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第２回「倫理的消費」調査研究会 議事次第 

 

１．日 時  平成 27 年６月 26 日（金）15:57～18:00 

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、生駒委員、伊藤委員（代理 長氏）、 

小倉委員、柿野委員、金丸委員、河口委員、佐野委員、島田委員、 

清水委員、末吉委員、高山委員、竹内委員、中原委員、西村委員、 

平井委員（代理 藪田氏）、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 

飯泉委員、潮谷委員、嶋田委員、長崎委員、福田委員 

 

４．議 事 

１ 開会 

２ 倫理的消費の必要性・効果について 

３ 次回以降の研究会の進め方について 

４ 海外実態調査について 

５ その他 

６ 閉会 

５．配布資料 
資料１ 第２回「倫理的消費」調査研究会 出席者名簿 
資料２ 西村委員提出資料 
   「消費者市民社会」に向けた動きについて 
資料３ 渡辺委員提出資料 

倫理的消費＝「人々を思いやる消費」？ 
資料４ 中原委員提出資料 

「海外では倫理的消費への取り組みが非常に熱心であるのはな

ぜなのか」「地球環境のために、なぜ倫理的消費が必要なのか」 
資料５ 足立委員提出資料 
    倫理的消費が進まないことによる日本社会・日本企業のリスク 
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資料６ 河口委員提出資料 
    全国家庭科教育協会「家庭科」平成 27 年度 １号 
資料７ 次回以降の研究会の進め方について（案） 
資料８ 海外実態調査について（案） 
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15 時 57 分 開会 

〇植田消費者庁消費者教育・地方協力課長 時間前ですが、お揃いになりまし

たので、始めさせていただきます。ただいまより第２回「倫理的消費」調査研

究会を開催いたします。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。 

 本日は伊藤委員の代理で川崎市消費者行政センター室長の長浩様、平井委員

の代理で鳥取県生活環境部くらしの安心局局長の藪田千登世様に出席をいただ

いております。飯泉委員、潮谷委員、嶋田委員、長崎委員、福田委員が所用に

より御欠席でございます。 

この後は山本座長に進行をお願いいたします。 

 

〇山本座長 それでは早速始めたいと思います。清水委員は前回御欠席でした

が、前回は委員の皆様全員から自己紹介を兼ねまして、それぞれの御関心事や、

今後どういったことについて調査研究を行っていくのか、それらについて皆さ

んがどういった貢献をいただけるのか、その他お考えのことがあれば、という

ことで御発言を頂きました。そこで清水委員からも一言、自己紹介を兼ねて御

発言を頂ければと思います。 

 

○清水委員 初めまして。清水きよみと申します。所属は消費者関連専門家会

議で、消費者志向の事業者団体として約 600 社の企業の方たちと一緒に活動を

しています。消費者対応部門や CSR、CS 部門の方たちが多くおります。企業の

消費者志向経営や消費者対応力の向上、消費者教育の推進及び行政や消費者と

一緒に連携しての活動を進めています。山本先生のエシカル推進協議会にも設

立発起人として名前を入れさせていただいています。個人的には 20 年ほど前に

エネルギー会社に勤めていた頃に地球環境問題がにわかに脚光を浴び、CO₂とは

何だろうというときに、身近な話題でなければわからないのではないかという

ことで、エコ・クッキングを創設しました。料理だけではなく、買い物から、

作って、食べて、片づけてという全体のシーンを地球環境の観点で見ていこう

ということですが、今では全国に広まっています。同時にグリーン購入やエコ

プロダクツ展のお手伝いもさせていただきました。その後、スイスに４年ほど

住んでいたのですが、フェアトレードの製品や、FSC など各種マークの商品が

当たり前に販売されていることを目の当たりにしましたし、個人でエネルギー

の原料の選択もできました。消費者団体の動きなども肌で感じ、日本との違い

を非常に感じておりました。 

前回の本委員会でも「倫理的消費」の言葉が意味がわかりにくい、難しいと

いうお話が出ていたようですが、簡単に言えば本来は当たり前だったことをや
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りましょう、と言いますか、元々、地球の容量や次世代のことを考えることは

当たり前のことだったと思います。当たり前のことがそうではなくなっている

現在、「倫理的消費」という考えが必要になったわけですが、まずはおしゃれな

こと、良いこと、及び先進的なことというイメージからでも結構ですが、一般

の方への普及、事業者のエシカル推進の方策や教育推進ということでお手伝い

できればと思っております。消費者庁が今回こういった未来へ向けた取組を始

めたことを大変嬉しく思っておりますので、できる限り協力させていただきま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 

○山本座長 ありがとうございました。それでは事務局から配布資料の説明を

お願いしたいと思います。 

 

○植田消費者庁消費者教育・地方協力課長 お手元に座席表と議事次第がござ

います。資料１は出席者名簿でございます。先ほど、嶋田委員が御欠席と申し

上げましたが、損保ジャパン日本興亜ホールディングス嶋田部長が御欠席です。 

資料２は西村先生に御提出いただいた資料と先生のための消費者市民教育ガ

イドというパンフレットです。 

資料３は渡辺先生の資料、資料４が中原先生の資料です。 

資料５は１と２がございますが、５－１は委員限りの配布です。 

家庭科というパンフレットは河口委員から御紹介いただきました全国家庭科

教育協会発行の機関誌「家庭科」の平成 27 年度第１号です。こちらの１にエシ

カル消費ということで河口委員の御寄稿があります。 

資料７は次回以降の研究会の進め方について、 

資料８は海外実態調査についてですが、後ほど御議論いただければと思いま

す。以上です。 

 

○山本座長 今日は最初に４人の委員からお話を伺って、その後は自由討論に

させていただきます。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、というテーマでお話を頂きたいと思います。西村先生、よろしくお願い

いたします。 

 

○西村委員 横浜国立大学の西村でございます。よろしくお願いいたします。

私の資料は「消費者市民社会」に向けた動きについてと、先生のための消費者

市民教育ガイドというパンフレットでございます。 

今回のお題は消費者市民社会に向けた動きについて、でございます。本研究

会の設置の趣旨は人や社会・環境に配慮してよりよい社会を築こう、すなわち
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倫理的消費への意識、関心を高めようということだと思いますが、これは消費

者市民社会の形成への動きということで位置づけられていると思います。原点

となる消費者市民社会という考え方や用語がどのように生まれ、広がりつつあ

るのかを報告することが最初の私のタスクかと思います。 

 私は消費者市民社会という用語が法律に組み込まれた消費者教育推進法の制

定に関わりました。推進法に基づく消費者教育推進会議の委員も務めさせてい

ただいた関係から説明をさせていただきます。 

 

○山本座長 西村先生、CCN とは何ですか。 

 

○西村委員 CCN はコンシューマーシチズンシップネットワークでございます。 

１枚目は消費者市民社会の思潮、考え方でございます。消費者市民とは消費

者であると同時に市民でもある消費者と理解しております。消費者市民は消費

する、あるいは消費しないという行動を通じて社会参画、社会変革を促す者と

考えます。コンシューマーシチズンシップネットワークの 2005 年の定義では「倫

理、社会、経済面を考慮して選択する個人である。消費者市民は、家族、国家、

地球規模で思いやりと責任をもって行動し、公正で持続可能な発展、維持に貢

献する。」と書かれております。その辺はまた後で触れたいと思います。 

 ２枚目は消費者市民社会の由来でございます。いわゆる地球環境に関わる

諸々の問題が世界的にクローズアップされ、12 歳の少女のセヴァン・カリヤ・

スズキが子ども環境団体の代表としてプレゼンをして有名になった 1992 年のリ

オデジャネイロ国連環境開発会議以降、国連消費者保護ガイドライン等、ある

いは ESD の 10 年を経まして、日本では行政においても 2008 年の消費者行政推

進基本計画で大きな転換があったと思います。閣議決定された消費者行政推進

基本計画の中で「消費者市民社会とは、個人が消費者としての役割において、

社会倫理問題、多様性世界情勢、将来世代の状況等を考慮することによって、

社会の発展と改善に積極的に参加する社会」と示されております。この年の 10

月には OECD と国連マラケシュタスクフォース、UNEP 国連環境計画による国

際消費者教育合同会議がパリでございました。この会議に出る機会を得ました

が、この時に立てられた大きなタイトルが持続可能な消費、サスティナブルコ

ンサンプションでございました。そうした動きを経て、国内においても 2008 年

の 12 月に出された平成 20 年版国民生活白書では、「消費者市民社会の展望」と

いう副題が採用されました。 

 ３枚目は日本の消費者教育小史でございます。2012 年に制定された消費者教

育推進法では法の中に消費者市民社会が組み込まれましたが、日本の消費者教

育がどのように動いてきたかをごく簡単に示したものがこの年表でございます。
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消費者教育を国の施策として消費者行政に取り組んだ大きな契機は 1986 年に遡

