとともに、環境

物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可

能な社会の構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取り組みに関する

ことのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。              

② カーボンフットプリント 
カーボンフットプリント（CFP）とは商品の一生（原料調達から廃棄・リサイクル）までに

排出される CO2 量を商品に表示する仕組みです。経済産業省は関係省庁と連携して、国内の

制度構築を図るため、カーボンフットプリント制度試行事業を平成 21 年度から平成 23 年度

までに実施いたしました。平成 24 年度からは民間事業へ移行。 
 



③ カーボンオフセット 
日常生活や経済活動において避けることができない CO2 等の温室効果ガスの排出について、

まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスにつ

いて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室

効果ガスを埋め合わせるという考え方です。イギリスを始めとした欧州、米国、豪州等での

取り組みが活発であり、我が国でも民間での取り組みが拡がりつつあります。 
④ どんぐりポイント制度 
“環境に良い商品”の目印。いろいろな企業や団体が製品やサービスを作ったり、使ったりする

ときに出てくる CO2 の排出量を、他の場所で減らした CO2 で埋め合わせ、その製品やサー

ビスの CO2 排出量を減らすことで「どんぐりマーク」がつきます。この「どんぐりマーク」

にポイントがついたものが「どんぐりポイント」です。 
「どんぐりポイント」がついた製品やサービスを選ぶことで、環境への取り組みに力を入れ

ている企業を応援することにもつながります。また、「どんぐりポイント」を集めることで、

環境にやさしい取り組みを行っている人たち（どんぐりポイントコミュニティ）を応援する

ことができます。地球の未来のために。 
⑤ その他 
 
 
■(5) 海外における倫理的消費の実態 
※各国によって様々な取り組みをしている。国際グリーン購入ネットワーク、グリーン購入

ネットワーク 国際委員会で調査している。 
＜ASEAN 各国のタイプ I 環境ラベル＞を持っている主要な国々 
 インドネシア②マレーシア③フィリピン④シンガポール⑤タイ⑥ベトナム⑦中国⑧他 
 
 
■(6) 倫理的消費を広く普及させていく上での課題と対応 
将来を見据えたとても重要な取り組みだが、自国の購入担当者「バイヤー」の意識や人事評

価制度の見直しも必要である。 
a) バイヤーは異動で代わると、挨拶代わりで値下げを要求してくる。又、人事評価が前年に

対して幾ら値下げができたかが評価である。日本ではコストカッターを言われている。エコ

プロダクツを無視されると困ってしまう。 
b) リバースオークション（営業は実績を持って今年度の対応をする。切られてしまうと成績

がダウン、降格等になるので、儲からなくても値下げに対応。中には特別使用の廉価盤をあ

てる。） 
ｃ) 購入先のバイヤーによる生産現場や原料調達コスト等開示、購入先が値段を決める企業も

ある。詳しく調べていないが、購入する商品以外のコストは配慮されない。 
以上の問題から、先様や原料調達先における配慮と社内、経営層や関連各部からの理解を得

ることが不可欠である。どうしても、エコプロダクツ、トレースがしっかりしている消費は

コストアップにつながるので、子供を含めた消費者、企業に対して、調査委員会がまとめた

情報を国民に対して広報や学校への出前授業（PTA 含めて）、NHK などの公共放送などで定

期的に取り上げていただく事が重要である。 
 



■具体的な事例 弊社の代表的な、環境に配慮した、持続可能な原料調達 
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ブース説明

サヤ社員

～未来型洗浄剤～
「ハッピーエレファント」

※石鹸や合成洗剤ではない、新しい洗浄剤です。
天然酵母が発酵により生みだす天然洗浄成分

「ソホロリピッド」を配合した、ひとと地球にやさし
い洗浄剤です。
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いきもの（天然酵母）の力で洗う洗剤
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1952年 創業

1971年

2001年

2004年

2005年

ヤシノミ洗剤発売開始

全社全部門で
ISO14001認証取得

洗剤の原料調達地である
ボルネオ島の現状を知る

日本企業として初めてRSPOに参画

RSPO参画までの道のり
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2006年 ボルネオ保全
トラスト設立

