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第１回「倫理的消費」調査研究会 議事次第 

 

１．日 時 ：平成 27年 5月 20日（水）16:02～18:04 

２．場 所 ：消費者委員会大会議室 

３．出席者 

委員等 

山本座長、足立委員、阿部委員、飯泉委員、生駒委員、伊藤委員、 

小倉委員、柿野委員、金丸委員、河口委員、佐野委員、潮谷委員、 

島田委員、嶋田委員、末吉委員、高山委員、竹内委員、長崎委員、 

中原委員、西村委員、平井委員、福田委員、松本委員、宮崎委員、 

山本委員、葭内委員、渡辺委員 

  消費者庁 

板東長官、服部審議官、植田消費者教育・地方協力課長 

 

欠席委員 

 清水委員 

４．議 事 

１ 開会 

２ 研究会の開催について 

３ 山本良一委員プレゼンテーション 

４ 意見交換 

５ その他 

６ 閉会 

５．配布資料 

資料１ 「倫理的消費」調査研究会の開催について 

資料２ 「倫理的消費」調査研究会 構成員名簿 

資料３ 倫理的消費とは（山本良一委員提出資料） 

資料４ 研究会メンバー提出資料 
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16時 02分 開会 

〇植田消費者庁消費者教育・地方協力課長 定刻でございますので、ただいまよ

り第１回「倫理的消費」調査研究会を開催致します。皆様御多用のところ御参集

いただきまして、どうもありがとうございます。 

はじめに、消費者庁長官の板東から御挨拶を致します。 

 

〇板東消費者庁長官 消費者庁長官板東でございます。本日は大変お忙しいと

ころ、委員の皆さまにはご出席いただきましてありがとうございます。また、こ

の委員を快くお引き受けいただきましたこと、本当に感謝申し上げたいと思い

ます。最初に少し、趣旨も含めて、お話をさせていただきたいと存じます。 

この３月末に、新しい消費者基本計画が定まったところでございまして、この

４月から５か年、という事で実施をする計画でございますけれども、その中に、

この「倫理的消費」の問題につきましては、持続可能なライフスタイルへの理解

を促進するために消費者庁において倫理的消費等に関する調査研究を実施する

と掲げているところでございます。この度、それを踏まえまして、消費者庁で倫

理的消費についての調査研究会を開催させていただくということになりました。 

またご承知のように、いま消費者教育が非常に重要でございます。消費者教育

推進法が 2 年半前から施行されておりますけれども、その法律の中に消費者市

民社会という考え方が盛り込まれているところでございます。 

まさによりよい社会のために消費者が消費行動を通じて参画をしていく、と

いう事がその中に示されておりまして、それに向けての理解を深めていくとい

う教育が重要ではないか、ということが消費者教育推進法の中にも盛り込まれ

ているところでございます。まさにこの倫理的消費の問題は、消費者が消費行動

を通じて、よりよい社会の実現のために寄与していく、という消費者市民社会の

消費者の行動の形というふうに感じます。そういう意味でこの倫理的消費につ

いての考え方、その実現、促進という事は重要であると思っておりますけれども、

まだまだ我が国の国内においてそれを推進していく仕組みなり、また、意識とい

うのが非常に弱いのではないかと思っております。 

そういったことを踏まえまして、この調査研究会におきまして皆さんにどの

ようにこの意義を理解していただければ良いのか。その必要性につきましてご

議論いただくとともに、具体的に倫理的消費を促進していく方法、あるいは発信

のあり方などについて活発なご議論いただければありがたいと思っております。

節目節目には、例えばシンポジウムを開催させていただくということなど、その

途中の成果を踏まえての社会に対する発信をしてきたいと思っておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

たくさんの委員の方々に今回お願い申し上げました。非常に多様な分野から
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お入りいただいておりまして、非常に闊達な、多角的な議論が進められることを

大変嬉しく思っているところでございます。 

今日は第１回、ということで、おひとりの委員の方を除いてほとんどご出席と

いうふうに聞き、遅れてご出席の方もいらっしゃいますけれども、大変嬉しく感

じております。よろしくお願い申し上げたいと思います。 

最初にちょっと実務的な話でございますけれど、通常委員の中で座長を互選

いただくことが多いのですが、予め我々の方でお願いさせていただきたいと思

っておりまして、研究会座長につきましては隣に座っていただいております、山

本良一先生にお願いをしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

〇植田消費者庁消費者教育・地方協力課長 時間の関係で研究会委員の御紹介

は、資料２の名簿の配布で代えさせていただきたいと思います。本日は清水委員

が所用でご欠席でございます。阿部委員、それから平井委員につきましては遅れ

て参加いただくという事になっております。 

また、消費者庁側の参加者は恐縮ですが座席表を配布しておりますのでそち

らをご覧いただければと思います。よろしくお願いします。 

このあとは山本座長に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

〇山本座長 座長に指名されました山本でございます。指名でございますので、

お引き受けさせていただきます。座ってやらせていただきます。私は 25 年間、

環境に配慮したモノづくり、エコ製品の普及に取り組んで参りましたが、消費者

行政については全くの素人でございますので、皆さまのご支援をひとつよろし

くお願いしたいと思います。それでは、時間が限られておりますので、事務局か

ら配布資料のご説明をお願い致します。 

 

〇植田消費者庁消費者教育・地方協力課長 まず資料１をご覧いただければと

思います。「『倫理的消費』調査研究会の開催について」でございます。 

１．「趣旨」のところについては、長官からも申し上げましたので、省略をさ

せていただきます。 

２．の「主な検討事項」でございます。今後、調査研究を行っていただきたい

ということを６つ掲げてありますけれども、こういった事についてご議論をい

ただければと考えております。具体的な進め方については、後ほど研究会の中で

ご議論いただきたいと存じます。 

３．の「構成・運営」につきましては、（４）のところでございますけれども、

「研究会は公開とし、配布資料、議事要旨は研究会終了後速やかに消費者庁ウェ
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ブサイトに掲載する」ということにさせていただきたいと思います。本日も既に、

取材、それから傍聴の方々来られておりますけれども、公開で行わせていただき

たいと思います。 

なお、配布資料につきましては、事務局作成のものについてはすべて公表致し

ますが、委員提出の資料で、例えばご発言用のメモなど、公表を希望されないも

のがありましたら、「委員限り」とする事も対応もしたいと思いますので、事務

局にお申し付けいただければと存じます。 

４．の「開催スケジュール」ですが、今年度は、本日の初回の後、２か月に１

回程度、６月、８月、10月、12月、来年の２月に開催を予定したいと考えてお

ります。 

なお、研究会は来年度にまたがって開催を予定しておりますが、本年度中に研

究会としての中間的な取りまとめをいただければと考えております。 

以上、資料１のご説明でございます。 

資料２につきましては、委員の名簿でございますので、よろしくお願い致しま

す。 

それから資料３については、この後座長からご説明をいただきます「倫理的消

費とは」という資料でございます。 

それから資料４以降につきましては、各委員からご提出をいただいた資料で

ございます。資料４－６、４－８、４－14 につきましては「委員限り」の資料

ということで、メインテーブルのみ配布をしております。それから追加でいただ

いたパンフレット（小冊子）をテーブルに配布させていただいていると存じます。 

事務局から以上でございます。よろしくお願い致します。 

 

〇山本座長 はい、ありがとうございました。それで、今日が第１回ということ

もございまして、私の方から何か基調報告をしなさい、という命令がございまし

て、私の方で資料３を準備させていただきました。まずこれを簡潔に説明した後、

先生方から各自ご見解を頂こうと、こういう順序で進めさせていただきます。 

資料３には、右下にページが打ってありますので、ちょっと小さい数字ですけ

れども、それをご覧になっていただきたいと思います。 

まず、私の問題意識は、現在の子供達が中年になる頃、即ちあと 30年間で世

界的な環境の劣化、資源の枯渇、生態系の多様性の喪失、温暖化の進行と、わた

くしは、年齢が年齢になってまいりまして大変将来の世代を心配しているとこ

ろでございます。 

それでまず、この２ページでございますが、「私たちはどんな時代を生きてい

るか」。１万３千年前に氷河期から間氷期に移るわけでございますが、氷河期に

おいては気候が数年で５℃から 10℃上がったり下がったりする激しい気候のジ
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ャンプを繰り返してきた大変住みづらい時代だったということが、今、科学的に

わかっております。それに比べて過去１万年は、氷河時代に比べれば相対的に気

候が安定な時代だったと、その間、人類は農業革命、都市革命、精神革命、科学

革命、産業革命を経ていま環境革命が人類文明をドライブしていると、これが伊

藤俊太郎先生の文明論です。21 世紀に入って多くの国際共同研究が行われまし

て明らかになりましたのは、地球の表面を人類が実質的に支配しているという

現実であります。もう地質年代名をアントロポセン（Anthropocene、人新世）に

変えろ、とこういう提案が出て国際的にいま審議中で、2016 年にその結果が報

告されることになっています。 

人間が地球表面を実質的に支配し始めたのは 1800年、産業革命の始まりと共

に第１ステージに入り、1950年、OECD諸国が高度経済成長を始めて第２ステ

ージに入り、今や新興国が経済成長を始めたために第３ステージに入ったと、こ

ういう認識です。アントロポセンの開始時期については様々な議論があります。 

３ページ目をご覧になっていただくと、その支配規模ですが、人類が使ってい

る農耕地、これは南アメリカ大陸に匹敵する。牧草地についてはアフリカ大陸に

匹敵する。雪や氷に覆われていない世界の土地の 43％を人類が既に占有してい

る。このままいくと 2025年には 50％を人類が支配することになり、その時が地

球生態系のティッピング・ポイントではないかと、こういう不安、懸念、予測が

なされているところでございます。 

そこでこの問題をどうやって解決するか。それについては、科学者集団は温室

効果ガスについては 2050年くらいまでに８割削減すると。それから資源消費に

ついては５割削減すると。つまり人口が 90億に達するときに資源消費、それか

ら温室効果ガスの排出の大幅削減を実行しなければ、持続可能な社会が実現で

きないと、こういう認識が科学者の間では一般的でございます。これはもう文字

通り革命をやらなければいけない、ということなんです。そこで２つの考えが出

されました。 

４ページですが、ひとつは人類の産業経済活動総体を地球的な境界の内側に

おさめると。もうひとつはその社会が sustainableであるためには、様々なこの社

会的な問題をある比率以下に抑えないと、社会そのものが不安定になってしま

う。即ちこの地球的境界と社会的境界を共に満たすような、安全で公平なそうい

う社会をつくっていかなくてはいけないと考えられています。 

６ページにいっていただきますと、2012年のリオサミット、リオ＋20で Oxfam

の Kate Raworthがふたつの boundary（境界）の内側、要するにドーナツの内側

で我々は産業経済活動をやるべきであると、これが Kate Raworthの「ドーナツ

経済」であります。ひとつの朗報は、筆舌に尽くしがたいこの経済的な格差等が

あるわけでございますが、現在あまりにも貧富の格差が激しいために、この地球
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的境界にほとんど影響を与えずに社会的な境界を現在の時点では改善すること