ります。国民生活審議会の「学校における消費者教育について」という要望書

が教育課程審議会に送られました。契約の理解等を含めた消費者教育を学校教

育で取り上げ、中学高校で行うことを推奨し、その方法についてもロールプレ

イ等で具体的に実践されるべきだと提案されました。それを受けて３年後の

1989 年には学習指導要領改訂において消費者教育の記述が拡充されます。この

時に高等学校の家庭科は男女共修となり、小学校には生活科が誕生するという

大きな変更がありました。先生方に対しては新しい内容を充実させる、指導を

推進させるということで、国はアメリカをモデルにした消費者教育支援センタ

ーを経済企画庁と文科省の共管で立ち上げました。その後は具体的、実践的な

ものが少しずつ蓄積されていくわけであります。消費者教育体系化研究会が作

りました「消費者教育の体系シート」はイメージマップの前身ですが、当時は

契約、安全、環境、情報という４領域で作ったものでございました。2007 年に

福田内閣が発足し「国民生活の安全・安心」が政策目標となり、消費者行政の

一元化構想がやがて消費者庁の発足へと結びついていくわけでございます。同

じ年に消費者教育の政策提言も出され、消費者教育の充実が国としても必要と

いう要請が行われてきました。消費者教育推進法ができる前ではありますが、

民主党政権下で、末松内閣府副大臣を会長とする消費者教育推進会議が設置さ

れました。翌年には文科省から「大学及び社会教育における消費者教育の指針」

が出されました。その中で消費者教育の目的は自己の利益だけではなく、他者

や社会との関わりにおいて意思決定し、よりよい社会を形成する主体として、

経済活動に関して倫理観を持って責任ある行動を取れるようにする、と定めら

れています。 

 ４枚目にまいります。消費者教育推進法の制定の経緯ということで簡単に振

り返ります。2008 年に OECD 国際消費者教育会議が開かれ、その４日後に自民

党の消費者教育ワーキングができます。自民党ワーキングは 13 回行われますが、

消費者教育を具体的に法律の形に推進していく必要があるのではないかという

ことでございました。翌 2009 年には消費者庁設置関連法の採決が３法案あった

わけですが、５月 28 日の附帯決議では消費者教育推進の法整備も検討されると

いう内容が加えられました。政権交代や 2011 年の東日本大震災があり、法律と

して日の目を見るまでに４年かかりましたが、消費者教育推進法が 2012 年８月

に成立し、12 月に施行されました。「消費者教育」の定義としては、法律の第２

条第１項に消費者の自立支援のための消費生活に関する教育（消費者が主体的

に消費者市民社会の形成に参画することの重要性を理解、関心を高める教育を

含む）と定められ、また「消費者市民社会」の定義は法律の第２条第２項に自

らの消費生活行動が現在・将来世代にわたり内外の社会経済情勢及び地球環境
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に影響を及ぼし得ることを自覚し、公正で持続可能な社会の形成に積極的に参

画する社会、と定めたわけであります。 

 ５枚目の消費者教育推進法の制定（２）でございます。消費者教育推進法制

定の後、消費者教育体系化のプログラム研究会という形で消費者教育の体系を

イメージマップで公表したのが翌 2013 年になります。この中で 1 番目の大きな

概念規定として消費者市民社会の構築を定めたわけであります。同 2013 年の３

月に法律に基づいた消費者教育推進会議が設置され、６月には政府が消費者教

育推進の基本方針を閣議決定します。その中には「消費者市民社会概念を日本

社会に共感を得て根付かせるための意義と実践活動を結ぶ研究の必要」が書か

れました。２年間の推進会議の１つの結論として本年の３月に「消費者教育推

進会議取りまとめ」を公表しています。推進会議には３つの小委員会があり、

消費者市民育成小委員会では、消費生活に関する問題は自分だけでなく社会全

体の問題という理解と実践が必要であること、また国内のみならず国境を越え

た他国の人々や、時間を越えた子孫のことまでも考慮した選択を行うこと、社

会の一員として、よりより市場とよりよい社会の発展のために積極的に関与す

ることという報告がされています。別の小委員会では、消費者が国内市場を通

じて購入する消費行動が途上国をはじめとする他国の社会経済情勢に影響を与

えていることが少なくないことに気づく、また、大災害のあった被災地の商品

を購入するなどの方法で支援する、環境負荷の小さいものを購入・消費し地球

環境保全に貢献する、などといった報告がなされ、いわゆる消費者市民像を提

示したわけであります。 

 ６枚目では消費者市民社会普及推進の取組を紹介させていただきます。国レ

ベルでは消費者教育推進会議の第１期目が３月６日に終了し、第２期目が来月

９日にスタートします。そして本研究会が開催されています。消費者庁では消

費者市民社会の構築のための事例を全国から集めて、ホームページで公表して

います。文科省では消費者教育フェスタの開催が今年で５年目に入りました。

地方レベルでは、ゆるキャラを投入した消費者教育推進大使の任命を通じて消

費者市民社会の言葉の普及に務めています。シンポジウム、教材作成、研修な

どが各地で行われています。民間団体としては資料に掲げたようなものがござ

いまして、お手元の資料の消費者教育支援センターが取りまとめた消費者市民

教育ガイドはかなりの部数が全国に配布され活用されています。このガイドは

２年前に作られたもので、新しいものが今後開発されると伺っております。 

 最後に消費者市民社会構築への課題を簡単に触れさせていただきます。消費

者市民社会構築には学校教育が非常に重要で、これからの若い世代への取組を

強化しようということが取りまとめの中でも指摘されています。学習指導要領

の改訂が議論されているところで、昨年 11 月 20 日に文科大臣から中教審に諮
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問が出され、今回は自立と社会性を重んじる科目新設を含む改訂が検討されて

います。また、一時のムーブメントにとどまらない国と地方による支援が必要

とされ、一時のブームでないようにしなくてはいけません。事業者・事業者団

体の積極的な取組も必要であります。消費者市民社会構築のためにはイメージ

の具体化が必要となります。先だってのフェアトレードの国際会議ではボラン

ティアの参加あるいは大学の自主活動、高校生の活動など、非常に若い世代が

ピュアでアクティブな活動をしていらっしゃいます。この動きをうまくキャッ

チしながら、ある種のファッション性を持って国民レベルで広げていく必要が

あると思っています。私からの報告は以上とさせていただきます。 

 

○山本座長 ありがとうございました。次に渡辺委員、お願いします。 

 

○渡辺委員 東京経済大学の渡辺です。人々を思いやる消費というテーマをい

ただいた時に、そういう呼び方でよいのかという問題意識を持ちました。です

ので今日は、どういった社会を目指すのかという意味での問題提起をさせてい

ただきたいと思います。 

倫理的消費が目指す社会はいろいろな考え方があると思いますが、消費者教

育推進法もできて、消費者市民社会、より広い意味では公正かつ持続可能な社

会、フェアでサスティナブル、社会や環境に配慮した社会と言うことができる

と思います。フェアな社会とは社会の成員すべてが自己実現できる社会と呼ん

でいいと思います。自分らしい生活ができるためには自己決定力を持つ必要が

ありますが、自分の生き方、生涯を自分で決める力を持つためには、より具体

的に経済的、社会的、政治的に力をつけた状態が必要になってきます。国際開

発協力では、この状態のことをエンパワーされた状態と言っています。倫理的

消費の上位目標としては、社会の成員すべて、特に不利な立場に立たされた人々

のエンパワメントを実現することではないかと考えます。エンパワメントはフ

ェアトレードの最大の目標でもあります。フェアトレードは世界に広がってき

ていて、フェアトレードに類似したいろいろなイニシアティブもありますが、

その２つを分けるものがまさにエンパワメントです。生産者や労働者のエンパ

ワメントを伴うものがフェアトレードで、伴わないものはフェアトレードとは

言えません。 

今回のお題は「人々を思いやる消費」です。思いやる又は思いやりという言

葉はよく使いますが、広辞苑によると「思い遣る」の「遣る」という言葉の元々

の意味は「同等以下の者のために労を執り、恩恵を与える」ということで、非

常に上から目線の言葉です。人々を思いやる消費というと、貧しい人たちのた

めに消費をして助けてやるという上から目線の意味を持ちます。寛容という言
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葉も同様で、寛容な社会という言葉もよく使いがちですが、経済的なゆとりが