2007年

2010年

2012年

2020年

日本で初めてRSPO
認証商品の発売を開始

自社生産で使用する
パーム油/パーム核油が

100%RSPO認証に

ハッピーエレファント
シリーズ発売開始

持続可能な社会の実現へ

ヤシノミ洗剤シリーズ全てが、
グリーンパーム認証原料に切替

ボルネオ調査隊
キャンペーン開始

RSPO認証取得への取り組み
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①洗浄成分は微生物によって水と二酸化炭素に完全分解され、排出さ
れた二酸化炭素は循環して植物に再吸収されるカーボンニュートラル
を実現しました。深刻さを増す地球温暖化の対策も考えた”未来の洗
浄剤”です。
②パーム油（アブラヤシ）生産地の環境と人権に配慮して供給される
持続可能なパーム油認証（RSPO認証）を日本で初めて取得しています.
③売上の1％が『ボルネオ保全トラスト』の「緑の回廊」計画に送金さ
れ、2013年９月にはマレーシア・ボルネオ島に野生のボルネオゾウを
保護する「野生生物レスキューセンター」が建設されました。 “ゾウ
さんがしあわせなら、きっと人もしあわせ“ 「ハッピーエレファント
」は、そんな思いが込められた未来の洗浄剤シリーズです。

④土地の買い戻し
実績⇒

獲得年月 土地名 面積
2009年5月 サラヤの森1号地2.2ha
2010年1月 サラヤの森2号地4.0ha
2010年3月 サラヤの森3号地2.0ha
2011年6月 サラヤの森4号地2.1ha
2012年8月 サラヤの森5号地1.9ha

未来の洗浄剤の特徴と
持続可能な原料調達の為の活動のまとめ
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水といきものの未来のために
地球にやさしい洗浄剤
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•石けんや合成洗剤と比較しても水への負担（環境負荷）が少なく、水に棲む生きもの（メ
ダカ）の毒性試験においても、石油系合成界面活性剤（LAS）に比べて非常に低い結果

になり、生きものにもやさしいことが証明されています。
•ソホロリピッド®の水生生物毒性（ヒメダカに対する毒性）
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皮膚科医による皮膚刺激テスト済

皮膚科医のもとで行った皮膚刺激テストにて、"肌にやさしい"ことが証明
されました。

【試験方法】希釈濃度とpHの異なる4種※のハッピーエレファント洗たくパ
ウダー水溶液と生理食塩水をろ紙に浸透させ肌へ貼付。
15分後、24時間後に判定。※A：濃度0.1％、pH10.86、B：濃度1%、
pH10.86、C：濃度0.1%、pH7.32、D：濃度1%、pH7.11
結果

25名中全員に炎症が現れず、"肌にやさしい"ことが
証明！※すべての方に刺激が起きないというわけではありません。

 

 



■RSPO の詳細について 
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１．農園ごとに分けてパーム油を流通させる「完全分離」方式
「認証パーム油やパーム油関連製品について、最終生産物から搾油工場、原料生産
地まで流通経路を確実にたどることができ、非認証のパーム油の供給や流通から完全
に切り離されている。」（アイデンティティ・プリザーブド（IP））

RSPO認証４つの方式

RSPOの認証油トレードマークが表示できます。
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２．認証農園が環境価値を販売し、パーム油利用企業がそれを購入して最終製
品に認証マークをつける。「ブック・アンド・クレーム」（グリーンパーム）方式

生産者が認証パーム油の生産量に基づいて証書を発行し、それを取引する方法。

生産者とパーム油・パーム油関連製品利用者はインターネット上でこの取引を行い、そ
の証書に応じた分量の製品に認証を適用できます。

グリーンパームマークを表示することができます。
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３．認証農園同士のパーム油は混ぜるが、非認証パーム油と分ける「分離」方式

認証パーム油やパーム油関連製品について、その原料が認証パーム油のみを使用
している場合に与えられます。認証原料であれば複数の供給元から原料が混合されて
いてもかまいません。（セグリゲーション（SG））RSPOの認証トレードマークを表示できま
す。

４．認証パーム油と非認証パーム油を混合し、比率に応じて最終製品に表示する
「マス・バランス」方式

流通の過程全体を通して認証油の取引量を監視する方法で、一般の流通と分ける必要
はない。
認証油の量を管理できていれば、流通過程で非認証原料が混合しても良い。
RSPO認証油トレードマークは“MIXED”とつければ使える。