ができると。ただ、このまま無為無作為に 30年くらいすぎると、この地球的境

界の方が狭まってまいりますから、社会的問題の解決をする余裕がなくなって

くる可能性があるわけです。これは非常に時間的に差し迫った問題であるとい

うことです。 

８、９ページにいっていただきますと、これはわたくしの専門ではございませ

んが、実際に消費社会論、消費文化論の方でも、日本人の消費行動がどう変わっ

ているか、そういう分析がされております。第四の消費社会では、個人志向から

社会志向、利己主義から利他主義へ、私有主義からシェア志向、ブランド志向か

らシンプル・カジュアルへ、欧米志向から自分らしさ、日本志向、地方志向へ、

「物からサービスへ」と移りつつある。第三の消費文化でも「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する」と。ということで、私ど

もが考えているような社会が進んでいく方向と、この消費社会あるいは消費文

化論の方でもそのような傾向が現在の日本社会に認められるという結論です。 

10、11ページにまいりますと、「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」している。「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」している。これ

は大変な問題でございまして、要するに環境危機は倫理的危機である。社会シス

テムの改革が遅れているために環境問題、社会問題、地域の問題の解決に、消費

者市民が積極的に関わることができない、先ほど長官の指摘通りのことが起き

ているのではないかと考えています。そこで問題は産業経済活動を変えないと

いけない、ライフスタイルを変えないといけない訳でありますが、様々な英文の

用語が使われております。これを「倫理的消費」と訳するのが適切かどうか。こ

れはぜひ先生方にご議論いただきたいと思います。「倫理的消費」というとちょ

っと重すぎるかなという感じもございます。 

Ethical Purchasing / Social Purchasing / Green Purchasing / Sustainable Purchasing / 

Ethical Trading / Diversity Purchasing / Responsibility purchasing / Sustainable Sourcing 

等々ですね。 

次の 12，13ページに日本語ではどうかということで何人かの方の日本語の定

義を並べたものがございます。「倫理的消費」「社会的消費」「持続可能な消費」。

わたくし自身は、この「環境側面、社会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」と定義

すれば良いのではないかと思ったわけでございます。国際的にも定義というと

ころが遅れている分野でございまして、議論が必要かなと考えております。 

次に 14，15ページにまいりますと、具体的な製品はあるか、ということです。

25 年前にわたくしは日本の科学者と一緒に環境に配慮した材料、エコマテリア
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ルを提唱したわけでございますが、エコマテリアルにつきましては既に２万種

類のエコマテリアルが市場に投入されていると考えられております。マテリア

ルのみならずエコプロダクツが大量に市場に投入をされています。その他にFSC

のような森林認証製品、MSC 認証製品あるいはフェアトレード製品、エシカル

ファッション、エシカルジュエリーなど、様々な製品あるいはサービスが市場に

提供されている。15 ページは、林民子さんから頂いた写真で、エシカルファッ

ションの事例です。 

そういうことで、わたくしは 20年、グリーン購入運動に関わらせていただい

たのですが、５年ほど前からこのままではダメだと、グリーンだけではダメだ、

ソーシャルを入れて、社会的な問題と環境問題を同時に解決する方向にいかな

ければ真の解決はできないと考えるようになりました。これはリオ＋20 の結論

と同じでございます。そこで中原先生と一緒にこの「未来を拓く エシカル購入」

という本を環境新聞社より出版致しました。 

次に、この「倫理的消費」の分類でございますが、17 ページはマーケティン

グの観点から見て分類したものです。 

18ページ，19ページは、イギリスの生協で作られた非常に詳しい分類表であ

りまして、大変わかりやすくなっております。倫理的消費は非常に広範な問題に

関与しているということがわかります。 

20ページ，21ページをご覧になっていただきますと、少し学問的に「倫理的

消費」を位置づけてみようということで、出来の悪い学生のレポートみたいなも

のなのですが、鬼頭秀一先生の環境倫理の枠組みで学問的に位置づけたもので

す。様々な学問が関与していることがわかります。 

21 ページの方は、これはもっと実務的に分類しなくてはいけないということ

で、「法律」と「倫理」と「道徳」とわけて、「生命倫理」、「環境倫理」、「社会倫

理」とそのマトリクスの中にエシカル消費というか倫理的消費を並べてみたも

のです。 

グリーン購入、フェアトレード、FSC、寄付付き商品購入、応援消費などはよ

く耳にするものですが、今後問題になってくるようなものもあります。例えばデ

ザイナーベビーをどうするか、スーパーヒューマン技術をどうするかなど、ある

いは目の前の問題としては人工知能ロボットにどういう倫理を持たせるか。こ

れは非常に重要なテーマではないかと思います。 

次にラベルの問題でありますが、生産者と消費者をつなぐ様々なエシカルラ

ベルが導入をされております。色々な問題もございます。そのラベルの認証の在

り方、認証の信頼性、認証のコスト、そういう製品を流通小売業でどのくらい置

いていただけるのか、消費者に対する教育、啓蒙、あるいは本当にラベルの背後、

ラベル付きの商品を買った場合、どのくらいの寄与がなされたのか、その寄与
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（contribution）の見える化が十分でない等、様々な問題がございます。ここでは、

国際フェアトレードラベルから資料をいただいてみなさんにお見せしているわ

けですが、コーヒーは石油に次ぐ貿易規模であります。 

24，25 ページにいっていただきますと、これはかなり世界的には普及してお

りまして、フェアトレードの市場規模は全世界で７千億円になっていると思い

ます。それでこの公正な貿易では、生産者にまとまったお金、要するにプレミア

ムを保証する、それから最低価格を保証すると、そういうことがございます。 

29ページをご覧になっていただくと、1,200の生産組織数が関与し、生産者に

対しては年間 100 億のお金がプレミアムとして支払われて、要するに様々な社

会の発展に役立てられている。しかしフェアトレードはまだまだ成長が十分で

はない。エコビジネスの市場規模は今や日本だけでも 100兆円に迫っています。 

30 ページにいっていただきますと、日本ではどういうフェアトレード製品が

普及しているか。160社 500点の製品が普及している。国内では熊本市がまずフ

ェアトレードタウンになり、今年の３月に名古屋市議会が議決してそれに名古

屋が続くという動きでございます。 

32 ページにいっていただきますと、我々の足元の問題としては地方の消滅と

いう大問題がある訳でございまして、現在、内閣もこの地方創生を大きな重点政

策にしています。この地方創生にエシカル消費がどういう寄与ができるか、これ

も非常に重要な問題であると思います。 

32 ページには、地方創生に「里山資本主義」、「レジリエンス」、「環境福祉」

「持続可能な地域社会作り」、「エシカル消費」で、どういうキーワードがあって、

ただ並べただけなのですが、地方創生に対してやはりあらゆる枠組、考え方、製

品・サービスで寄与しなければいけないと考えております。 

 次、33 ページからでございますが、この「倫理的消費」の歴史についてです

ね、実は詳しい歴史年表を日本エシカル推進協議会で作成してみました。これは

過去５年間の海外と国内の動きを示したものですが、時間の関係上省かせてい

ただきます。簡単に言えるのは、過去５年間でも相当急激な「倫理的消費」の国

際的な動きがある、ということです。「エシカルコンシューマー」という有名な

雑誌を発行した Rob Harrisonが３月 20日に参りまして、その講演で面白いこと

を言っておりました。 

39 ページをご覧になっていただきますと、消費者を調査すると、「always 

ethical」、つまり常にエシカルという人は５～10％、時折エシカルであるという

人は 60～75％、そういう問題にわずらわされたくないという人が 20～30％いる

と。これはそういうものかな、ということなのですが、その下の新興国と先進国

を比較した表がございまして、非常に驚いたのは「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」など、倫理的消費に前向きな人の数が新
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興国の方が先進国より多いというのが、わたくしには非常に新鮮に映りました。 

次に 40ページにいっていただきますと、昨年日本エシカル推進協議会を設立

いたしまして、この協議会ではエシカル購入を提唱しております。 

42，43 ページをご覧になっていただくと、前のロンドンオリンピック・パラ

リンピックではこの持続可能な調達が実際にされていると。 

44 ページをご覧になっていただきますと、例えばフェアトレード認証製品は

バナナは 1,000万本、紅茶は 750万杯、コーヒーは 1,400万杯、砂糖は 1,000万

袋が提供されたということで、2020 年の東京オリンピックはロンドンを上回る

sustainableな調達がなされなければならないと考えております。このままでは国

内ではこれだけの製品を提供できないのではないかという恐れがあります。 

 次に 45ページですが、批判もあります。しかし、この「エシカルコンシュー

マーという神話」、あるいは「メルヘンの時間は終わり」など、要するに消費者

はアンケートにはエシカルな消費が重要だと回答するけれども、実行している

人は少ないという事ですね。それから、「ショッピングカートで世界を救う」と

いうのは、これはもうおとぎ話であると。法律によってのみ変えていくことがで

きて、西洋諸国の消費者の道徳的快感によってグローバル経済が変わるという

ことはないんだ、というような、冷めた見方もある訳です。ただわたくしは、「倫

理的消費」、あるいは「倫理的なマインド」を普及させるということは、経済社

会の品質を向上させ、環境問題、社会問題の解決に相当大きな貢献が出来るので

はないかと考えています。 

ちょっと雑駁ではございますが、皆さんのご議論のたたき台という事で紹介

させていただきました。 

 

〇山本座長 それでは早速ではございますが、各先生方からご発言をいただき

たいと思います。 

それぞれの先生方の御関心事、今後どういったことについて調査研究を行っ

ていくか。またそれらについてみなさんにどういった貢献をいただけるか。その

他、ペーパーにまとめていただいている方もいらっしゃいますので、それを参照

しながらご発言をお願いしたいと思います。 

恐縮ですが一人２分以内でまとめていただき、全員で 17 時 30 分までに終わ

りたいと考えております。 

それでは名簿順にお願いしたいと思います。 

 

〇足立委員 レスポンスアビリティの足立と申します。私は普段、企業の社会的

責任のお手伝いをしておりまして、いわゆる CSRでございます。 

CSR がなぜこの倫理的な消費と関わるかと言うと、大きく分けて２つあると
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思います。 