あったり、社会的、政治的に力を持っている人は寛容になれるだけの余裕があ

りますが、そうした力を持たない人々は寛容になる余裕もありません。人に優

しい社会という言葉もよく考えると、強いものが弱いものに対して優しくして

あげるという意味合いになります。「思いやり消費」は可哀そうだから買ってあ

げるというチャリティ的なものに堕落しかねません。可哀そうな人たちを少し

でも楽にしてあげようというのではなく、可哀そうな状態を脱するための力を

つける、可哀そうな状態を生む構造を変える消費こそが本来の倫理的消費では

ないかと考えます。 

倫理的消費を実際に社会に広めていく上で、分かりやすさと、今述べた倫理

的消費の本質の２つは両立し難いところがあります。実際にフェアトレードで

も、途上国の可哀そうな人たちを助けましょうというメッセージを発信してし

まうことがあります。そういう表現には分かりやすさという魅力はあるけれど、

チャリティで終わってしまう落とし穴があります。一方、フェアトレードはそ

ういうものではなく人々をエンパワーするもの、社会変革をするものだという

本質論でいくと、聞いた方は腰が引けてしまうというか、この人は過激な思想

の持ち主ではないか、新興宗教ではないかと思われてしまうこともあって、相

手が逃げてしまうことがあります。分かりやすさで入って、次第に認識のレベ

ルを上げていくのがベストな方法ですが、簡単なようでいて簡単ではないとい

うジレンマを常に感じています。そのジレンマにどうチャレンジしていくのか

が、倫理的消費の大きな課題だと思っています。 

最後に、どのような社会を我々は目指すのかについて大きく二分すると、格

差を前提とした社会と、過剰な格差を生まない社会とに分けることができるか

と思います。格差を前提とした社会では、自由競争の下で全てが自助努力と自

己責任において行われます。その結果として、能力があり努力をした者は豊か

になり、能力もなく努力もしない怠け者は貧しくなると見なされます。大きな

格差が生まれる中で、貧しい人たちは可哀そうだから余裕のある豊かな者が個

人的、自発的、チャリティ的に手を差し伸べる。これはいわゆるアメリカ型社

会です。アメリカ人が言う公正な社会、フェアな社会です。彼らにとってフェ

アとは自由なことを意味します。自由が保障されることがフェアであって、同

じ公正という言葉を使ってもアメリカとヨーロッパでは意味するところが違い

ます。一方、過剰な格差を生まない社会というのは、小学生と大人がいっしょ

に相撲を取るような自由競争ではなくて、equal footingという言葉がありますが、

対等な条件で競うことが重要で、equal footing を実現することに力点が置かれま

す。自助や自己責任だけではなく、互助や社会的連帯を重視し、個人的・自発

的なイニシアティブではなく、政府が政策的に公正さを確保する社会です。社
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会が必ずしもこの２つに分類されるというわけではなく、中間的な社会もある

でしょうし、この２つの社会が完全に二律背反するものでもありません。平等

な土俵を作った上での自由競争が行われる社会もありえます。二つのうち、ど

ちらをより重視した社会を作るのかによって倫理的消費の目指すところも変わ

ってくるのではないかと思います。 

 

○山本座長 ありがとうございました。議論がたくさん出ると思います。それ

では中原委員にお願いしたいと思います。 

 

○中原委員 与えられたテーマは「海外では倫理的消費への取り組みが非常に

熱心であるのはなぜなのか」と「地球環境のために、なぜ倫理的消費が必要な

のか」の２つです。 

配布資料２ページに Western Wisdom と Eastern Wisdom が出ております。徳倫

の教えが倫理的消費に非常に大きな影響を与えています。こちらは 2005 年に北

京での ESC 会議で中国の方の発表資料で、キリスト教社会では欲望をどう抑え

込むのかが１つの倫理の考え方となっています。これに対してベネボランスと

呼ばれる仏教社会の中には徳を作る、いいことをして極楽に行くという徳倫の

考え方があります。虎屋や大丸の動きはこの考えが基になっていて、やがてそ

れが三方よしという形で職業倫理の形で残っております。もちろん（石田）梅

岩の石門心学も大きな影響を受けたと思われます。職業倫理に関しては、ヒポ

クラテスの誓いを紀元前４世紀に見ることができます。 

その中で特筆すべきはガリバーが産業革命批判を行い、それを映像化したの

がチャップリンの「モダン・タイムス」です。産業革命の社会的影響、そして

様々なイノベーションがどのように人間疎外を導いたのかということです。元

になりましたのはやはり（ジョナサン・）スウィフトですが、例えば小人の国

に行ったガリバーがとても大きく見えたのですが、尺度を変えると進歩とも退

歩とも見られます。宮崎（駿）さんのアニメ作品「天空の城ラピュタ」という

アニメは極端な技術進歩をしていくと脳自体が退歩してしまうのではないかと

皮肉を込めて批判したところもあります。ガリバー旅行記の第４篇では啓蒙主

義を描き、馬の顔をしたフィヌという国が出てきますが、教育を受けた人間は

倫理的な行動をするに違いないと思っていたけれど、蛮族ヤフーによって自分

自身の存在を問われたと描いています。 

地球規模で考えるときに国際的に大きな影響を与えたのは 1962 年のレーチェ

ル・カーソンの「沈黙の春」、別名、「生と死の妙薬」です。これを評価したケ

ネディ大統領が翌年に「消費者の４つの権利」を議会に送り、世界中に大きな

影響を与えたと言われています。 
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倫理の専門家である加藤（尚武）さんは３つの立場からテクノロジーと人間

性の調和について書いています。１つ目は肯定的立場、２つ目は科学技術は恐

ろしいという否定的立場です。３つ目は限定的立場で、今後開発される様々な

技術を用いれば人類は様々な困難に解決を与えることができ、正しい利用のた

めの倫理基準が必要だと書いています。 

今日世界各国でエシカル消費の波が起きてきますが、きっかけになったのは

1985 年の「消費者保護に関する国連ガイドライン」で、多国籍問題が起きたと

きに国境を越えて様々な活動が行われました。例えば粉ミルク事件ではネスレ

のミルクについてボトルベイビーキラーズというキャンペーンがアフリカで行

われたりしました。1999 年に改訂されますが、基礎になったのは「消費者保護

に関する国連ガイドライン」で、国境を越えた企業活動に歯止めをかけようと

いうのが始まりでした。その後 2002 年の「万人のための人間の尊厳の必要性を

認識した、人間的で、公正で、かつ思いやりのある地域社会を建設する。我々

が新しく明るい世界への可能性を作ることを早急に要求する。」といったヨハネ

スブルグ宣言は大変重要だったと思います。 

2002 年、日本は UNEP と組んで初めて持続可能な消費のためのキャンペーン

を行いました。非常に画期的なことで、それが 2005 年のオスロ宣言に表れてき

ます。オスロ宣言では持続可能な消費とは、人類にとって必要な自然資源を効

率的に使用しながら、生活の質の向上と幸福を目指すということが明確に書か

れています。そのような中で具体的な大きなルールになってきたのは 1988 年の

ショッピング・フォー・ベターワールドです。格付け評価基準が A から F の５

段階あって、８つの評価項目に加え、企業へのアンケート項目がありますが、

女性と少数民族の登用や、軍事契約、動物実験と福祉、原子力の問題はまさに

時代を反映していると思います。中でも特筆すべきは南ア問題で、日本でも一

時期問題になりましたが、このような問題に対してもきちんと調査の対象にな

っています。 

 新しいニュースとして「ピープル・ツリー」がイギリスで最もエシカルな企

業トップ５に選ばれたと喜んでアナウンスしましたが、こういうニュースが出

るほど、先進的な企業においてはエシカル評価を大事にし始めていることだと

思います。 

 「ピープル・ツリー」を選んだ「エシカル・コンシューマー」は何をしてい

るのかというのが次の説明です。「エシカル・コンシューマー」は大きく分けて

動物の権利、環境、人権、政治、持続可能性という分野に関わっています。現

在、格付け評価は５つのカテゴリーと 19 分野、約 300 のテーマを網羅していま

す。例えば動物の権利では動物実験、動物工場、動物の権利の分野があります。

環境については原子力、気候変動も含めて問題が掲げられています。人権につ
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いては、単なる人権だけではなく、サプライチェーンマネジメント、さらに無

