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第３回「倫理的消費」調査研究会 議事次第 

 

１．日 時  平成 27 年８月 25 日（火）10:02～11:58 

２．場 所  中央合同庁舎４号館 12 階共用 1208 特別会議室 

３．出席メンバー 

委員等 

山本座長、足立委員、飯泉委員、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、 

潮谷委員、島田委員、嶋田委員、清水委員、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（代理 中山氏）、福田委員、松本委員、 

宮崎委員、山本委員、葭内委員 

  消費者庁 

    板東長官、吉井審議官、岡田消費者教育・地方協力課長 

 

  欠席委員 

 阿部委員、渡辺委員 

４．議 事 

１ 開会 

２ 倫理的消費の必要性・効果について 

３ 倫理的消費の定義・範囲について 

４ 海外実態調査について 

５ 次回以降の研究会の進め方について 

６ その他 

７ 閉会 

５．配布資料 

資料１ 第３回「倫理的消費」調査研究会 出席者名簿 

資料２ 潮谷委員提出資料  

  「地域社会が目指す『倫理的消費』」 

資料３  金丸委員提出資料 

  「持続可能な社会の実現を目指して」 

資料４ 嶋田委員提出資料 

  「安心・安全・健康に資する商品・サービス」 

資料５ 竹内委員提出資料 
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  「持続可能な原料調達」 

資料６ 長崎委員提出資料 

  「倫理的消費につながる商品」 

資料７ 松本委員提出資料 

 「『倫理的消費につながると思われる商品やサービス』について」 

資料８ 海外実態調査について（案） 

資料９ 次回以降の研究会の進め方について（案） 
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10 時 02 分 開会 

〇岡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３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として、川崎市消費者行政センター長浩様に御出席い

ただいております。また、平井委員の代理で、鳥取県生活環境部部長の中山様

に御出席いただいております。御欠席の委員は、阿部委員と渡辺委員です。生

駒委員、河口委員、中原委員は少し遅れてお見えになると伺っています。消費

者庁側の人事異動がございまして、今回の研究会より、審議官の吉井が出席さ

せていただいています。 

 

〇吉井審議官 吉井でございます。先生方、大変お忙しいところ、よろしくお

願いいたします。 

 

○岡田消費者庁消費者教育・地方協力課長 同じく人事異動によりまして、私

岡田でございますが、消費者教育・地方協力課長として出席させていただきま

す。この後は山本座長に進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

○山本座長 台風がもう既に九州に上陸しておりますが、お集まりいただきあ

りがとうございます。皆様どのようなお盆をお過ごしになられたでしょうか、

私は休みながら世界のニュースを見たのですが、まず関心を持ったのは、ステ

ィーブン・ホーキングがロンドンの王立協会で記者会見をして、ロシアの大富

豪が１億ドルのお金を拠出し、10 年間にわたって地球外知的生命の探索を行う

ということで、大変今世界的な関心を呼んでいます。 

別のニュースとしては、イスタンブールに 60 名のイスラムの指導者が集まっ

て、イスラム気候宣言を発表しました。これは６月 18 日のローマ法王の回勅に

触発されたと思うのですが、先進国に 2050 年までに温室効果ガスの排出をゼロ

にせよと要請している。ローマ法王も６月 18 日の環境回勅では、このような生

活スタイル、特に先進国の生活スタイルでは、最後の審判は近いと述べられて

います。私自身は７年前からこのままでは温暖化地獄に突入すると言い続けて

いたわけですが、山本が温暖化地獄と言ったところで誰もびくともしません。

ローマ法王が最後の審判が近いということで、ある程度世界に反響があって、

これは大変だという世の中の流れになってきているのは大変結構なことだと思

うわけです。 

私どもが調査している倫理的消費も、まさに正念場を迎えていると言っても

過言ではないと思います。今日は潮谷委員から、地域を盛り上げる観点から地
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域社会について、金丸委員、嶋田委員、竹内委員、長崎委員、松本委員から倫

理的消費につながると思われる商品サービスについて、それぞれ御発表をいた

だきます。私も少し読ませていただきましたが、大変な力作揃いで、楽しみに

しております。 

それでは事務局から配布資料の説明をお願いします。 

 