１つは、そもそも CSRの中に消費者に対する責任という項目がございまして、

こういう点で関わるのかなというのがございます。 

もう１つは、こちらがより重要なのですが、倫理的な消費を行う前に、そもそ

も何が倫理的な消費なのかといった時に、作られている製品、商品、あるいはそ

れを作っている原料が倫理的である、あるいはそれを作る過程が倫理的である

ということが非常に重要だと思います。そこが今見えにくいということが、倫理

的な消費が進まないひとつの大きな原因になっていると思います。山本先生の

お話の中でもいくつか事例がございましたが、国際的に見ますとここの部分は

認証制度を利用した様々な取り組みがございます。 

私も資料を用意しましたが、すべてはご紹介できませんので、資料４－１の４

ページ目だけ見ていただきたいと思います。参考資料ということで、持続可能な

調達に関する一例（水産物）というのがございます。ここに挙げましたのは、ブ

ルーのラベルが２つございます。MSC というのが、天然の水産物、持続可能な

水産物を使っている、あるいは水産物であるということです。右側が ASC、こ

れは養殖の魚です。これは世界で非常に使われるようになっているのですが、例

えばオランダでは、スーパーマーケットが基本的に店頭で販売するものすべて

ASC、MSC にしますということを宣言しております。あるいはデンマークは、

水産事業者が認証を取得して事業をしたり、あるいは個別企業で言いますと、イ

ギリスの Marks & Spencerという小売チェーンがございますが、ここはもうすべ

て MSCに切り替えています。ASCも間もなくでございます。あるいはアメリカ

でも Wal-Martや Sam's Clubといったところが切り替えています。 

ところが一方日本では、本日委員でいらっしゃっておりますイオンさんのよ

うなごく一部の流通が、あるいは小売が頑張っていらっしゃる。ただ日本全体で

いくと非常に少ないです。 

一方世界的な魚の、水産資源の消費量ということを考えますと、日本は非常に

大きな割合を占めていて、なおかつ私たちが好きなマグロであったり、ウナギは

絶滅危惧種であるということをみなさんご存知だと思います。使う側も消費す

る側も責任があるにも関わらず、まだそこが見える化できていないがために進

んでいない部分があるのかなと思います。 

ですからぜひこの部分を、調達の部分も含めて、この研究会の中で議論ができ

ればいいなというふうに思っております。以上でございます。 

 

〇阿部委員 立教大学の阿部です。今追加の資料（資料４－19）を配らせていた

だきました。また資料の方に私の自己紹介が簡単に入っております。 

私自身は環境教育と ESD（持続可能な開発のための教育）を専門にしており



‐11 ‐ 
 

ますが、プロパーで環境教育を始めたのは私が国内では初めてで、30 年以上環

境教育に関わっていますが、その環境教育の中で、先ほど山本先生がおっしゃっ

たように自然系から始まった環境教育だけでは社会を変えられないということ

で、人と自然との関係だけではなくて、人と人、人と社会の関係という総合的な

環境教育を提唱して位置付けをしております。 

その延長線上で、一昨日事務局から送付された資料の中に消費者教育推進法

の資料がありましたが、それ自体が ESDの影響をかなり受けて作られておりま

す。2002年のヨハネスブルグサミットを機に国連 ESDの 10年を提唱して、ESD

の普及を提案しまして、それ以降、政府、民間を含めて国内外で推進のために活

動しております。 

その中で資料として配ったものが、昨年末にありました国連 ESD の 10 年の

最終年会合のものです。その中の５つ目のところ、サステナビリティに関連する

いくつかのことがここに入っておりますが、持続可能な消費と生産ということ

が非常に重要であると。来年から始まります国連 SDGs(持続可能な開発目標)の

中では 17項目ありますが、そこでも主要なテーマになっています。ESDも SDGs

の中に入っております。 

また市民による ESDということで、この 10数年間わたくしは NGOを立ち上

げてステークスホルダーと進めてきておりますが、そういった NGOからの提案

の中で６つ目に持続可能な生産と消費ということも入っておりますし、企業に

よる ESD宣言ということも、やはり非常に重要だということで進めております。

現状ではここに挙げている企業だけですが、プラスアルファでいろいろな企業

が ESDに取り組んでいただいております。 

普及啓発の方で頑張っていきたいと考えています。以上です。 

 

〇飯泉委員 徳島県知事の飯泉でございます。今山本座長からもお話がござい

ましたように、地方創生というお話がございます。このキャッチフレーズに「知

恵は地方にあり」ということがありますので、資料４－２をご覧いただきたいと

思います。 

今徳島では、エシカルの関係では、エコ消費、チャリティ消費、地産地消とそ

れぞれに分けて進めさせていただいております。特にチャリティ消費、これは徳

島の商業高校、パラソルショップですが、友好提携しているドイツ、シェーレベ

ルク校との女川のみなさん方への寄付、こうしたマグカップを作って販売して

寄付をするというもの。 

また地産地消としてはジャパンブルーの異名を持つ阿波藍、これを伝統工芸

品ではなく身近なものへということで、クールビズなどにも大いに活用させて

いただいております。 
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２ページをご覧いただきます。さらに一歩先の未来へということで、エコ消費

につきましては、平時においては自然エネルギーを、いざ発災といった場合には

太陽光で作られたものを、プラグインハイブリッドや EV 車を充電して走る蓄電

池として災害対応を行っていく。そしてこれからはまさに水素グリッド。できれ

ば水素グリッドも化石由来燃料で変換をするのではなくて、まったくの二酸化

炭素フリー、自然エネルギーで作り上げていく。水素ステーションなどを率先し

て導入をしていこうとしております。 

またチャリティ消費、フェアトレードの関係で、この徳島商業高校のみなさん

方はカンボジアの日本友好学園との友好提携で、彼らの学校運営が厳しいので

あれば彼らに徳島に来ていただいて、そこでいろいろな商売をしていただいて、

そのお金をまたカンボジアに持っていこうとフェアトレードを進めております。

また熱帯雨林などの伐採などについても、森林のフェアトレードも徳島として

も大いに進めているところであります。 

次のページですが、こうした点を支えていくには若手の人材育成が不可欠。確

かに中高年のみなさんの意識は高いわけですが、持続可能な、次世代の育成とい

った点を考えると、若手のみなさん方に、また多くの県民のみなさん方に支えて

いただこうと。消費者大学校、大学院、地域の消費者のリーダーの 1,700を超え

るみなさん。また暮らしのサポーター、こうしたみなさん方が行政と消費者を結

ぶ関係で 2,100人以上活動をしていただいております。 

また就職前後のみなさん方をということで、今の高校でのエシカル教育、ある

いはヤング消費者委員会の開催ということで、街角コンシューマー・カフェ、私

も講師で参加したりしますが、高校生のみなさんにこうしたコンシューマーの

いろいろな教育を行う。また若者が主体となって、大学生が中心となりますが、

若者消費者問題県民大会を行うなどして、若者の倫理的な消費、まさに未来を作

ると我々は考えております。以上です。 

 

〇生駒委員 生駒芳子と申します。私は長年ファッションに携わって参りまし

て、ヴォーグやエル、マリ・クレール、インターナショナルなファッション雑誌

を手がけて参りましたので、グローバルな視点でファッションやエシカルの動

きを見て参りました。 

個人的にはエシカルファッションの流れに興味を持っておりまして、フェア

トレードやオーガニックコットンの開発など、とりわけ 2000年を越えてからフ

ァッションの世界にも大波が来ています。私の印象からしますとまず食に波が

来て、それから化粧品、やはり肌に直接触るものですから、消費者は敏感です。

その点、肌に作用したり、口の中に入るわけではないので、ファッションにおい

てのエシカルの波はもっとも遅れています。 
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そういう意味合いで、美しいはずのファッションの影にいろいろな問題が隠

れていたと。90 年代以降は途上国での生産体制の問題、児童労働の問題など。

今それを解決するためにフェアトレード、先ほど先生もおっしゃったように環

境の問題だけではなくて、人権の問題も非常に深刻でございます。 

私個人的にはクールジャパンの活動にも関わっておりますので、ある種国内

フェアトレードと自分では呼んでいるのですが、伝統工芸や地場産業の活性化

の活動に携わっております。そのままでおりますとなくなってしまうような匠

の技というのをなんとか未来に繋ぐためにということで、ファッションやアー

トなど、そこにデザインの力を投入して未来に繋げていこうという活動をして

おります。 

と同時に、例えばエシカルファッションカレッジなど、この冬には、これは仮

タイトルですが、エシカルランドと称しまして、楽しく、おしゃれに伝える活動

を展開します。エシカルというのはちょっと硬い印象があり、なかなか広がりに

くいひとつの理由は、真面目で地道で素晴らしい活動なのだけれども、マーケッ

トの中で一般の方からは取り付き難いような印象がありました。それが、今すご

く変わってきています。楽しそうだから、素敵だから買ってみたい、そういうお

しゃれなエシカルな商品がどんどん市場に溢れ始めています。 

この消費者庁での新しい取り組みに大変期待しておりまして、私は海外で非

常に普及しておりますバイコットという動きをぜひ日本でも広げるきっかけに

なれればいいなと思っています。悪いものを避けるのではなくて、バイコットと

いうのは良い企業、良い商品を積極的に買うという、そういった働きかけをある

種のトレンドと言いますか、バイコットするのがかっこいいというような、そう

いう流れを作れるようなことのきっかけになれればと思って、みなさまとの意

見交換を楽しみに参りました。よろしくお願いします。 

 

〇伊藤委員 川崎市でございます。ご存知のとおり川崎市は 1950年代、1960年

代、日本の高度経済成長の中で負の側面としての公害問題を引き起こしてきた

街でございます。 

青い空と白い雲を取り戻すために、市民、企業、行政が一体となって努力を続

け、その中で、エコタウンの承認を 1997年に受け、また国連グローバル・コン

パクトへの署名を 2006年に行い、2007年には「かわさきコンパクト」の策定等

を自らの歴史を振り返り、多くの反省の中で続けてきた街でございます。こうし

た試みを通じ、現在、臨海部は環境技術の集積地になってございます。そういっ

た中で、リサイクルプラントの集積地として、海外 VIP も含め多くの方々の御

視察を受け、またはエネルギー、特に東日本大震災以降はエネルギーの集積地域

としても耳目を集め、バイオマスであったり風力発電であったりメガソーラー、
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様々なものの見本市的なものになり中国、ASEAN、欧米などたくさんの方々が

御視察に訪れています。川崎は、大きな経済活動を担う大都市の一つですが、そ

ういった経済活動の中で川崎の姿、川崎の地域から生まれる製品について、どれ

だけエコに近いものを出しているかというのが焦点だということで対応してお

ります。その中で私ども経済労働局の守備範囲は、経済活動全般とその中には消

費活動もございます。生産し、分配し、消費する。すべてを私どもの局が担って

おりまして、消費の面では消費者行政センターが所管してございます。消費者庁

との関係も密接で、年間 8,500件近い相談と、また斡旋活動も 800件近くを処理

しております。 

今日はどのあたりを切り出ししたら良いかわからなかったので資料を揃えて

ございませんが、今後識者のみなさま方のご意見を伺いながら、川崎市として展

開をしている様々なエコの活動であったり、また消費者との関係、これは自治体

の具体的な面として私どもの役割として提示させていただければと思っており

ますので、今後資料等を作ってというふうに思います。識者のみなさま方の様々

なご意見を楽しみにしておりますので、よろしくお願い致します。ありがとうご

ざいます。 

 