責任なマーケティング、武器や軍事供給の問題が大きく挙げられていますが、

まさにコンフリクトミネラル（紛争鉱物）の問題はこれに該当する問題だろう

と思います。我々日本人が敬遠しがちなのが政治問題で、社会変革することが

できるということが消費者教育の主目的です。その意味ではボイコットの呼び

かけも含めて、遺伝子の問題をどうするのか、そして政治的な権利はどうする

のかという問題を評価対象としています。最後に持続可能性というところで、

フェアトレードの問題にも触れています。 

 今後の世界のトレンドということですが、３月のユネスコ会議において、エ

リス（P.18 Ellis Jones）さんによれば、要は CSR をきちんと守っていけば倫理的

なものは職業倫理としてできるのではないかということでありました。世界経

済、環境に対する企業のコミットメントが大きくなるということでしたが、具

体的には ISO26001 に書かれています。例えば組織統括では法律を守らなくても

いいのか、反倫理的な行動をしてもいいのか、人権については差別のあるやり

方を取っていいのか、基本的労働権を奪っていいのかということです。労働慣

習については雇用の問題、環境については気候変動を地球規模で考える必要が

あります。他にも汚職防止の問題や、公正なマーケティングのためにはグリー

ンウォッシュなどが大きな問題になってくるでしょう。今日、大きな問題とな

っている地域の開発ではコミュニティ活動が大変重要視され、責任投資という

ことも ISO26001 では謳われています。 

 特筆すべきはエシカルコンシューマーリズムという新しい用語が出てきてい

ます。地球規模の問題解決策に参加する方法として、持続可能性や正義や公正

という倫理的配慮に基づいて生産者や製品を選択する消費者が集団的行動をと

るべきだという考えです。エシカルコンシューマーリズムを妨げるものの事例

としてグリーンウォッシングの例が挙げられています。このようなことに対し

企業側がリスクとして考えないと、例えばグリーンピースによる名指し批判を

受けたりします。ノルウェーのグリーンウォッシュウォッチによれば車はグリ

ーンでもなければきれいなものでもないということで、プリウスも槍玉に挙げ

られています。 

 世界中を大きく左右するかもしれないエシカル・コンシューマーの評価シス

テムについてエリスが挙げているものは、UK のエシカルコンシューマーの考え

方、オーストラリアのエシカルコンシューマーグループの考え方、アメリカの

グッドガイドと呼ばれるウェブを中心とした考え方です。これらを集めていく

中でエリスはベターワールドというショッピングガイドを作りました。 

 CSR はどうなのかということで、CSR Asia のデータがありますが、2012 年か

ら 2014 年の間に関心事の順位が変わっています。さらにアジアで CSR に影響を
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与えるのは誰なのかというと、トップは NGO・市民団体になります。次に影響

を与える人たちは政府・政治家に始まり、あるときには金融機関になり、そし

て企業になってくるという形になっています。投資家及び金融機関の重要性が

アジアの CSR に影響を与えてきています。 

 以上が国際的な動きですが、私たち日本にこれから必要なのは透明性であり

ます。倫理的な活動をするには情報開示と透明性がなければいけないというこ

とです。以上です。 

 

○山本座長 ありがとうございました。最後に足立委員にお願いします。 

 

○足立委員 レスポンスアビリティの足立でございます。倫理的消費は企業側

から見ると、倫理的に調達して生産して、それを消費していただくということ

になります。ですので、私からは倫理的調達に関わる事例を中心にお話をしま

す。 

 頂いたタイトルが日本社会、日本企業のリスクということで、どのようなリ

スクがあるかまとめました。企業が倫理的調達をできないことによって１番恐

れなくてはいけないことは評判です。ブランド価値を棄損してしまいます。し

かし同じくらいに恐ろしいことは調達そのもののリスクであると考えられます。

現在、いろいろな原材料が得られにくくなる、あるいは価格が高騰していくと

いうことが起こっています。実はこれには倫理的な調達が絡んでいます。倫理

的調達を絶えず行うことによって変化するサプライチェーンをマネジメントで

きるわけです。実際の事業にリスクが関わってきますので、投資家も非常に着

目しています。また新しく倫理的市場が広がる中で、そこに参入できなくなる

リスクもあると思います。 

 社会にどういうリスクがあるかについてですが、やはり日本社会や日本人の

評判が落ちてしまいます。また１人の人間として見た場合、知らない間に消費

したものによって私たち消費者が加害者になってしまうリスクもあります。そ

うしたことが続くと、結果的には日本社会や企業が競争力を失います。調達と

絡んできますが、調達ができないことによって原材料の価格が上がり、高い製

品を買うことになります。日本に観光客が来なくなるとは言い過ぎかもしれま

せんが、こうした状況が続くと日本を訪れた人に魅力的だと思ってもらえるか

どうかという問題も起きてきます。 

 以上のリスクが実際に起きていることを、事例を使ってご説明します。 

 まず紙、木材に関するものです。バービー人形が NGO によって熱帯雨林を破

壊していると非難されました。パッケージの紙が熱帯雨林を破壊して作ったも

のだと発覚したからです。同じ NGO がアメリカでレポートを出していて、熱帯
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雨林を破壊して作った紙を使っているブランドとそうでないブランドを赤とグ

リーンで分けて表示しています。海外の NGO が日本企業を非難している事例も

あります。「野放し産業」でウェブ検索すると、日本商社、建材メーカー、住宅

用品メーカーなどがマレーシアで違法伐採された木材を使っていると取り上げ

られています。東京オリンピックに関連して、新しくできる様々な建物に使わ

れる建材あるいは型枠などが、実際は大丈夫なものとは言えないのではないか

と名指しで非難も受けています。日本は海外に木材などを大きく依存していま

す。私たちは海外から来ているものが違法なものではないと信じていますが、

実際はかなりグレーなものがあります。日本では違法なものを法律上は使って

はいけないはずですが、チェックがかなり弱い部分があります。一方で EU、ア

メリカ、オーストラリアでは法律があって、輸入事業者には違法でないことを

立証する義務が課せられています。日本の業者にはそこまでの義務がないので、

どうしてもチェックが甘くなることが起きています。 

 次に農産物についてお話をしたいと思います。 

 ボルネオ島の森林が急速に減っています。木材の伐採もありますが、パーム

オイルと呼ばれる油を採るためのオイルパームという椰子のプランテーション

がもう１つの原因となっています。次ページの写真は世界的に売られているチ

ョコレート菓子ですが、これに使われている植物オイルが実はインドネシアの

熱帯雨林を破壊して作られたものだと NGO が調べ上げ、ネット上でキャンペー

ンをすると大変な反響がありました。このような抗議を様々な NGO が行ってい

ます。ここ１年から２年はアメリカでも抗議が進んでいて、スナック菓子、イ

ンスタント麺のメーカーということで日本企業もターゲットになっています。

15 ページは他の NGO が企業がパームオイル調達に関する取組をどこまで進め

ているかについて点数をつけて公開したものです。科学者が集まった別の NGO

でも同じような評価を公開しています。企業は認証原材料を使うことでリスク

を回避しようとしているのですが、最近は認証原材料を使うだけでは不十分で、

きちんとしたトレーサビリティまで求められています。 

 ブラジルのアマゾンでも森林が急激な勢いで減っています。原因は木材と思

われるかもしれませんが、１番の原因は牛の放牧に関連するもので６割位を占

めています。牛の放牧地であったり、牛の餌になる大豆を作るためにアマゾン

の森林が少なくなっているのです。 

 次ページはカザフスタンとウズベキスタンにまたがっている世界で４番目に

大きな湖のアラル海ですが、ここ 20 年から 30 年くらいの間に面積が５分の１

以下になっています。理由は綿花を作るために灌漑を行い、広大な湖が干上が

ってしまったのです。このコットン畑ではウズベキスタンで強制的な児童労働

が行われていて、NGO からかなり指摘を受けています。欧米のアパレルメーカ
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ーはそういうところのコットンを使っていないのですが、それ以外の国のメー

カーがこのコットンを使っています。EU では輸入を禁止した方がいいのではな

いかという動きがありますが、まだそこまではできていません。24 ページにな

りますが、農業は必ずしもグリーンな事業ではなくて、かなりいろいろな環境

負荷も大きいということも明らかになっています。 

 他にも衣料にまつわるリスクとして労働に関わるものがあります。26 ページ

になりますが、1990 年代後半からアパレルの委託工場で様々な問題が発覚して

います。27 ページはバングラディシュの縫製工場が多数入ったビルが倒壊する

事故が起きて多くの方が亡くなった事例です。最近は日本企業のサプライヤー

で同じようなことが起きていると指摘されています。28 ページの事例は新聞メ

ディアに取り上げられたのですが、残念なことに日本では社会での反応があり

ませんでした。海外では 27 ページのバングラディシュでもそうでしたが、１周

年２周年というように毎年大きな問題になるのですが、そのような反応は日本

ではないということがございます。 

 29 ページ以降は水産物に関わるものですが、どの水産物も減っています。マ

グロ、ウナギだけではなく、サバなども減っていますし、実は９割以上の魚の

資源量が危ぶまれる状況になっています。水産物に関しては日本国内で NGO が

消費者にキャンペーンをしています。どこのスーパーマーケットチェーンがい

いのか、どこが頑張っているのか、どこが努力が足りないのかという調査もし

ています。33 ページになりますが、最近では DNA の技術を使って、販売されて

いるものが本当に表示通りなのか、輸入してはいけない絶滅危惧種が販売され

ていないかというチェックもしています。 

 鉱物に関わる問題もございます。35 ページを御覧ください。鉱山には世界中

で人権、環境、労働、政争、紛争のあらゆる問題が集中しています。最近、よ

く話題になる紛争鉱物以外にも様々な問題があります。それをどうコントロー

ルするのか、投資家の意識が高まっております。CDP という機関投資家のグル

ープはものを作るときにどれだけの CO₂を出しているか、水を使っているか、

あるいは森を使っているかということまで調査しています。森は他に比べてま

だ少ないですが、世界で 240 以上の機関投資家がこのデータを使っています。

その投資機関の資産運用残高は 15 兆ドル、1800 兆円にも上ります。これだけの

お金がこの情報を基に動いています。40 ページで挙げているノルウェーの年金

基金などは熱帯雨林を破壊して作っているパームオイルのプランテーション等

の株を売り払っています。化石燃料を使って開発を行っている石油会社や商社

の株を売り払うダイヴェストメントという動きも起きています。 

 いずれにしても、サプライチェーン上にどういう倫理上の問題があるのかを

開示する動きが加速しています。42 ページに挙げている中で、昨年 EU で非財
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務情報の開示が指令されたことは大きいのではないかと思います。２年後には