○岡田消費者庁消費者教育・地方協力課長 議事次第が１枚ございます。資料

１は御出席者名簿です。資料２から７までは各委員の先生方から御提出いただ

きました資料です。資料８は、海外実態調査について、資料９は次回以降の研

究会の進め方について記載しています。以上です。 

 

○山本座長 それでは潮谷委員に 15 分程度でプレゼンテーションをお願いした

いと思います。 

 

○潮谷委員 皆様、おはようございます。私に与えられたテーマは「地域社会

を思いやる倫理的消費」というテーマです。地域社会というのは各自のイメー

ジの中で捉え方が違っている部分があります。まず概念ですが、私が捉えた地

域社会は、行政単位としての熊本をベースにしたいと思います。国における地

域や地方という捉え方は、だいたい平均像で論じられます。しかし、私たちが

捉えていく地域というのは、個性や特色やあるいは暮らし、様々な文化があり

ます。いわば、実態像の中に姿があると思います。その意味で熊本は、水の都、

森の都、そして火の都と言われております。水というのは、熊本市、及び周辺

地域 90 万人が 100％阿蘇からの伏流水で生活をしています。わかりやすく言え

ば、ミネラルウォーターで車を洗い、ミネラルウォーターでお風呂に入ってい

ます。これが熊本の姿です。県全体の 80％近くの住民が地下水で暮らしていま

す。更に森林資源が非常に豊富で、県土の 63％が森林で、林業の素材生産量は

全国で４位です。農業を基幹産業としており、食料自給率は 60％で、全国のト

ップレベルの中にあります。火の国というのは、世界最大級のカルデラ、阿蘇

があるという状況です。 

熊本で 1956 年の５月１日、水俣病が公式確認されました。今なお解決されて

いない状況にあります。1966 年の７月、川辺川ダム計画が持ち上がりました。

これも現知事の蒲島知事はストップをするという宣言をしましたが、それから

先の行方がまだ不透明な状況にあります。1954 年は既に県営荒瀬ダムが完成し、

1955 年の４月１日から運用を開始し、私が知事を務めた時に廃止する方向を明

確にし、今、日本で初めて荒瀬ダムの撤去が国と一緒に進められている状況に

あります。その２つをベースにテーマで触れたいと思います。川辺川問題も、
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水俣病の問題も、荒瀬の問題も高度経済成長を背景に歩みだした日本の時代で