〇小倉委員 全国消団連の小倉と申します。先ほど板東長官からもありました

けれども、消費者基本計画の中で持続可能な社会の調査研究が始まり、消費者の

消費行動が社会を変えていく、そして市民社会を作っていかなければならない

というお話、誠にその通りだと思いました。 

先ほど山本先生からのお話の中にもありましたけれども、そうは言いまして

も消費者が本当にこのことを知っているかというと、誠に心もとないものがあ

ります。先ほどもありましたけれども、常にエシカルにしている人は５～10％、

時折エシカルな方が 60％というところで、消費者に関わっているものとしては

本当にそのくらいのものだろうなというふうに思っております。 

私は今、全国消団連で働いておりますけれども、前身が生協で活動しておりま

して、フェアトレードや FSC、MSC、その他地産地消、そういったことを学習も

して参りました。その上で消費もするのですが、やはり消費者というのは頭では

わかっていても価格に影響される、あるいはフェアトレードは良いものだとは

わかるけれども、高いしおいしくないのよねという固定観念に基づいた消費行

動になっているという側面も否定できないのではないかなというふうに思って

おります。 

その中で成功した事例としましては、ハッピーミルクプロジェクトと申しま

して、牛乳を１本買ったら、その１円を恵まれない国に届ける、洗剤を利用した

ら、その１円をボルネオの緑に使いましょうなど、本当に事業者におんぶに抱っ
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このような状況なのですが、消費者が倫理的な消費に一歩踏み込めるにはそう

いったことも必要ではないのかなというふうに感じております。 

またスーパーで買い物をしました折にレジの隣にテレビが置いてありまして、

そこで繰り返し、このバナナはこういったところで採れて、こういった人たちが

働いていて、こういった人たちにきちんとした報酬が行くようにという思いで

作られていますよという映像が流れるのですが、そういったものを目にするこ

とによって、次回はそこのバナナを消費してみようかなというふうに考えると

いうようなところも一歩繋がるのではないかというふうに思っております。 

私も今日は用意をしておりませんけれども、消費者にいろいろと聞いてみた

いことがありましたら、アンケート等を取ってこの場に参加できたらと思いま

す。よろしくお願い致します。 

 

〇柿野委員 消費者教育支援センターの柿野と申します。消費者教育支援セン

ターは、平成２年に当時の経済企画庁と文部科学省の所管で設立された団体で

ございますが、私はそこに 17年ほど勤めております。普段の仕事の内容といた

しましては消費者教育、特に平成 24年に制定されました消費者教育推進法の理

念に基づいて、消費者市民社会を消費者が作り上げていくためには、消費者教育

をどのように展開したらいいかという視点から全国各地でお話をさせていただ

いております。先生方の研修会にも数多く行かせていただいておりまして、学校

現場でこういった考え方をどのように伝えていったらいいかということについ

て、家庭科や社会科の先生等と一緒に考える機会が多くございます。 

また消費者市民社会という考え方については、海外から入ってきたという経

緯がございますので、海外でどのように消費者教育が行われているのかという

ような調査も最近は重ねてきております。そんな海外の動向なども大変興味が

ございますし、先ほど ESDということもございましたが、今後、消費者教育が

ESD の流れの中でどのように位置付けられてさらに発展していくかということ

にも興味を持っております。 

最後にひとつ PR をさせていただきたいのですが、今日の配布資料の一番下

に、私どもが６月 23日に開催するシンポジウムのチラシを入れさせていただき

ました。テーマは「消費者市民教育への展望」です。これまで消費者教育は消費

者が被害に遭わないように、騙されないようにというメッセージが強くござい

ましたけれども、新しく変わった消費者教育を「消費者市民教育」と名付けまし

て、それをどのように展開していったらいいのか、今日もここで委員として参加

しておられます横浜国立大学の西村隆男先生の基調講演に加え、こちらにおら

れます末吉さんの講演もございます。さらに企業における CSR調達に対する取

り組みということでイオングループの金丸さんにもご登壇いただくようなかた
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ちで、ディスカッションしたいと思っております。お時間がございましたら、ぜ

ひご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

〇金丸委員 イオンの金丸と申します。資料の方は４－３ということで、テーマ

に沿った私たちの取り組みの紹介を抜粋して持ってきたのですが、持続可能な

調達や先ほど紹介がありました認証商品そしてフェアトレード商品について、

ご紹介をさせていただいております。 

今後についてもこういった取り組みをしっかりやっていきたいと思っており

ますが、私たちは小売業ですので、やはりお客様に一番近いところにいる事業者

として、お客様を中心に、お客様と共に取り組むことを大事にしております。お

客様の声から、例えばフェアトレード商品を取り扱うようになりました。お客様

とのコミュニケーションが一番身近にできる事業であるからこそ私たちは委員

のみなさま方が今言われているようなことをもっとしっかりやって、その場を

提供することもできるし、お客様の理解をいただいて協力をいただくことも出

来る。こういった取り組みが当たり前になるようにしっかりと、私たちがお客様

と共に、そしてみなさんと共にそれを作り上げていく必要があると感じており

ます。研究会の中でいただいたご意見や知見を私たちの事業活動の中にも活か

していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

 

〇河口委員 大和総研の河口と申します。私は CSR、企業の社会的責任および、

それを投資家の立場で評価する社会的責任投資（SRI）という研究を長年やって

参りました。ただ CSRも SRIというのもなかなか進まない。なぜかなと思うと、

いくら企業が良いエコ商品を作っても、それを消費者が買ってくれないと業績

に反映されないので、投資家には評価されないと。エコ商品が売れて投資家が評

価するという循環を作っていくためには、ミッシングリンクである消費者を動

かしていかなくてはいけないであろうということで、４、５年前から消費者は何

をしているのかなということを見てみました。 

そうすると、消費者教育というのを見ると、基本的に消費者の権利をいかに守

るか、悪徳業者から騙されないように、変な金融商品を買わないようにというこ

とが主体になっているのですが、消費者の責務というか責任という視点がない

んですね。責任という考え方は投資家にも企業にもあるのですが消費者にはな

いと。消費者には権利しかないのが前提。でも大量消費、大量廃棄の社会の仕組

みというのは、消費者がそんなものを買わなければ物理的に存在し得ない。ただ

消費者が買うから企業も作る。いろいろな議論はあるのですけれども、そうやっ

て考えてみると、消費者にも広い意味での責任というものがあるのではないか。

エコやエシカルはおいしくない、高いというのがあっても、やはりそういうこと



‐17 ‐ 
 

に目を向ける消費者を作っていかなければいけないだろう。そういう意識でエ

シカル消費ということを取り組み始めました。 

消費の歴史ということを調べてみると、先ほど山本先生から資料のとおり１

世紀ほどの間に色々な歴史があると。ただこのような消費の歴史は 150 年くら

いしかないんです。人間の生活において、今ある消費行動というものが生まれた

のはたかが 150年で、それまでは物流しながら足りないものを身近な人から物々

交換的に買っていたという時代が長く続いていて、要するにエシカルな消費以

外あり得なかった。村の中でお隣の誰それさんが作った何とか、自分が水を汚せ

ば魚が取れなくなる、山菜を採り過ぎたら採れなくなる。要するにエシカルにや

らないと自分に跳ね返ってくるという中での消費しかなかった。ということで

消費の歴史ということを知っていただきたい。そうするとエシカル消費という

のは、グローバルヴィレッジの中で地球の裏側の人たちのことを考えての消費

であり、それは昔自分の村でやっていた消費と自然との関係性とあまり変わら

ないのではないか。そんなことを、啓発をしていきたいなということを考えてい

ます。それがみなさまからお話があった、今エシカルがブームになって商品が出

てきた背景にはそういったバックグラウンドがあるのではないかと考えていま

す。 

それから、先ほどもエコやフェアトレードは高くておいしくないという話も

あったわけですけれども、一方で企業の側としてもエコなものを作りたいとい

う意思はあるわけです。イオンの金丸さんのところもご苦労されているのです

が、でもエコでエシカルな素材というのは高かったり、素材の品質が安定しなか

ったり、そうすると含有率は５％くらいでしか作れないというようなことがあ

ったりして、そうすると消費者からすると５％しか入っていないなんてそれは

何なのかという話があったりして、そのあたりエコやエシカルを進めていくた

めには非常に大きなバリアであるのではないかと。ということでご提出した資

料４－18ですが、「５％ではだめですかプロジェクト」というのを、エコ、エシ

カル商品を作りたい事業者の人たちと本音ベースでなぜこういうことを広げら

れないのかということを語っております。後でご覧になっていただきたいと思

います。 

一つご提案なのですが、倫理消費という言葉をどう定義しようという話があ

る中で、いずれも学術的な定義としてはいいのですが、非常に消費者には硬いと

いうことで、和語で何か言えないかなということで、このグループでエシカルの

定義を「おかげさまとおもてなしの心の振る舞い」というふうに定義しました。

要するにサプライチェーンの上流の人に対してはおかげさまでありがたいねと。

下流の人に対してはおもてなしの心でそれを提供していくと。そういったコン

セプトをベースにすると、このコンセプトも広がりやすいのかなというふうに
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思います。 

最後に魚の話がありまして、私も最近魚に非常に関心を持って、ひとつ大きな

エシカル消費の大きなテーマになり得ると思っているのですが、先週もある魚

に関するビッグイベントがありまして、水産資源の科学的な専門家から鮪問屋、

それから鮪の１本釣りの漁師を含めて、今魚がどんな危機的な状況にあるかと。

そこでわかったのは和食崩壊の危機にあるということです。今漁業資源という

のは非常に危機的な状況にあるので、MSC などの認証魚を買った方がいいよね

というようなレベルではなく、水産資源管理をやらないと 2020年のオリンピッ

クの時は日本の魚は全部輸入になると、一部にはそんな危機感もある。向かいに

平井知事がいらっしゃるのですが、実は鳥取県が非常にキーであるということ

も聞いておりますので、魚という日本人全員に関係するようなテーマもエシカ

ル消費を考える上で出していただければなと思います。以上です。 

 

〇佐野委員 佐野と申します。よろしくお願い致します。資料は４－４になりま

す。私はグリーンコンシューマー運動を 20年ほど続けてきまして、ここに書い

たようにグリーンコンシューマー運動というのは環境負荷の少ない商品を選択

することによって市場を変える、消費者から市場を変えていこう、そして環境に

寄与することを目指す運動。これをずっとやってきました。 

今回の倫理的というとさらに幅が広くなるのではないかなと思い、５点ほど

挙げてみました。倫理的という概念とそれに関連した商品を普及、定着する。そ

れは消費者を誤認させない、それでいてわかりやすい定義が必要だと思ってい

ます。そして商品は、やはり原材料から生産・運搬・販売・宣伝・CM・消費・

廃棄、すべて含むものである。すべての段階での倫理的視点が求められると思っ

ています。消費だけではないのではないかというところです。そして倫理的な視

点ではサービスも含まれます。 

そして４番目に書いたのが、倫理的消費の推進がどんな社会の構築に結び付

くのかということもやはり共通のイメージを持たなければならない。それから

この倫理的消費の普及・定着に向けた制度的支援も求められるというふうに思

います。この５点を書きました。 

そして消費者運動の中では CI という国際消費者機構があるのですが、そこで

2007 年から３年間ほどワースト企業賞というのを出していました。第１回目に

日本の製薬会社もワースト企業の中に入っているのですが、そこでは非倫理的

コマーシャルなど、言っていることとやっていることが違う、非倫理的販売など

そういうことから問題提起しています。 

そして先ほどお話に出ました ISO 26000規格というのは、これは私も作成に関

与してきまして、５年以上かかってやっと 2010年の 11 月１日に発効したもの
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ですけれども、社会的責任を果たすために７つの原則を挙げています。まずは説