各国で法律になりますので、非常に影響を受けるのではないかと思います。 

 リスクをどう管理し、逆にチャンスにするのかというところで、１番注目さ

れているのは認証制度です。45 ページに書きましたが様々な認証制度があり、

いくつかは非常に順調に伸びています。例えば 47 ページ、48 ページの森林認証

では世界の森林の 10％以上が認証されていて、くし、飲み物のパック、レシー

トなど、本当に様々なものに使われています。パームオイルの認証制度はつい

最近できたばかりですが、すでに２割近いパームオイルが認証を受けて、石鹸、

お菓子などにも使われています。53 ページ、54 ページになりますが、世界全体

で見るとこうしたことに興味を持っている企業の８割から９割が 2015 年内に認

証パームオイルに切り替えると宣言しています。EU は 2020 年までに EU 域内で

流通する全てのパームオイルを認証オイルに切り替えるとしています。55 ペー

ジ以降は魚のデータです。58 ページになりますが、オランダ、デンマークでは

国単位で認証した魚しか流通させないと決めています。いくつかの企業、スー

パーでもマークス&スペンサー、ウォルマートなどは 100％を目指してかなり進

んでいます。59 ページで示したように、国際的な高級ホテルチェーンでも MSC

や ASC という認証水産物を使ったり、絶滅危惧種のマグロ、フカヒレを一切出

さないというコミットメントまでしています。認証原料は今まで生物原料が多

かったのですが、最近はアルミニウムや鉄でも進んでいます。 

 62 ページには先進企業の様々なアプローチが書いてあります。 

64 ページ以降はオリンピックに関してです。65 ページにあるように、ロンド

ンオリンピックでは LOCOG、オリンピック・パラリンピックの組織委員会が、

非常に包括的な調達コードを作っています。責任ある原材料調達ということで

は 66 ページにあるようなことの配慮が求められました。来年行われるリオのオ

リンピックでは例えば水産物は 100％認証原料にすると発表しています。2020

年には日本でオリンピックが開催されますので、日本国内でもこうした活動を

加速していく必要があると感じます。以上でございます。 

 

○山本座長 ありがとうございました。御質問、御意見等がありましたらお願

いしたいと思います。河口委員はいかがですか。 

 

○河口委員 ４人の先生から多様な視点からの問題提起をいただいたと思うの

ですが、焦点を決めないと議論が拡散するのではないかと思います。足立委員

のお話は現実的な企業の実態だったのですが、他の先生からは普遍的で歴史的

な背景のお話を伺いました。そこで思ったことはやはりエシカルというのは欧

米発の話だということです。欧米発のものをいかに日本に輸入して適応させて
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いくか、そのためにはどんなロジックでいくのか。前回私は「５％じゃだめで

すかプロジェクト」で、エシカルは思いやりとおもてなしの消費だと申し上げ

たのですが、そういったエシカルとは違う日本にあうコンセプトで考えていく

のか、などをふくめて、コンセプトをどのような形にするかについて御議論い

ただいた方がいいのかと思います。 

海外はフェアトレードが進んでいて、日本は遅れている、という話がよくあ

るのですが、調べてみると海外がフェアトレードを進めてきたのは、今の世代

の先祖の世代がアンフェアなことをしてきたつけであるというところもあるわ

けで、奴隷制度もそうです。「チョコレートの真実」という本を読むとどれほど

ひどいことをして西洋が今の時代を作ってきたかがわかります。フェアトレー

ドは今の世代の人たちの反省という意味、アンフェアなことをし続けていては

いけないという問題意識もあるのではないかと思います。日本はそこまでひど

いことを過去にしていないので、国民のカルチャーとしてそういう意識を根っ

こに持っていないとも感じます。ただし現在は欧米が開発した仕組みに我々の

経済社会も乗っかっているので、昔奴隷貿易とかアンフェアなことをしていな

いからいいです、とは言えない。今の時代の仕組みの中でいろいろな便宜を受

けている我々としては、どういう立ち位置で関わった方がいいのか、個人の研

究会ではなく消費者庁でするとなると、どういう立ち位置でどういう了解です

るのか、を議論した方がよいのではないでしょうか。環境の大家と呼ばれる人

がエシカルと聞くと虫唾が走るとフェイスブックに書いていました。そう感じ

る方もいるのでそこをきちんと議論して、足立委員が仰った現実として起きて

いる問題をどうするのかという順番にすればいいかなと思いました。 

 

○山本座長 河口委員の話は話し出すときりがないということになりかねない

ですね。欧米に比べて日本は植民地支配でまだ寛容だったのではないかという

ことでフェアトレードをあまり行わなかったという意見ですが、渡辺委員は専

門家としていかがですか。 

 

○渡辺委員 フェアトレードや国際協力について欧州では一種の贖罪意識があ

るという河口委員のご指摘はその通りだと思います。ですが、日本がフェアト

レードで西欧から取り残されていたとしても、昔悪いことをしていなかったか

らそれで良い、ということにはならないと思います。 

 

○河口委員 先ほども申し上げた通り、フェアトレードの歴史的な背景として、

日本人には過去の部分が抜けているけれど、現在はこの仕組みに乗っかって享

受しているのだから、別のアプローチでしなければいけないという考えです。
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今まで知らなかった歴史的な背景があるだろうという前提で、日本が後からき

て乗っかっていることを考えると、どのようなアプローチで問題を捉えたらい

いのかということです。現状は仕組みに乗っかっているので、知りませんでし

たという言い訳は無しですが、ベースラインとして発生の仕方が違うことを認

識しつつ、どのような形で普及すればいいのかということです。欧米がこうだ

からという議論ですると結構反発があるのではないかというところもあるので、

ルーツが違う我々はやり方を考えた方がいいのではないでしょうか。 

 

○渡辺委員 日本なりの文化・歴史を踏まえたものにするということですか。 

 

○河口委員 現状はグローバルですがルーツは違っていると考えないと、また

欧米の押しつけだ、みたいな反発を持っている人が結構います。せっかく日本

に広めようというときにつまらないことで議論したくないので、すんなり理解

できるようなスタイルが望まれます。 

 

○中原委員 歴史的に見ていくと、60 年代に消費者運動が起きました。企業に

ものを言うということを消費者がし始めた時代ですが、日本ではあまり関係が

ありませんでした。日本では 80 年代になってからですが、消費者保護、消費者

運動のあり方は買い物上手ということで、賢い消費者がキャッチフレーズにな

りました。東京都も賢い消費者という冊子を作りました。この頃の欧米の動き

はスマートコンシューマー、エデュケイティドコンシューマーということで消

費者が武装をし始めますが、日本は欧米に習ったわけではなく、同時に進行し

ていきました。2000 年代になると消費者市民という考え方が出てきました。そ

れがグローバルシチズンシップという地球規模で考えるようになっていきます。

日本は食べ物も含め年間 20 億ドルの資源を海外に求めているので地球規模で考

えないわけにはいかないという認識が出てきます。どこかに学んで、どこかの

猿真似をするということではなくて、冷静に考えたときに確かにイギリスなど

は植民地主義の贖罪があるかもしれないですが、それを越えて弱い立場の消費

者たちが変化を迎えたという意味では、どこかを手本にしたということはエシ

カルの問題についてはないのだろうと思います。 

 

○河口委員 私の趣旨が全然理解されていないと思います。エシカルというあ

らたなコンセプトのマーケティング上の枠組みを作ろうというときのベースラ

インとしてルーツが違うことに配慮しましょうということです。「スイスではこ

んなにフェアトレードの種類があるのに日本には全然なくて遅れている」とい

う事実の背景には異なる歴史認識があるから、そういうことに配慮しましょう
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と言っているだけです。別に今の状況が猿真似と言っているわけではありませ