した。経済財政白書は、1956 年に「もはや戦後ではない」と言っています。同

じ年に、厚生白書、今は厚生労働白書になっていますが、「果たして戦後が終わ

ったのか」という捉え方をしています。1967 年に、公害対策基本法が国で定め

られて、経済との調和が明記されています。しかし、日本全土において様々な

公害問題が発生しました。1970 年は公害国会と言われるように、公害対策基本

法に関わって、14 の関連法案を制定したり、改正をする形で、非常に状況が変

わって、環境との調和が意識されました。 

1970 年の公害国会の中で論議された状況と同じことが、水俣病、あるいは川

辺川に起きていた姿があります。川辺川は九州山地を源流として、人吉市、八

代市から海に注ぐ急流で、３大急流のひとつで、急峻で、山間の中にあります。

この地域一帯でダムが建てられるということは、平たん部が少なく、人口の流

出は瞬く間に始まって、1960年の人口は 6,961人であったものが、2013年は 1,100

人で、高齢率は熊本県一です。水俣病は、様々な姿を見せており、病像として

捉えられる時、障がいとして捉えられる時、人権の差別問題、集落の分断、こ

の辺りは川辺川問題とも共通しています。海と川と森が非常にダメージを受け

ました。そういう状況がずっと続いています。水俣という一地域で水俣病が起

きなければ、国はこんなに長い間対策をしないままで済んだのか、これが東京

や大阪という大都会だったらということがしばしば地元では聞かれます。 

今回私が申し上げたいことは、局地的な問題と地球規模が実は重なり合って

いるということを、私たちはしっかりと認識していくことが大事なのではない

かと思います。エネルギー、経済、文化、制度、福祉、教育各々は根において

繋がっています。地域の中で様々な施策が出されてくることを、しっかりと共

有していくことを、私たちは今追求していかなくてはなりません。倫理的消費

を考える上での非常に大事な根幹に関わってくることです。経済の中に私たち

自身が貨幣的な価値を求めていくことは、国際社会の中で、企業の中で大事な

ことではありますが、同時に進めていかなければならないところに、非貨幣的

な価値の大きな部分に倫理的価値を考えていく視点があるのではないかと思い

ます。究極的に倫理的消費の実現というものは、個人の倫理観の成熟と、戦争

がないことが大きく問われてくるのではないかと思います。自然環境、社会環

境は、人の尊厳を犯すということを、戦争が終わった直後に経験をしました。

あの時代、大量の失業者、食料難、住宅不足、浮浪者、餓死者、結核、疾病が

横行していた中で、倫理的消費を考えていく余裕はなかったわけです。究極的

に考えていかなければならないことは、戦争がない社会の実現を考えていく必

要があるのではないかと思います。 

２のテーマに関して、20 世紀を私たちが振り返った時に、まさに 20 世紀は戦
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争の世紀でありました。私たちの手から物を作る能力を衰退させました。大量

生産、大量消費、大量廃棄、経済効率第一主義、スタンダードな人間に合わせ

て社会が動いていったわけです。今日のように少子高齢社会の中で、性差や年

齢差や障がいの有無にとらわれないで生きていく社会を目指しています。それ

と真逆の状況がこの時期にあったということを私たちはしっかりと考えていか

なければなりません。倫理的消費の根幹にある「個」という命の尊厳を守る世

紀としていくことを噛みしめていかなければならないと思います。 

大きく変わってきたミレニアムの出来事があります。それは地方分権一括法

で、明治以来続いていた中央集権が地方分権になりました。住民自治の時代で

す。住民が主人公になり、自治の中心に住民が存在し、意思決定と意見、将来

の展望に関わるものをしっかりともっていくということが地方自治の実態像と

して求められてきました。同時に自治の基礎は社会とのコミュニケーションが

必要であり、それを保障していくことなしには自治の発展は得られません。こ

れは私たちが倫理的消費を考えていく観点の中でも、基礎自治体の中にある

様々な将来に向かって、歩みを大事にしていくことが非常に大事ではないかと

思います。 

2000 年に知事に就任しましたが、政策提言ができる地方公務員でなければな

らないと申し上げました。持続可能な地域社会再生のシナリオを、水俣病、川

辺川ダム、このことを通してどのように描いていくのか、大変大きな課題です。

持続可能な地域社会ということを分断した２つの事例の中から、美しい熊本、

環境立県に変えて行くために、ユニバーサルデザインを一つの理念に置きまし

た。ユニバーサルデザインについては、添付資料をご覧いただきたいと思いま

す。この中からもう一つパートナーシップを組む、多様な主体と一緒になって、

持続可能な地域社会の再生のシナリオを描く形を取りました。それぞれにまた

がっていた環境部局を一元化しました。農業基幹県とされていますが、地方分

権の中で、税のあり方が変わって来て、地方交付税が厳しくなっていく中では、

自前で財源を確保することが非常に大事になり、企業誘致に取組みました。そ

の条件として、熊本に新設する企業は、水と森にしっかりと着目していただき

たいということで、パートナーシップとして非常に大事なところです。企業が

今なお地下水の灌用をしています。ソニーは日本で初めて積極的に取組を熊本

でしてくださった。サントリー、富士フイルム、ホンダ、荏原九州は先鞭をつ

ける形で役割を担ってくれました。県民を対象にして、水と緑の森づくり税を

2005 年に導入し、この基金で森林ボランティア、間伐材を活用しました。間伐

材を活用していくことなしには植林ができません。川下と川上の連携の中で水

と森を守ることを積極的にさせていただきました。公共事業は県産材を必ず利

用し、住宅を建てる際も県産材を使うことと、ユニバーサルデザインというこ
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とに対しては、地元の金融機関と連携し利子を下げ、県産材を提供することに