明責任、透明性、倫理的な行動、利害関係を持つ個人・グループの尊重、法令の

遵守、国際行動規範の遵守、人権の尊重、このように挙げています。この中に倫

理的行動が入っているのは、やはり組織に対してであって、個人の消費ではあり

ません。このように倫理的という言葉を使う時に、消費者団体としては事業者が

遵守するべきエシカルではないだろうかと私は思っています。消費者団体、消費

者運動の中ではそのように使ってきました。そして今回、倫理的消費として消費

を重視した点について、なぜ消費なのかというのを言っていかなければならな

いというふうに考えています。 

先ほど１ページの２番目のところで申しましたように、生産・運搬・販売・

CM・消費・廃棄、すべてが関わる中でなぜ消費をここで取り上げるのかという

ところがまさにテーマ、焦点になるというところを説明するべきだと思います。

というのは消費だけに焦点を当てますと、先ほど他の委員がおっしゃっていた、

消費者に責任があるというようなかたちになってしまう。私はそうではないと

思っています。消費者は個々の一人一人ですから、消費者に責任というものはな

く、努力するべきであるとは思いますが、責任を持つのはやはり組織であって、

そういうものを作っている人ではないかというように思います。倫理的な消費

とは何か、これは非常に大きなテーマだと思いますし、私は重要な論点だと思い

ますので、消費者への責任転嫁にならないようなかたちでの説明をきちんと消

費者にするべきだと考えます。以上です。 

 

〇潮谷委員 環境福祉学会の副会長をしております。熊本県の前知事をしてお

りました。2000 年、熊本県は川辺川問題、水俣病の問題、閉鎖性水域による赤

潮の発生、さらにハンセン病の地裁判決、こういったものがありまして、やはり

環境問題というのは暮らし、いろいろな領域の中で考えていくことの必要性を

実感させられたわけです。その中から私自身は政策の中に環境問題を取り上げ

て展開して参りました。 

2002年に熊本で開催されました国際環境都市学会の中でケンジ・ステファン・

スズキさんがおっしゃった中に、福祉政策と環境、エネルギー政策は密接に繋が

りがあるというお話がありまして、私はその観点の中から熊本が抱えている問

題を横に繋げていくということの必然を感じさせられたわけです。そういった

中で環境、経済、社会的構成、こういったものが倫理的な消費を含めてしっかり

と教育と理解とさらには経済的なところにまで波及させていくということが大

事ではないかということを実感させられたところであります。 

とりわけ経済の面でいろいろな企業を誘致いたしましたけれども、必ずその

企業に対して環境配慮型を実行していくということを命題として取り組みを進
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めていただいて参りました。 

そういった観点で県民に対して取り組みをしてきたというご報告と、先ほど

山本先生が今の子どもが大人になる頃には大変劣化した環境であるだろうとい

うようなことをおっしゃいました。果たして私どもがこの会議の中で論議して

いく視点、それはどのような観点の中で論議をしていくのかということを共有

していくことが必要ではないでしょうか。つまり将来のあるべき暮らしや社会

の姿、この描き方を現状立脚型の思考方法、つまりは、今こういう問題がある、

こういう制約がある、だからできるところから積み上げていきましょうという

ようなかたちで進めていくのか、フォアキャスティングという考え方ですけれ

ども、あるいは現状は一旦脇に置いておいて、将来あるべき暮らしや社会のビジ

ョンを明確にして、それぞれの責務をそれぞれが共有していく中で、本来どうあ

るべきか、というかたちでこのメンバーが共有していく方向性でいくのか。時に

よっては現状ということのハンディを見ながら、まずはここまでというプロセ

スを経ていくということも大事かもしれませんけれども、これだけのメンバー

で論議をしていくわけですから、フォアキャスティングとバックキャスティン

グ、ここのところをぜひ認識しながら進めていかないと、大変方向性がばらつい

てくるのではないかと思っているところです。以上です。 

 

〇島田委員 弁護士の島田でございます。消費者教育推進法を作ろうというこ

とで 2009年から、消費者教育学会の西村先生や中原先生といった方々と力を合

わせながら努力して参りました。まさにその中で議論されたのが、消費者の役割

をどう考えていくのかというところでありました。先ほど責任という言葉はど

うかというお話がありました。山本先生のお話の中にありますように大変危機

迫る状況の中にあって、国際社会は持続可能な「生産」と「消費」というものを

車の両輪として捉えて動いている。その中で日本ではまだ「消費」という部分が

極めて弱いという問題意識。そして何よりも消費者が行動していく時にしっか

りとした行動力を発揮していくためには、消費者に今何が求められているのか

という役割意識、これをしっかりと消費者の中で共有していく必要があるだろ

うということを感じておりまして、そういうもののひとつの旗印として消費者

教育推進法の理念が活きてくればいいなというふうに感じているところです。 

私が用意した資料４－５、本当に雑駁なお話でございますけれども、そういっ

た拠り所の旗印という中で倫理的消費の旗を掲げるとしたらどういうところが

あるだろうか、というようなところで少し考えて参りました。 

ネーミングがなかなか難しいところでございますけれども、「倫理的消費」と

いうのは非常に硬いというところがございまして、かたちとしてはエシカルな

消費というネーミングにして、その下に下位分類として「〇〇思いやり消費」と
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いうのを立ててみてはどうだろうか。 

資料を拝見していまして、お二人の知事の委員の方とまったく考えが一致す

るというところがすごく心強いなと思ったわけですけれども、地域に対する思

いやり、人々に対する思いやり、地球に対する思いやり、この３つが大きな柱に

なってくるのではないだろうかと考えております。 

今後の課題でございますけれども、これだけのメンバーが集まる機会という

のは本当に貴重だというふうに思っておりまして、ぜひともここにお集まりの

みなさんが様々な材料を出し合って、ガイドブック、あるいはポータルサイトと

いった、「これを見れば、あるいはここにアクセスすれば倫理的消費のイメージ

を普通の消費者にも持っていただける」、そういう材料が作れればいいなという

ふうに思っております。あるいはこの会議だけではそれは持て余すということ

であれば、別の推進体をみんなで協力して作るということも含めて取り組んで

いくと本当に大きく進んでいくのではないだろうかと思います。 

さらにその中で意識しておくべきことは、やはり都会と地方ではエシカルの

イメージがかなり違うのではないかということ。この間いろいろ地方でお話さ

せていただいている中で感じております。都市部でもお話させていただきます

が、地方創生というところは都市の人にはイメージが湧きにくいというところ

もありますので。そういったところも含めて、誰に対してどういうイメージで訴

えていくのかというところをしっかり詰めていく必要があるのではないかと思

っております。以上です。 

 

〇嶋田委員 損保ジャパン日本興亜の嶋田と申します。CSR を担当しておりま

す。資料４－６を用意しました。 

関心のあることということで倫理的消費の普及ということを書かせていただ

いています。その課題と対策例ということで、課題についてはみなさんのお話に

あった通りだと思うのですが、山本先生のお話の中ではアンケートでは倫理的

消費行動をすると言ってもなかなか行動が伴わないというお話もありました。

やはり消費者は価格重視というところがあるのかなと思います。この価格差を

上回る魅力を備えることが必要なのかなと思っています。それから、どれが倫理

的消費でどれがそうではないのかということを明確にしていくことも重要と考

えております。 

対策例として、価格差を上回る魅力ということで倫理的消費がクールでかっ

こいいというようなムーブメントを起こすために、例えば倫理的消費をテーマ

とした映画や、ドラマ、アニメ、あるいはタレント起用をした CM、ゆるキャラ

のようなものを作ってもいいのかなと思います。あとは学校教育における現場

での啓発も重要。 
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価格差をなくすという観点から、メーカーサイドに経済的メリットを付与し

ていくというようなことも考えられます。また、倫理的商品・サービスを判別で

きる仕組みとして、販売コーナーで倫理的商品・サービスとそうでないものを明

確に陳列する、専用ラベルを設けるといったことも考えられます。 

それから当社の取り組みを少しお話させていただきますと、先ほど阿部先生

からお話がありました、「企業の ESD 宣言」にも名を連ねさせていただいてお

り、事業プロセスの中で環境や社会に配慮するというような活動を続けてきて

おります。 

調達の部分については、グリーン調達基準を設けており、社内では 90％の目

標を掲げて取り組んでいるところでございます。社内だけでなくバリューチェ

ーンである代理店を巻き込んでいます。当社の全国のプロ代理店の組織で JSA

中核会というのが、全国に 2800店くらいあります。そこの約 64％の代理店に参

画をしてもらって、グリーン調達ができるシステムを構築し代理店のグリーン

購入を促進しております。 

今後の検討の中で、私として進めていきたいなと思っているのは、倫理的購入

となると主に形のある製品を対象とするイメージだと思うのですが、先ほどの

山本先生の資料の中にイギリスの生協の消費分類というのがあって、その中に

も「倫理的な銀行」の利用という記載がありました。倫理的な商品という中に金

融商品、保険も含めて検討できればいいなと考えているところです。以上です。 

 

〇末吉委員 みなさま初めまして。フリーアナウンサーで、エシカル協会代表の

末吉里花と申します。私は社会人になってからずっとフリーアナウンサーとし

てメディアの世界に身を置いてきたのですが、ちょうど今から 10年くらい前に、

日本で最大のフェアトレードブランドである「ピープルツリー」というブランド

の代表サフィア・ミニーさんとの出会いがありまして、それ以来フェアトレード

の活動をずっとやってきております。 

そして今年、エシカル協会というすごく大きな名前を掲げてしまったのです

が、日本にエシカルの文化を根付かせようという大きなビジョンを持った任意

団体を立ち上げました。その中のひとつの事業として、フェアトレードコンシェ

ルジュ講座といって、一般の人たちがより身近にエシカルを体感しながら学べ

る場を提供していく機会を作っております。 

「ピープルツリー」のアンバサダーもやっておりまして、途上国の生産現場を

いくつも訪ねる経験がありました。バングラディシュ、ネパールなどを訪ねたの

ですが、一般的な縫製工場とフェアトレードの生産現場両方を訪ねた中でいろ

いろと感じることがありました。私が見てきた世界の現実や現状というのは、日

本の人たちにはほとんど知らされていないというふうに強く感じました。途上
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国で働く労働組合の方や、フェアトレード生産者の方に話を聞き、どういったこ