ん。国によって社会の成り立ち、スタイルは違うから、日本の市民社会がどう

のというのはまた違う議論になっていきます。ルーツが違うということを知っ

た上でみんながしっくりくるような日本スタイルの説明の仕方がよいのではな

いかいうことです。おかげ様や江戸時代のスタイルがいつの間にか西洋式にな

って失っていったことであったり、自分たちのことしか考えなくなってしまっ

たといったやり方がいいのではないですかという提案です。 

 

○渡辺委員 つい先日ドイツの研究者が私のところに来訪したのですが、彼女

は倫理的消費ではなく、ポリティカル・コンサンプション（政治的消費）とい

う言葉を使っていました。チャリティ的なものではなくて、まさに政治的意識

を持って社会変革をもたらすような消費を念頭に置いているわけです。日本に

は社会的消費という考え方はありますが、ポリティカルコンサンプションとい

う考え方自体ありません。ヨーロッパではいろいろな形でボイコットが起きま

すが、日本ではまず起きません。日本は対立を好まない社会なので、倫理的消

費を進める上でも、相手を非難するのではなく、より良い社会を作ろうという

目的の下に、企業や政府、それに市民社会が協働して、和の精神に沿って倫理

的消費を広めていくのが日本的な進め方なのではないかと思います。 

 

○島田委員 西村委員の資料で２ページの CCN による定義の中に「消費者市民

社会は思いやりと責任をもって行動し」と出ていますが、これには非常に深い

意味があると思っています。人間の行動力がどういうところから出てくるかと

いうと、１つは思いやりで、これは行動したいという意思の問題です。もう１

つは責任で、これは行動しなくてはいけないという責任感です。こういう２つ

の要素があって継続的な行動力が生み出されてくると思っています。そういう

意味でフェアトレードなどは行動したいという思いを多くの人に抱かせる要素

として非常に大きな力があるのだろうと思います。一方では責任感というレベ

ルで日本人は責任感を伴ってフェアトレードを見ているかというと、歴史的に

見て弱いと思います。責任感の弱さは何から来るかというと自分たちが利害を

生み出している社会構造の一部であるという認識が弱いからだと思います。日

本における倫理的消費の定着をどう図るかというときに、思いやりという意思

を日本人はどういうポイントで感じていくのか、そしてどういうところで日本

人は責任感を感じるのかという２つの方法で日本的な要素を考えながら詰めて

いくと、非常に日本にマッチした倫理的消費の浸透が考えられるのではないで

しょうか。 
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○山本座長 倫理的消費は消費者の社会的責任の１つではないかと思いますが、

佐野委員はいかがですか。 

 

○佐野委員 最終的に消費者が物を選んで買うというところでは、きちんとし

た情報開示と事業者の説明責任がしっかりしていないと、私たちは手が伸びま

せん。騙されてしまうのか、嘘なのか、本当なのか、というところがあるので、

中原委員が説明された透明性とトレーサビリティは非常に重要なことだと思い

ます。研究会で話していることは机上の空論になりがちで、なかなか消費者に

浸透していかないのは何故なのかと考えると、一部の人たちが頑張っているだ

けで事業者の説明責任は果たされていないし、もしかしたら消費者団体も消費

者に十分に伝えることができていないのかもしれません。情報共有が非常に大

事だと思います。そこから物を選択するときにどのように考えるか、私たちは

常に合理的に選択しているわけではないのでなかなか難しいですが、私たちが

１番求めることはきちんとした情報とトレーサビリティではないかと思います。 

 

○山本座長 なぜ企業から情報が出てこないのか、トレーサビリティが完結さ

れていないのか、佐野委員にはぜひ分厚い資料を出していただければ有り難い

です。消費者団体は一体何をしているのかと 30 年くらい思っています。 

 

○阿部委員 ４名の方の資料説明は大変面白く伺いました。その後の河口委員

の問題提起もなるほどなと思いました。私は海外協力を 30 数年やってきて、ESD

を提案しています。先週までひと月、スウェーデンの大学にいましたが、そこ

で SD（持続可能な開発）コースのマスターの発表会があり、日本のワークショ

ップの仕方はディベートではなくダイアログに特徴があるという話がありまし

た。欧米ではディベートがいろいろなところで重要視されていますが、日本は

なかなかディベートに入っていかないで、対話、ダイアログでいろいろと共有

していきながらお互いに歩み寄ろうとします。 

最初の３名の方の話は私がしている ESD の理論と同じテーマですが、その背

景には常に地球環境、地球資源の制約の問題が存在し、将来世代の問題、資源

を一部の人が使わないという世代内の問題、持続可能性という意味で他の生物

種とどう折り合いを付けていくかという種間の問題という３つがあります。つ

まり世代内の公平性、世代間の公平性、生物種間の公平性の３つを押さえてお

かないと未来はありません。とりわけ現世代の中でも経済格差を原因とする紛

争やテロが頻発しています。そんな中、私たち日本に暮らす消費者は何をしな

くてはいけないのか、何をせざるを得ないのかについて、本研究会では日本に

適応させていく場合にどうしたらよいのかという議論になっていくと思います
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が、そのためにまずは現状認識を共有しなくてはいけないと思います。消費者

教育推進法の中にも出てきている ESD は日本が提案したものです。その基にあ

る SD、持続可能な開発自体も 1980 年に日本政府が提案し、日本政府が国連に

提案した委員会で出されたものです。これらを日本から発信したということも

踏まえて、どうやって共有していくのかが非常に大事かと思いました。 

 

○山本座長 10 年でそれなりの成果を上げられているのだと思うのですが、や

はり ESD も一体何をしているのかと私は思うのです。現実的に日本の CO₂はか

なり出ているし、新宿の三越伊勢丹に行けば快楽消費をしています。１日に１

億トンの CO₂が放出されて、今日１日で世界の海洋には広島型原爆の 40 万発分

の過剰な熱が蓄熱されています。九州では今 1,000 ミリを超える雨が降り、異常

気象の話題が出ない日はありません。我々のしていることは根本的に誤ってい

るのではないかと私は思っています。 

 

○足立委員 河口委員の問題提起に戻りたいと思います。出発点をどうするか

は大変重要だと思います。倫理的消費と呼んでいますが、実は論理で説明でき

る部分もかなりあるのではないでしょうか。倫理的にこういうことをしましょ

うなのではなくて、論理的に私たちはこういう行動をすることが必要だときち

んと説明できるのではないでしょうか。例えば渡辺委員がお話しされた公正な

社会、社会の構成員全てが自己実現できる社会というのは価値観かもしれませ

んが、これに異を唱える人はもうあまりいないのではないかと思います。基本

的な価値観として私たちは共有できているのではないでしょうか。森林をこれ

以上切ってはいけない、水産資源を持続可能な量を超えて使ってはいけないと

いうのは、私たちが生きていくことを考えると当然必要なことです。その辺の

持続可能性や公正に関してはかなりの部分がロジックで説明できると思います。

そこを倫理と思われてしまうとスタートが崩壊してしまいます。確かに倫理的

消費に関して欧州や北米が若干進んでいるかもしれませんが、様々な歴史的経

緯があってたまたまそうなっただけで、最終的に目指すところに関してはロジ

ックで説明できると思います。そういう説明をしていった方がしっくりくるの

ではないかと思いました。 

 

○山本座長 先ほどの足立委員の説明は日本社会のエシカルリスクのところが

少し手薄だった気がします。日本がこのままだとエシカルリスクを受ける可能

性が大変高いと思われます。そのあたりを補っていただきたいと思います。 

 

○生駒委員 少し消費者について考えてみました。ファッション誌の編集者を
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ずっとやってきた経験から考えたことですが、日本の消費者が置かれている状

況はメディアの影響力が大変大きいと思っています。教育とメディアが動くと

状況はかなり違ってくると思います。ただしメディアの状況を見ると、欲望を

掻き立てる広告のシャワーの方が消費者の社会的責任を伝える量よりも莫大に

多いわけで、消費者は被害者とまでは言いたくありませんが、それが現状とな

っています。 

ファッション雑誌を作っている中で、ヴォーグ、エルを経験した後でマリ・

クレールを立ち上げた時は自分なりにメディアの責任を大変感じまして、社会

的記事を盛り込んだファッション誌にしようと思い 2004 年から４年半、運営し

てきました。その時に１番反響があったのは 20 代や学生といった若い読者でし

た。2005 年に子どもと赤ちゃんの命を守ろうというホワイトキャンペーン、2006

年には男女の愛を盛り上げようというラブキャンペーン、2007 年には地球規模

で物事を考えましょうというプラネットキャンペーンを日経新聞と組んで行い

ました。日本の女性誌というとほとんどファッションと化粧品などのことしか

なく、快楽づけのファッション誌に大変疑問がありました。海外の女性誌には

社会的記事がたくさん入っているのに、日本の出版社が日本に入れる時に脱色

してしまいます。こんな記事を入れたら本が売れない、暗くなる、女性は嫌い

だ、ということでしたが、私は大変疑問がありました。私が社会的記事を入れ

た雑誌を作れたのはフランスの会社、フランス人の社長だったからで、大変手

応えのある４年半を過ごさせていただいたという体験があります。 

今は資本主義の在り方自体を考え直す時期に入っていて、公益資本主義や里

山資本主義を提案する方がたくさん出ていますが、それがメディアを通してな

かなか届かないという状況があります。エシカルという言葉に対する拒否反応

も実際に受けます。エシカルファッションをやっていると言うと、倫理って何

だよみたいな拒否反応があり、一体この拒否反応は何だろうかと自分に問いか

けています。企業に対してクレームをつける、商品に対してクレームをつける

ことがあまり日常化していませんが、クレーマーという言葉がメディアで大き

く取り上げられ、クレームをつける人は悪だみたいなところがあります。反対

意見を言う人、事を荒立てる人がよくないみたいな風潮がちょっとあります。

日本社会のいい面でもありますが、自分たちを先に行かせない足枷の部分でも

あると思います。そういう日本人の体質があるということや置かれている環境

を考えなくてはいけないと思います。 

 日本の企業さんに対して消費者庁として働きかけていくレイティングシステ

ムのようなものが今後できると期待しています。エシカルオリンピックのよう

な提案をきっかけに海外との差がなくなるくらい、消費者を責める前にものづ

くりする側も気を引き締めて、経済効率だけではなく社会に与えるインパクト
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をまず考えてほしいと思います。デザイナーの三宅一生さんが再生ポリエステ

ルを使ったブランド「132 5. ISSEY MIYAKE」を提案されていますが 、三宅氏

は「21 世紀では、ものを作る人はまず第一に社会への影響力を考えるべきで、

ものが作られた後にどういう運命をたどるのかを考えてからものづくりをしな

さい」と発言されています。こういった指摘には、大変大きな意味があると思

いました。 

 

○山本座長 ありがとうございました。欲望のシャワーではなくエシカルシャ

ワーを浴びせる方策を是非御提案いただきたいと思います。 

 

○松本委員 日本の消費者は結構すごいと思います。牛乳パックの回収は消費

者側から始まりました。消費者は気付けば本当は圧倒的にすごいと思いますし、

グローバルな問題でも自分の問題になったときには消費者は猛烈に変わると思

います。そのあたりがスムーズに行けば前に進むと思いました。 

 

○山本座長 竹内委員、企業の立場からいかがですか。 

 

○竹内委員 企業側としても当然ながら原料調達には非常に努力をしています

が、それでよしとは全く思っていません。私はグリーン購入ネットワークの代

表理事もしていますが、来月からグリーン購入ネットワーク内で RSPO の認証

オイルを含めて、持続可能な原料調達に関しての委員会を立ち上げて、今年 11

月の RSPO 年度総会で日本側の考えをまとめて提案しようと考えています。

RSPO の創案者の WWF の方も入っていただいています。企業は、取扱商品に関

しての情報収集は行いますが、その他の認証に関しては深く追及する時間を取

れません。調査しても、社内で報告する場所がありません。弊社は原料にパー

ム核油を使っているので、その部分に特化していかに持続可能な原料を調達で

きるかを、さらにステップアップしながら日本だけではなく海外に対しても提

案していこうと考えています。８月の研究会で発表させていただけるというこ

となので、整理して御報告させて頂きます。 

 

○小倉委員 先ほど、消費者団体は一体何をしているのだろうというお話があ

りましたが、私のところは消費者団体の連絡会として環境に取り組んでいる団

体、食に取り組んでいる団体、消費者相談を受けている団体等がある中で、倫

理的消費に関しては１つになって活動ができていない状況でございます。昨日

は消費者政策に関して、情報の集約や分析の学習会を行いました。食品ロスの

問題や環境に配慮した商品を選んでいるかという問いかけに対し、以前よりも
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かなり数字が上がっていることを実感したところです。消費者の力は本当に小

さいですが、一歩一歩認知はしているのではないかと感じています。食品ロス

ではもったいないという言葉も出ていますので、日本的なアプローチという意

味では、もったいないというところから始まっていくようなこともいいのでは

ないかと思いました。 

先日サスティナブルシーフードウィークビジネスフォーラムに参加させてい

ただいたのですが、論理的な説明をきちんと受けた消費者はその後購買にまで

繋がっていくというお話を伺いました。自分たちの中でストンと落ちたものに

関しては購買に繋がっていくこともありますので、企業や国が一生懸命に説明

を行うことで消費者は行動が変わっていくのではないかと感じています。フォ

ーラムで話を聞いた後にスーパーへ行き、MSC、ASC のついたものを買おうと

思ったら、売り場にありませんでした。消費者も同様ですが企業の人たちのや

っていくのだという覚悟も大切だと感じました。 

 

○山本座長 イオンの金丸委員はどうですか。 

 

○金丸委員 かなり一生懸命やっているつもりですが、まだまだ努力が足りな

いと私たちも認識しております。きちんと説明ができれば、お客様に選んでい

ただける場面はたくさんあると強く感じています。説明できていないところに

関しては何とかしないといけないと思っています。認証商品や、環境に配慮し

た商品を取り扱うことに対して、何が違うのかということをきちんとお客様に

伝えていかなくてはいけないと強く思っております。一方で、そのような商品

を取り扱っていないということならば、何故ないのかというお客様の声を上げ

ていただきたいと思います。お客様の声を聞いて私たちは品揃えや、商品の開

発等をしてまいります。是非取り扱ってほしいというお客様の声がたくさんあ

ればどんどん広めることもできると思っていますので、どうぞよろしくお願い

します。私たちの取組は次回紹介させていただきます。 

 

○山本座長 河口委員は何かありますか。 

 

○河口委員 皆さんの仰ることはどれも正しいと思います。私は企業の人に SRI

の話もするし ESD の話もします。最近は消費者にもエシカル消費の話をしてい

ますが、状況は非常にまだら模様で、世代によって認識が天と地ほどに違って

います。エシカル消費について NHK の「Biz スポ」という経営者やビジネスマ

ンが見ている番組に出ました。番組では若い人たちが一生懸命にエシカル消費

をやっている動画があり、「この番組を見ているのは年齢の高いビジネスマンな
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ので、彼らの世代ではエシカルって言われてもピンとこない」という彼らに対

し何か説得力のあるロジックはないかと相談されました。現在の 50 代以降と、

今の若者は同じ人種と思ってはいけない。エシカルを重要視する彼らがあと 10

年 20 年たった時、車や家を買う購買力をもつ消費者になったらどう行動するか

想像すべき、提案しました。例えば、私がいつも行く店に洋服を買いに行った

時、身につけていたネックレスを売り子さんが褒めてくれたので、それはパー

ルの綺麗なネックレスですが、実はタイの売春宿の子どもたちを救うために売

られているものだと説明したら、「そういうストーリーが大事なんですよね～」

と言われました。そういうストーリーがあるから買うという人と、そういうも

のは要らないという人がいて、エシカル消費に対して非常にまだら模様になっ

ていますし、35 歳以下の世代は全然違っています。 

先日、伊藤忠商事で、ソーシャルビジネスを社員に身近に感じてもらうため

の社内勉強会で話をしました。登壇したのは伊藤忠でフェアトレードコーヒー

を導入した担当者や、パナソニックでソーラー機器を販売している人などでし

た。私が最後に最近は学校教育でもエシカルに関心を持っていて柏市教育委員

会で勉強会をする話や消費者庁でも研究会が立ちあがるという話をしたら、会

場がシーンとなりました。消費者が変わるということは企業に対してインパク

トがあります。ただし現在はエシカル消費をわかっている人とわかっていない

人がまだら模様になっているので、どこにターゲットを置くかによってそのや

り方が 100％違うということを前提に、誰にどういう言い方をするとどう広まる

のかを考えつつ、ビッグピクチャーをこの研究会で選択し、個別には違う絵を

見せるという対応が必要かと思います。 

 

○山本座長 消費者教育は十分に機能していないのではないかという感じの御

発言でしたが、西村先生はいかがでしょうか。 

 