とを日本の人たちに伝えて欲しいか聞いたところ、一番は現状を知って欲しい

ということ。今世界で何が起きているか知って欲しいということ。そしてもう１

点は、“Choose clean product”ということをおっしゃっていたんですね。これは生

駒委員もおっしゃっていたように「バイコット」、つまり本当にクリーンに作ら

れた、透明で倫理的に正しい過程を経て作られた、そしてサプライチェーンもし

っかりと守られているような過程で作られたものを選んで欲しいということを

おっしゃっていました。 

今日ここでみなさまも何度もお話されているように、エシカルというのは今

の日本の中でなかなか伝わらないということがあると思うのですが、私はその

一つの原因がメディアにあると感じています。同じようなバラエティ番組ばか

りで、エシカルやフェアトレードなどの視点で、今世界で何が起きているかとい

うことを追った番組や映画やドラマがまったくなく、大切なことは何も発信で

きていないという感じがします。私はメディアの中で働いた経験もありますの

で、ぜひ消費者庁のみなさま、委員のみなさまと組んで、日本の人たちに向けた

エシカルな番組を作って発信していきたいと強く感じています。 

徳島県知事がおっしゃっておりましたけれども、やはり若者、今後 10年後の

消費活動ひいては社会の中心となっていくのが今の 10 代 20 代だと感じていま

す。今関東の 32 の大学が持つ 38 のフェアトレードの団体が組んで、フェアト

レードスチューデントネットワーク関東（FTSN関東）というネットワークを作

っています。そういった若者たちはエシカルに非常に興味を深く持っていて、実

際に活動してイベントなどを開催しています。私もエシカル協会で彼らととも

にイベントを行う予定が入っておりますが、ぜひそういった若者たちが集い、意

見交換ができるような場も作っていただけたら幸いです。今後またみなさまと

意見交換ができることを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 

 

〇高山委員 高山と申します。資生堂の中では消費者部門を長く経験しており

まして、その後 CSR等も関わってきたことから、私の関心事は常に消費者と事

業者との関係性というところにありました。 

そういう観点から倫理的消費を見ますと、やはり消費者の意識と行動のギャ

ップがあるということ。また事業者の側から見ると、マーケット自体がまだ小さ

いために、事業やマーケティング活動において倫理的な観点からの商品開発や

コミュニケーションをとることが事業活動の本格的な中核に据えられるに至っ

ていないという現状があると思います。 

そういった中で、今消費者政策全体が目指すところの消費者市民社会の構築

あるいは形成といった観点から、倫理的消費というのを一つのシンボリックな
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アクションのムーブメントとして捉えていくことは、非常に大きな意味がある

と感じております。ぜひとも消費者と事業者がより良い関係性を構築しながら、

相互に刺激し合い策を動かしていく中で、消費者市民社会を作っていく一つの

シンボリックなアクションになればと感じているところです。 

そうした観点から消費者について考えるべきことは、倫理的な消費行動をで

きる限り具体的に提示していくということと思います。消費者教育推進会議の

取りまとめの中で、「消費者市民社会における消費者の行動例」として提示した

ものは、まだ非常に初期の作業段階のものになっていますので、これをもっとク

リアにしていくということも必要ではないかと思っております。 

それから２つ目に、倫理的な消費行動普及に向けて、何人かの先生方がおっし

ゃっていましたように、より効果的なコミュニケーションの手法開発というこ

とが非常に重要だと思っております。消費者にとってかっこいい、スマートで気

持ちのいい消費行動であるというところの実感訴求を含めて、消費者教育以外

の場でもメディア等を通じて何か世の中を動かしていくような仕掛け、コミュ

ニケーション手法を開発できればという点に期待しております。 

一方、事業者の側についても、倫理的商品の具体的な事例や構成要素の全体的

な整理も必要だと思いますし、その商品開発におけるサプライチェーンとバリ

ューチェーン全体を通じて、そこに生じるトレードオフの問題点、これをいかに

解決していくかというところをもう少し整理するといった問題があると思いま

す。また事業者から消費者に対して倫理的な消費を促すコミュニケーション手

法というところも大きな課題だと思っております。併せて事業者側の方でも倫

理的消費を促すような消費者教育への参画。こういったところも一つのテーマ

と感じているところでございます。雑駁ですけれども、以上私の問題意識をお話

させていただきました。 

いろいろな意見交換を通じて、私自身も勉強させていただければと思ってい

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 

〇竹内委員 東京サラヤの竹内と申します。私は洗剤メーカーの社員なのです

が、傍らで NPO法人ゼリ・ジャパン（ゼロ・エミッションの啓発活動）の事務

局運営を行っており、併せて一昨年からはグリーン購入ネットワークの代表理

事を務めさせていただき、グリーン購入の啓発、普及活動も行っています。 

私の資料に関しては資料４－９に書いてありますが、本日は時間がないので、内

容に関して詳しくお知りになりたい方は、弊社のホームページをご確認いただ

ければ何よりです。さて、山本先生のお話の前に議題が消費者庁から上がってき

た時に、各議題ともに奥深いもので、一言で話す事は非常に難しいと感じていま

した。メーカーとしての活動として、消費者に責任を転嫁するつもりは微塵もあ
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りませんが、弊社としては原料調達からお客様に商品を販売するまでのプロセ

ス並びにより良いものを普及しようと活動しています。その一つとして、資料の

６ページに載せさせて頂きましたが、昨年のグリーン購入大賞の優秀賞を受賞

させていただいたのですが、世界で初めて新しい洗浄剤を開発しています。これ

は石鹸、合成洗剤ではないもので環境負荷を最大限に考慮した商品です。又、売

上の１％をボルネオ保全トラスト（緑の回廊プロジェクト）に寄付しています。

その原資をもとに、プランテーションの買い戻しや生物多様性保全に使われて

おります。同時に、これらの取り組みの中で、山本先生からのお話にあった様に、

消費行動とともに、社会問題、特に貧困撲滅の活動も行っております。私は一昨

年からカンボジアで２年間、JICA から支援を受けた BOPビジネス連携フィージ

ビリティスタディで、カンボジアの貧困層の生活改善や感染症を減らすことや

生活を安定させる為の新しい雇用の場の創造をしてまいりました。近隣国のミ

ャンマー連邦共和国は最貧国といわれており、昨年より調査と JICAのプロジェ

クトにも応募して、開発途上国の衛生、健康、環境改善に役立てればと考えてい

ます。 

弊社の目標として、お客様に対してより良い物を提供すると同時に、原料調達

先の生活、環境改善の協力なども行いながら、メーカーとしての責任を果たして

いきたいと考えます。 

これからもまだまだ改善しなければならないことが多々あるかと思いますが、

今後ともに宜しくお願い申し上げます。 

 

〇長崎委員 パナソニックの長崎と申します。環境経営推進部というところで

全社の環境活動の計画の推進を行っております。 

資料４－10－２というものを用意しました。パナソニックのサスティナビリ

ティレポートですが、39ページ、40ページを開いていただきたいのですが、我々

エシカルということで、やはりメーカーとして環境に良いこと、すなわち事業を

通じた環境への貢献をしなければならないと考えております。ただ環境問題と

いう中で、我々は電気を使う製品を販売しますので CO２の削減、温暖化という

ことが非常に重要だと思っており省エネ性能の高い機器をより多く販売して貢

献したいと取り組んでいます。39 ページの中央にあるのですが、省エネ商品に

よる CO２削減貢献量ということで、例えば 3,000万トン近くを我々の商品を使

って削減すると。これは世界で CO２の排出量が 300億トンくらいの中なので僅

かなのですが、こういったところに貢献したいと考えて取り組んでおります。 

ただ、今消費者のみなさんが第一は機能やコストということで、なかなか省エ

ネということだけでは買っていただけないと認識しています。先々週にヨーロ

ッパに行って来て、ドイツ、ロンドンなどでいろいろ聞いてきたのですが、やは
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りヨーロッパにおいても環境に良いということだけではなかなか買っていただ

けないということでした。やはり消費者の方が環境に良いということで選んで

買っていただけるということが大事だと考えていまして、そのためには我々メ

ーカーとして環境に良い製品を作り、お知らせすることが大事だと思いますし、

さらに消費者のみなさんにそういったことを理解していただくように教育して

いただいて、理解していただける様になるということが非常に重要だと思って

います。 

そういったことをここで議論できたらと考えています。よろしくお願いしま

す。 

 

〇中原委員 中原と申します。資料は４－11－１にございますので、見ていただ

ければと思います。先ほど、前熊本県知事がおっしゃっていましたけれども、私

も九州出身で、今お手元にあるように東京都市大学で専門は持続可能な消費。本

当は入ったのは持続不可能な消費を研究していましたが、それは後ろ向きだか

らということで、前向きに持続可能な消費の研究をしています。 

持続可能な消費に関心を持ったのは、自分が九州に生まれ育ったもので、水俣

があり、そしてカネミ油症事件という大変悲惨な事件がありました。自分の体を

少しでも良くしたいという思いから、そして自分の親たちの健康を守ろうと思

って買ったものが体を蝕んでしまったという、大変な悲劇が私を消費者問題に

向かわせたと言っても過言ではありません。 

東京に出てきて、暮らしの手帖の花森さんと出会い、消費者情報、商品テスト

の重要性というのを感じました。そういう中で商品テスト情報ということに関

心を持ちまして、1983 年に仕事で、アメリカで当時大統領特別補佐官をやって

おりましたバージニア・ナウアーという女性に会った時に、消費者問題、消費者

教育というのはポリティカルサイエンスだという言われ方をした。日本では何

となく消費者のボイコットや、社会運動をするのが消費者運動かなと思ったら、

それはポリティカルサイエンス、すなわち消費者が社会に影響を持てるという

ことです。これがコンシューマーシチズンシップのきっかけでもあるというこ

とで、日本にバージニア・ナウアー大統領特別補佐官をお呼びし、消費者教育リ

ソースセンター設立のきっかけを作るための国際会議を京都で 1985年に開きま

した。それが功を奏してか、民間企業各社が設立資金を拠出して消費者教育支援

センターを作った。 

しかし時代の変化と時間の経過の中で、どうも私たちは次の世代に何を引き

継ぐのかということが上手くバトンタッチができていないような気がします。

そこでお手元の資料にあるシューマッハの指摘ということで、“Small is Beautiful”

の言葉を取り上げています。悪いのは手を差し伸べても受け取らない次の世代
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ではなくて、今ここに座っている我々自身が負の遺産を残さないという責任が

あるということです。私は 2013年から国連環境計画の SPPI：持続可能な公共調

達のための国際イニシアティブのアドバイザーに就任していますが、倫理的消

費を実現するためには「持続可能な消費」を世界中で展開していくということが

重要だと考えています。倫理的消費、持続可能な消費に大きなヒントを与えてい

るのが資料に書いてある“Shopping for a Better World”です。まさに私たちの消費

行動が社会を変えていくことだろうと思っております。 

ではいったいどういったものが手本になるのだろうかというものも見ていく

ことが重要だということで、この会議の中でぜひみなさん方と議論しながら続

けていけたらと思います。以上です。 

 

〇西村委員 横浜国大の西村です。よろしくお願いします。私の資料は４－12で

す。横長のものと、もう一つはグリーンの浜松市のフェアトレードのパンフレッ

トでございます。 

私自身は消費者教育学会、消費者教育の分野をずっとやってきまして、消費者

庁の方でも消費者教育推進会議の委員等も務めさせていただいています。先ほ

どどなたかが、消費者教育は被害防止というお話がありましたけれども、推進法

を作る、これは議員立法でできたわけですが、その動きを学会としてもサポート

しながら、日弁連、あるいは消費者団体等とも新しいかたちの消費者教育という

ことで、世界水準の消費者教育を目指そうということでやってきたものであり

ます。 

時間がありませんのでざっとだけ見ていただきたいと思うのですが、私は教

育学部にいるので、学校教育の中で今どれだけ関係することが教えられている

のかということで、高等学校の家庭科、後で現場にいらっしゃる葭内先生から実

際の教科書のお話もあるかもしれませんが、６社がございまして、その６社が扱

っているものを任意に、この会に関係のありそうな言葉だけでございますけれ

ども拾ってみました。現在使われているものの中に、すでに高等学校レベルで男

女共修の家庭科ということで男子も学んでいるわけですが、バーチャルウォー

ターや、低炭素社会、LCA、消費者市民社会、グリーン購入、LOHAS、カーボ

ンオフセット、ISO 14000シリーズ等々の言葉だけは少なくとも出ているという

ところでございます。しかしながら、なかなかどれくらいの時間の中で教えられ

ているかというと心もとないところもあります。ただ高等学校だけではなくて、

中学校でも技術家庭の家庭分野の中で教科書を見てみますと、今日は資料が間

に合わなかったのですけれども、やはり消費者市民社会やグリーン購入など、か

なりここに関わるような言葉が載っていたり、あるいはある教科書では各国の

環境マーク、エコラベルを各ページの縁に載せるというような教科書もあった
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り、いろいろ工夫をされながら、この分野の重要性を家庭科教育という中で伝え

ようと努力されているわけであります。 

消費者教育推進法に基づく、消費者教育推進会議の中でも消費者市民社会と

いうものをどのように伝えていくかということが非常に大きな課題になってい

るわけで、また継続して審議していくわけですが、消費者の行動が将来に渡って

社会に影響を及ぼすということを理解させることが大切です。消費者市民とい

うのは、経済的市民、倫理的市民、政治的市民の３つの要素があるだろうと考え

ていますが、とりわけこの倫理的市民というのを、先ほど来も話が出ていますよ

うに、何かあまり硬いものとしてではなくて、ファッション性というのでしょう

か。先ほど前熊本知事のお話もありましたけれども、日本で初めてのフェアトレ

ードタウンができて、世界会議が昨年熊本で開かれました。私も参加させていた

だきましたが、若い方の参加が非常に多い。しかも全国からボランティアで相当

数出られていた。そういう動きなどもありますし、そういった若い力に刺激を与

えて大人を変えていくというようなことができたらいいかなというふうに思っ

ています。 

学校教育に関しましてはもう１点だけ。ちょうど今中教審が文科省から諮問

を受けて学習指導要領の改訂作業をしています。オリンピックに間に合わせて

新しい教科、科目の整理ということも行われるのだろうと思うのですが、来年に

は答申を出すでしょうから、そういう中で今回この議論がいいかたちで、将来に

向けた新しい教育のあり方に影響を与えられるような議論ができたらありがた

いと思っています。以上でございます。 

 

〇平井委員 鳥取からやって参りました平井と申します。今日は山本座長を始

め、こうしたメンバーの中に加えていただきまして本当に光栄でございます。 

やはり東京の調査研究会というのは人が多いな、人口が多いところはすごい

なというのが、まず第一印象でありまして、なぜ人口が一番少ないところが出て

いるんだと。だけどそういうことも売りにできる時代になってきたのかなと。 

最近スターバックスがないとよく怒られるわけです。しかしスタバがなくて

も日本一のスナバがあると。我々には環境というかけがえのない価値があるん

だと。これが意外にウケまして、インターネットを通じてあちこちに行っている

んですね。先般、佳子様がやって来られました時に、紀子様とお二人で出てこら

れた時にちょっとお話をした時にびっくりしたのは、最近鳥取県はスターバッ

クスがないと言われるのが問題になっておりますと思い詰めて申し上げました

ら、佳子様がにっこりと笑われて「知事さん、スナバがありますよね」と。つい

に赤坂御所までこの情報が入ったかと思ったところでございますが、そんなよ

うなことで価値観が今変わりかけていますので、こういう倫理的な消費、エシカ
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ル消費ということに取り組み易い時期に入ってきたのかなというふうに思いま

す。 

そんな訳で、鳥取県でもいろんな倫理的な消費のことを投げかけをしており

まして、例えばグリーン購入や、あるいは木材の使用など、先ほど来いろいろな

お話があるような環境保護のこと、こうしたことに取り組ませていただいてお

ります。例えば FSCといわれる、フォレストサスティナビリティに関わる認証

基準も県内の森林組合で取るようにということで動き始めました。また先ほど

河口委員も若干お話がございましたが、実は蟹についても何についてもエコフ

ィッシャリーということを進めていまして、そのための認証も取っているんで

す。ただこれは多角的なアプローチが資源全体の管理については必要でござい

まして、これは国際的なことも含めていろいろと冷静な議論が必要な分野では

あるのですが、いずれにしても我々とはそうした環境と向かい合って生きてい

かなければならないことが一つあると思います。 

ただいくつかこの場で申し上げたいと思いますのは、先ほど山本先生の 21ペ

ージに一つの総括がありましたが、これはよくできているなと感心をし、驚きま

した。とかくエシカル消費と言われますと、環境の分野、発展途上国の分野だけ

に概念を絞りがちでありますけれども、障害者の分野やグリーン購入など、いろ

いろな、子ども達のことなど、社会的責任のことなど、広げながら考えていくべ

きなんですね。そういう意味で島田弁護士がおっしゃったように思いやり消費

という言葉がフィットするのではないかなというような感覚を覚えます。そこ

には工夫が必要なんですね。いくつか私たち本質に切り込まなければなりませ

んし、あともう一つお願いしたいのは現場に踏み込むことであります。本質は価

格です。今マーケットにおいて１円でも安い方が勝つという、そういう設定にな

っていて、これがデフレという巨大な化け物を生みました。エシカル消費がなか

なか進まないと言っているのは多分そこなんです。そうではなくて価格以外に

も良いものがあるだろうということでありまして、その消費文化を変えていく、

この本質に切り込まなければなりません。 

また現場にも踏み込んでいただきたいと思います。現場ではいろいろな苦労

をしているわけであります。例えばリサイクル商品の中でグリーン商品として

我々も消費をしているものがあるのですが、最近ヒットしたノングラスという

商品がございまして、これは太陽光発電をやっているところはペンペン草がや

たらと生えるのですが、あれを管理しようと思うと、リサイクル商品の中でそう

した技術を使って、そこに草が生えないような土壌を敷く。これがヒットしまし

て、もちろん県もグリーン商品を使っていますが、他所の発電所でも使い始めた

りしているものがある。こういう技術開発や、現場の商品開発に向き合っていか

なくてはいけないですね。 
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今鳥取県では障害者の商品が買われるようになってきました。あまつさえ農

林水産大臣賞を取るようなお菓子まで生まれてきているんです。そういう商品

開発の技術を障害者の施設と一緒に引き上げてきたんです。例えばデザインの

ことや、製法のことなど、そうしたことまで踏み込んで行かないと、本当の意味

でのエシカル消費が発生するようなマーケットが、供給側でも消費側でも生ま

れないということだと思います。 

鳥取出身の尾崎放哉の句にこういう句があります。「入れものが無い 両手で

受ける」。これは単なる貧しさのように考えられがちですけれども、そうではな

いと私は思っております。両手で受けるということは感謝して貰うということ

なんです。本来売る方と買う方との間でこういう感謝の気持ちで結ばれること、

それが日本人が忘れかけた原点なのではないかと思うんですね。その辺まで踏

み込んで行くと、値打ちのある調査研究会になるのではないかと思います。 

残念ながら今週末スターバックスがやって来ることになりました。今私の一

番の悩みです。 

 

〇福田委員 京都府から参りました福田と申します。資料は４－14 になってお

ります。京都府では平成 26年３月に２ページにあるような計画を策定しました。

そこに書いておりますけれども、京都府の特徴と配慮事項ということで、大学が

沢山あって多くの学生さんがいらっしゃるということ、あるいは昔からの「もっ

たいない」、「しまつする」という暮らしの中での知恵、あるいは先ほど来出てき

ておりますけれども環境保全の取り組み、というようなところから京都府の特

徴を活かした努力を進める中で、エシカルコンシューマープロジェクトという

ものを取り組みの中に一つ立てさせていただいた。それが赤の点線で囲んでい

る部分でございます。 

飛びますけれども４ページ、エシカルコンシューマープロジェクトをイメー

ジさせていただいておりますけれども、いろいろな団体や企業や学生も含めた

主体がエシカル商品の調査や発掘に関わっていって、エシカルコンシューマー

を増やしていくことができればいいのかなというような思いでおります。 

それから最後６ページになりますが、やはりまだまだ手探りの状態でござい

ます。京都府くらしの安全推進員に対するアンケートで「自分の消費行動で社会

を良くすることができると思いますか」という問いに、６割の方々が「そう思う」

と答えていただいており、これは一定の研修を終えた、一般の方々でも消費者問

題に関心があるボランティアの方々に対するアンケートの結果がございます。 

いずれにしましても押し付けにならないようにしっかりとエシカルコンシュ

ーマープロジェクトをこの研究会の議論の中で先生方の多様なご意見を伺いな

がら進めていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願い致します。 
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〇松本委員 日本生協連の松本と申します。私どもは生協の全国組織でござい

まして、いわゆる消費者団体のような機能に加えましてコープ商品を開発する

事業をやってございます。 

私ども生協は元々助け合いというところを大事にしておりまして、暮らしの

協同や持続可能な社会の実現というのは比較的素直にみなさんに落ちる組織で

ございます。長いことユニセフや、国連食糧計画などを通じた寄付金付き商品や

環境商品ということで MSC、FSC等々、あるいはフェアトレード等々、取り組

んで参った結果がございます。ただ正直なところを申し上げまして、組合員のリ

ーダーさんにはよくやってくれたと言われるのですが、一般の組合員さんの所

にまで思いが届いていません。私が思うのは、どうしても理屈になってしまうん

ですね。理屈を言ってしまって難しいことを喋るので、汗を流して一生懸命喋っ

ているところだけ通じるのですが全然広がらないというのが実感でございます。 

大変この研究会に期待しておりまして、今までのご発言でもヒントがあった

と思うのですが、最終段階で日本の消費者の心に落ちるということが、とても大

切なことだと思っています。自分の無力を棚に上げて申し訳ないのですが、いろ

いろな議論を重ねながら、最後はそこのところでこれは良いなというふうに落

ち着けたらとても良いなと思ってございます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

〇宮崎委員 経済同友会の宮崎と申します。経済同友会は経営者の方が個人で

参加する経済団体となっております。 

私はエシカル消費のことを全然知らない中で、本日はみなさんのご意見を聞

いて大変勉強になりました。非常にグローバル化が進んでいる中で、やはりなぜ

エシカル消費が必要なのかということを、特に子ども達や若い世代に、分かり易

く伝えていくことが大事かなと思います。浜松市の資料の中にチョコレートの

話が出てきていますけれども、今私たちが食べたり買ったりしているものが世

界でどういうかたちで作られているのか、児童労働を強いられているといった、

世界の現状というのを分かり易く伝えるような、それはメディアであったりす

るのかもしれないですけれども、そういう情報が伝わることが重要だと思って

います。 

あとはエネルギーの分野が重要になってくると思います。基準年を 2013年度

として 2030年度までに CO226％削減が目標になっていますが、これを達成する

ためには省エネが非常に重要になってきます。産業部門はもちろん民生部門の

省エネを進めていかなければならず、CO2を削減する製品の購入も目標達成に貢

献すると思います。エシカルであると同時に、そうした製品を買うことが、持続

的な経済成長につながることを、国民に分かり易く伝えていくことが重要にな

ってくると思います。以上です。 
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〇山本委員 東京都消費生活部長の山本でございます。みなさまのお話を聞か