○西村委員 河口委員の指摘はその通りだと思います。河口委員はまだら模様

と言いましたが、エシカルという言葉すらわからない人がまだまだいます。倫

理という言葉ではなくて、足立委員の言うようにもはや論理だという考えも非

常に説得力を持っていますが、そのように理解できる人が国民の中に１％いる

かどうかという問題だと思います。これからの世代のために推進法に基づいて、

あるいは学習指導要領の改訂を求めて、我々としては学校教育での着実な普及

を求めていくことに尽きますが、国民的運動を盛り上げていく必要もあると思

います。少子高齢化のように誰でも知っている問題もあるわけで、そうなると

社会的にも介護難民が出たり、地方移住を勧める話があちこちから出てきます。

ところがエシカル消費には危機感がないわけです。地球環境の問題、生物資源
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の問題、枯渇問題や児童労働の問題など、根本的な問題がありながら、それに

対する食いつきがゼロに近い。先ほど理解している国民は１％と言いましたが、

国民の 99％はそんなことを考えないでスーパーで安い商品を選ぶという意識で

行動をしています。まずできることはキャンペーンを張って、国民運動を盛り

上げていき、そして消費者の意識が変わってくれば企業にとって脅威だという

お話もありました。例えば足立委員のプレゼンで示した事例をキャンペーンの

時に国民に周知するような動きが何かないかなと思います、社会的な部分が切

り捨てられて伝えられているような事実をもっと取り上げていくなど、企業に

とってはむしろビジネスチャンスだと思わせるような新たな社会措置を作れる

ような知恵をこの研究会の中で検討できたらと思います。 

 

○佐野委員 消費者は別に何も考えないで買い物をしているわけではありませ

ん。グリーンコンシューマー東京ネットでは、2002 年あたりから５、６回、1,000

人規模のアンケート調査をしています。その中で必ず「あなたの買い物の仕方

で環境が変わると思いますか、社会が変わると思いますか」、ということを質問

しています。９割くらいの人が○をつけています。頭の中では非常によく理解

していますが、うまく行動に結びつかないところがあります。きちんとした情

報提供がなかったり、買い物に行っても何も表示されていないことに結びつい

ていきます。消費者が何を求めているかということも企業の方とよく相談して

いく必要があります。例えば食品でも詰め替え商品がありますが、それを製造

しても儲からないという意見が出てきます。そこを何とか一緒に考えながら進

まないといけないと思います。消費者が買わないから、事業者が作らないから

ということを何十年も議論してきていますが、あと一歩のところだと思います。

消費者も考えていることはたくさんあります。それがエシカルと言われると、

また言葉の遊びをするのかと拒否反応があります。言葉よりも中身で進めた方

がいいと思います。エシカル消費では、どんな材料でどんなものを作るという

部分が１番大切であって、消費を最初に出されると違和感があり、引いてしま

うところがあります。そこのあたりをうまく伝え、事業者の情報提供をきちん

としていくシステムを皆で考えていきたいと思います。 

 

○中原委員 先ほど説明したアジアで CSR に影響を与えるのは誰なのかという

ところで、やはりカウンターパワーである NGO・市民団体が望まれています。

日本にそのような芽がどのくらい育ってきているのかについて、別に消費者団

体だけでなく我々自身も協議会を作ったし、いろいろなところで活動の芽があ

るわけですから、行政でうまく利用していくべきだと思います。このままカウ

ンターパワーがなくなると企業は暴走するだけで、日本では叩かれなくても海
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外で叩かれます。リスクという形で考える必要がありますが、私も倫理を論理

に変えていくのがよいと考えます。エシカルがどのようなものでできているの

かを論理的に出せばよいと思います。世界の４つのエシカルを規定するための

評価基準を説明しましたが、それを細かく分析したら定量的評価に繋がるもの

があると思いますので、是非お願いしたいと思います。 

 

○山本座長 ありがとうございました。非常に豊かなディスカッションができ

たのではないかと思います。次回以降の進め方については、資料７の通りに進

めていきたいと思います。御意見があればお願いいたします。第４回以降の委

員からの報告については、事務局から委員の方へ個別に御相談させていただき

ます。なお、第４回研究会に備えて、皆様方から各項目に関連した資料を事務

局までお送りいただければと思います。次回第３回では、引き続き「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。潮谷委員には、「地域を思

いやる消費」の観点から「地域社会」についてお話いただきます。また「倫理

的消費の定義・範囲」についても議論を行いたいと思います。「倫理的消費につ

ながると思われる商品やサービス」にはどのようなものがあるかを、金丸委員、

嶋田委員、竹内委員、長崎委員、松本委員にできる限り幅広く網羅的に紹介い

ただきたいと思います。海外実態調査の進め方でございますが、資料８のよう

な内容で進めたいと思います。文献調査については、各委員の方がお持ちの文

献等の情報を事務局まで御提供ください。また、現地調査は９月から 10 月頃を

予定していますが、調査への同行を中原委員と渡辺委員にお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。それでは次回のスケジュールについて、事務局か

ら御説明をお願いいたします。 

 

○植田消費者庁消費者教育・地方協力課長 次回第３回の会議でございますが、

８月 25 日火曜日、午前 10 時から、場所は中央合同庁舎４号館 12 階、共用 1208

特別会議室で開催させていただきます。第１回、第２回とは時間帯と場所が異

なりますので、御注意いただければと思います。場所についての詳細は御連絡

させていただきます。以上です。 

 

○山本座長 時間が６、７分ありますので、消費者庁の調査研究会の進め方に

ついて委員の皆様から御要望や路線変更がございましたら、忌憚のない意見を

頂ければと思います。末吉委員は何かありますか。 

 

○末吉委員 今日は貴重なお話をありがとうございました。研究会の進め方の

中では「若者の倫理的消費が未来を創る」というところが気になっています。
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私も若い人たちがこれからの社会を創っていくと思っています。2013 年に行わ

れた全国のフェアトレード関心層の大学生約 300 人を対象にしたフェアトレー

ドラベルジャパンの調査では、93％の大学生がフェアトレードやエシカル実践

企業の商品を買ったり、人に薦めるなどして応援したい、と答えています。若

い人たちはエシカルというムーブメントに心を掴まれていますので、やはり広

げていくためにも若者の倫理的消費に焦点をあてて調べていきたいと思ってい

ます。 

 

○山本座長 葭内先生はいかがですか。 

 

○葭内委員 消費者教育は２本立てで考えていくのがいいと思っています。

1975 年生まれを境に前と後では意識が変わっています。実際に教えていても、

若者はエシカル消費をポジティブに捉えています。学校教育でもポジティブな

入り方をして、ポジティブな心の動きで本当にしたいな、いいなと思ったもの

は子どもにきちんと入っていっています。エシカルに拒否反応というのは若者

には全くありません。パンフレットを身近な人に配って調査をして帰ってくる

という課題を生徒にさせてみたところ、周りの人がエシカルを知らなくてびっ

くりしたという意見があったくらい、生徒たちはエシカルを自然に受け止めて

います。せっかく消費者庁が動くのですから、消費者教育を他の世代にも浸透

させる仕組みを考える必要があります。うまくいかない年代に対しては、リス

クを考えるという２本立てで進めるのがよいと思います。 

 

○柿野委員 渡辺先生の報告で社会変革を目指していくところで、それを伝え

るのは難しいというお話がありました。消費者教育では、若者にこそ社会を変

えていく力があり、消費者の行動によって社会変革を行うことができるのだ、

というメッセージを伝えることができます。今後は、学校等での具体的な取組

が全国で広がっていく方策等について考えていくことも重要だと思います。 

 

○清水委員 この研究会の目指すところ、アウトプットのイメージがよくわか

りません。実例や具体例を調べて国民運動のようなムーブメントに実際に繋げ

るなど、どのようなアウトプットになるのかを教えてほしいと思います。 

 

○植田消費者庁消費者教育・地方協力課長 まずは報告書にまとめたいと前回

も報告させていただきました。それぞれに御検討いただいている項目がありま

すが、これで項目立てをし、皆様から御報告を頂いて事務局で文書を作った上

でさらに御意見を頂き、取りまとめた文書を作る予定でございます。ムーブメ
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ントというお話がございましたが、シンポジウムのような形で研究会の成果を

取りまとめたものを発信していくことを考えています。まずは消費者の方々に

もわかりやすいものということで、取りまとめをしていきたいと思っておりま

す。 

 

○山本座長 その他に何か御発言がありますか。 

 

○生駒委員 できれば調査研究会が開かれている間に是非メディアと企業に対

して何かアクションをかけたいと思います。 

 

○山本座長 希望するだけでなく、是非植田課長に御提案いただければと思い

ます。 

 

○生駒委員 シンポジウムも大変いいと思います。クールジャパンの会議はニ

コニコ動画でその場ですぐに配信されます。厳しい意見も含めていろいろな意

見が来ますが、それも受けて立とうということで配信する会議にも参加してい

ます。いろいろな方法があるので、是非お願いします。 

 

○山本座長 以上で第２回調査研究会を終了します。ありがとうございました。 

 

18 時 00 分閉会 