せていただいて、どういうお話をしようかなと。今やっている仕事の話ではなく

て、前職で 10年ほど環境行政に関わっておりましたので、その時の経験をお話

させていただきます。2004 年度くらいに家電の省エネラベルの立ち上げに関わ

る機会がありまして、当時、東京都や京都市と地域で省エネラベルの表示をお願

いする取り組みをしていたのですが、最終的には今、全国の統一ラベルという国

が作った表示ラベルになっておりまして、その経験からいくと、ボランタリーな

取り組みだけではなくて制度的なアプローチも併せてやっていかないとなかな

か進まないのかなというのを感じています。 

パナソニックの長崎先生も言われたように、確かに省エネだけで製品は買っ

ていただけないのですが、基本的には機能やデザイン、価格で消費者は買うと思

うのですが、それでも前よりは省エネということの優先順位が高くなってきた

のではないかと思いますし、販売店でも省エネということでそこを訴求して売

っていこうという姿勢も以前よりは出てきていると思います。そういった意味

ではそういう制度的な枠組みも、行政的な観点でアプローチを考えるというこ

とも重要なのかなと感じました。以上です。 

 

〇葭内委員 はじめまして。葭内ありさと申します。お茶の水女子大学付属高等

学校で家庭科教諭をしています。本校は全国の家庭科教育のリーディング校と

研究校です。私自身も４月から大学院博士課程にも在籍しつつ研究を進めてい

まして、国内や海外、スリランカやカンボジア、フランスなど調査研究をしなが

ら、教育を行っています。今家庭科の話もちらほら出てきたのですが、今日はお

手元に資料をこのように３つご用意しました。 

一つは家庭総合の教科書の抜粋です、これは私が編集委員を務めている東京

書籍のものでして、今説明があったように、家庭科では 20年近く前から、フェ

アトレードやグリーンコンシューマーなど、そういったワードがすでに入って

いまして、私自身も児童労働などの話をもう随分前からしてきました。2011 年

に本校で教育関係者向けにエシカルファッションを題材にしてエシカル消費の

授業をしたところ、非常に反応があったので、それ以来エシカルファッションを

切り口として授業を行っています。ご今家庭科は男女共修 21 年目の年でして、

今の 30代後半くらいの方は家庭科を必修として学んだ世代です。ご覧いただけ

れば分かるのですが、目次を見ていただくといろんなものが書いてありまして、

消費に関わるところが沢山あります。先ほど末吉委員からお話があった People 

Tree のサフィアさんのインタビューなどや、エシカルファッションという言葉

も取り上げています。まだ他の教科書にはエシカルという言葉は入っていませ

んが、そのうちどんどん他の教科書にも入ってくるのではないかと期待してい
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ます。 

私はエシカルファッションカレッジやエコプロダクツ展という一般向けイベ

ントの方にも関わっているのですが、そちらにいらっしゃる方は、ある程度何か

しらすでに興味がある方々です。やはり必修教科で、小学校から高校までの間で、

まったく何も知識がない時にどれだけ早くそういったエシカルマインドを育成

するか、といったところが一番大切ではないかと思っています。生徒は本当に柔

軟で、私は中学生も教えたことがありますし、大学でも教えているのですが、本

当に若ければ若いほど反応が良いです。最初にインタビュー調査をすると、生徒

の消費行動にエシカル的なところは全くと言ってよいほどありません。消費で

は、好みだったり、価格だったり、そういうところが優先されるのですけれども、

学ぶとあっという間に変わります。それほど柔軟なんですね。例えば中国の縫製

工場やバングラディシュの事故のことを知ると、びっくりして愕然として、じゃ

あ自分たちには何ができるだろう、何かできることはあるのか、と考え始めます。

このリーフレットは去年、昨年度の文科省事業でお金を出してもらって、エシカ

ルファッションの解説冊子を最後にアウトプットとして作り、まわりに配布す

る授業を行ったものです。ここでは、人に伝えるということを大切にしたのです

が、その時も途中から自分たちでチャリティショーをしたい、フェアトレードの

チョコレートの販売会をするなど、どんどん具体的な実行に移ってきました。 

徳島県知事の方も委員にいらっしゃいますが、今徳島と、伝統工芸がエシカル

ファッションで一番みなさんがピンとこない点なので、それを体感させるため

にインターネットのビデオ通話で学校の藍染工房と徳島の藍染工房を繋いでの

授業などをしています。 

今教育界ではアクティブラーンニングという言葉が大流行りしていて、実体

験で自分ごと化していこう、それから発信したり教え合ったりというのが言わ

れているのですけれども、エシカル消費の場合、知識で学んでもまったく定着し

ないので、若いうちにどれだけ実体験できるか、それを生徒が家庭に持ち帰り、

それが友人に伝わり、それが社会に伝わっていくということが大切なことだと

思います。今消費者教育推進法なども出来ていますが、まだまだこれからという

ところなので、どうやってそれを全国に具体的に伝えていくかというところを、

先生方や、もしくは他のかたちでの、必修教科の中でどうやって推進するかとい

うところをみなさまにお知恵をいただきたいと思っています。 

もう一つは、若年層は教育、そして社会の決定権は 40、50代の男性の方が持

っていることが多いかと思うのですがエシカルへの意識は比較的低いので、ぜ

ひそこにも伝えたいなと思っています。ちょうど先週伊勢丹で全館あげてエシ

カルイベントの催事が始まりまして、それがちょうど始まった日に日経新聞の

春秋にコラムで載っていたのをご覧いただけたと思うのですが、それが載りま
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したら、今まで私がエシカルをやっていてもまったく関心がないと言っていた

人たちがメッセージをくださって、初めて調べてみたというようなことをおっ

しゃっていました。それが 40、50代の方が多かったんですね。なので、ある程

度方法を変えれば、かなり伝わるのだなと感じていまして、機運も今かなり来て

いると思っていますので、エシカル消費をすすめていけたらなと思っています。

以上です。よろしくお願い致します。 

 

〇渡辺委員 東京経済大学の渡辺です。フェアトレードの研究とフェアトレー

ドを拡げるための団体を作り普及をやっています。 

佐野委員から、生産、加工、流通、消費、いろいろな段階の中でなぜ消費をフ

ォーカスするのかという問題提起があって、非常に考えさせられました。大きく

生産と消費の２つに分けた時に、かつて物があまりない時代というのは物に希

少性があったので生産側の力が強かったんですね。それが、時代が変わってモノ

が大量生産され、価格競争も激しくなるにつれ消費者、その代理人である小売が

非常に大きな力を持ってきて、生産や環境を持続的なものにするかしないかと

いうことを左右する大きな力を持っていると思います。そういう意味で消費に

焦点を当てる必要があるのかなというふうに思いました。一人一人の消費者は

弱い存在かもしれませんけれども、それが全体として集まると非常に大きな力

になって、生産現場や環境に影響を与えていく。一人一人の消費者というのはあ

る意味非常に浮気なところがあって、エシカル的なことに関心を持っても、そう

いう消費をすることもあれば、ある時には 100 円ショップで買い物をしたり、

エシカルな人であっても大概の方はパートタイム・エシカルコンシューマーで

すね。それをどうフルタイムなエシカルコンシューマーにしていくかというこ

とに関心があります。 

もう一つ、消費者ほどバラバラで横に互いに手を繋ぐことが難しい存在はあ

りません。なかなか共通理解というのが難しくて、総体としてはすごく大きな力

を持っているのだけれども、互いに手を結んで変えるという力になっていかな

い。それをどうするかといった時に、フェアトレードのこれまでの 60年余の経

験で、消費者が一緒にエシカルな消費をしようという「場」というものが大事で、

そういう意味もあってフェアトレードタウン運動というのが起こり、それが今

非常に世界に広がっているし、フェアトレードの生産者側から見てもフェアト

レードタウン運動に対する期待というのはすごく大きいんですね。フェアトレ

ードを広げるコミュニティ、それはタウンであってもいいですし、それ以外にも

フェアトレード大学やフェアトレード学校、フェアトレード職場という運動も

別にあるのですが、人が実際に互いに日常的に時間を共にするコミュニティの

場で、フェアトレードやエシカル的な行動を根付かせる。マスコミの力を利用し
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た PRも非常に重要だと思いますが、やはりコミュニティに落とし込んで、そこ

でどうやってエシカルを根付かせるか。これからそれが重要だと思っています。

以上です。 

  

〇山本座長 はい、ありがとうございました。皆様からご意見を頂いて、フリー

ディスカッションの時間がなくなってしまったんですが、今回は初回というこ

とでお許しをいただいて、次回会合の進め方でございますが、次回は「倫理的消

費の必要性・効果」について議論したいと思います。進め方につきましては、私

から提案をさせていただきます。先程、なぜ「消費」なのか、別に消費にフォー

カスしている訳ではなくて、私の理解では商品サービスの全ライフサイクルで

エシカルという事なのですが、それを含めまして、まず、西村委員から「消費者

市民社会」に向けた動きについてお話をしていただければと思います。 

そして倫理的消費の必要性について、渡辺委員には「人々の生活」について、 

中原委員には「地球環境」について、潮谷委員に「地域社会」の観点から、４人

の先生に 15分程度のそれぞれプレゼンテーションをお願いして議論を深めたい

と思います。 

第３回でございますが、第３回では「倫理的消費の定義・範囲」について議論

を行いたいと思います。この問題については企業の実務の担当者の方々にご尽

力を頂きたいと考えております。金丸委員、嶋田委員、竹内委員、長崎委員、松

本委員には事務局とご相談の上、準備を進めていただきたく存じます。また、他

のメンバーの方々にも、引き続きご尽力を頂きたいと思います。事務局と相談し

て別途お願いをさせて頂きます。 

では今後のスケジュールにつきまして、事務局よりお願い致します。 

 

〇植田消費者庁消費者教育・地方協力課長 次回、第２回でございますけれども、

会議は６月ないし６月に調整つかないようであれば７月初旬に開催をさせてい

ただきたいと思います。皆様のご予定を改めて確認させていただき、日時を決め

させていただきます。 

 

〇山本座長 それから中間とりまとめをするように言われておりますので、中

間とりまとめの目次をつくり、各人を割り当てさせていただきたく思っており

ますので、別途またお願いしたいと思います。ひとつご協力のほどよろしくお願

い致します。 

それでは第 1 回の調査研究会を終了致します。長時間に渡りありがとうござ

いました。 

 18時 04分閉会 