よって森を守る役割を果たしています。 

2011 年６月、熊本市はアジアで初めて、世界で 1,000 番目のフェアトレード

シティとなることができました。この背景には 2000 年から持続可能な熊本の 21

世紀をめざし行動しようと呼びかけて理論的、実践的に活動している「環境熊

本ネットワーク」の真摯な活動があります。更に水俣からの学び、川辺川から

の学びというところで、地域社会をどう形成していくのか、教育が大変大きな

要であったということを振り返って感じるところです。山の子どもが山の環境

や木の名前を知らなかったり、海の子どもが魚の名前と姿を知らなかったり、

これが今の日本の姿ではないかと思います。持続可能というときに、実態を知

る子どもたちが持続させていくエネルギーになると思います。環境教育は気づ

くことや学ぶことや行動することです。更に、効率化だけを追い求めて、他者

への思いやりをないがしろにして自然との共生を無視するところにこそ、非倫

理的な消費が派生していくことを、教育の中で明確にさせていかなければなり

ません。2002 年の国連総会で日本が提唱した、持続可能な開発のための教育を

行っていかなければなりません。子どもたちが人格の発達や自立心、判断力、

責任感を養うことによって、豊かな姿が生まれてくると思ったところです。持

続可能というときに、人的な資源を枯渇させてはならないし、人的資源は今後

とも倫理的な消費を発展させていくエネルギーであるという学びをしていかな

ければなりません。それぞれの委員が所属されている立場で、一体何ができる

か、学びの中に教育の柱の大きさもあるかと思います。 

水俣で水銀国際会議を 2001 年に開催し、県下の小学校５年生を対象に、必ず

熊本の水俣に行くことにしました。社会科の教科書に公害の市、水俣と書かれ

ていて、水俣は本当に環境に向って歩みを続け、水俣病を通して学んだことを

再び繰り返してはならないということが強く意識されていました。にもかかわ

らず、教科書にはそのままに表現されていました。そこで、小学校５年生の校

外学習の中で環境学習を実施し、今も続いています。川辺川問題に関しては情

報の共有が必要で、情報の共有がないところではどんなに良い論理を提言して

も届きません。県民全体に呼びかけて、住民討論集会、なぜダムが必要か、な

ぜダムは要らないか、そのプロセスを大事にしました。 

５番目のテーマに関しては、倫理的消費調査研究会の趣旨は、国民の理解と

日常生活での浸透を深めることが非常に大事なことだと思います。熊本県が持

続可能な美しい環境県を作るときに、多様な主体とパートナーシップを組んだ

ことが、大変大きな道筋につながりました。消費者庁と他の省庁とのパートナ

ーシップがどのぐらい組まれているのか、そういったことを委員の中に提示し

ていただくことも今後の課題ではないかと思います。倫理的消費は、理解した



‐8 ‐ 
 

ものにとっては、非常に裾野が広くて大事だとわかりますが、どれぐらいの人

が理解しているか、情報と理解の共有がないところに広がりはないと思います。

私がユニバーサルデザインを県政の柱にすると言った時に、県民の中で潮谷知

事は、大阪と同じように、熊本県にユニバーサルスタジオを造るという話が出

るぐらい誤解を生みました。日本は今日ボランティア活動は定着していますが、

ボランティア活動が日本に入ってきた時に、葡萄酒の一種かと問うた人がいた

ことも事実です。伝わって広がって実践して築いて、今はボランティアは定着

して理解されています。同じようにエシカル、倫理的消費はあらゆる場面で頻

度高く使うことで、あるいはわかりやすい言葉で言い換えることも必要だと思

います。例えば、内閣官房の広報の暮らしの質向上をアピールする冊子に出会

ったのですが、その中で、暮らしの質向上検討会というような中身が出されて

いました。内容を見るととても裾野が広いもので、暮らしの質向上検討会、全

ての女性が輝く社会づくり推進室の方法は、中身が見えやすかったという思い

があるので、一つの知恵として今後倫理的消費を国民の共有財産にし、共通の

方向にしていくという工夫が問われているのではないかと思います。以上です。 

 

○山本座長 ありがとうございました。ご質問もあろうかと思いますが、まず

全員の委員からお話をいただいた後、質疑をお願いしたいと思います。それで

は金丸委員、よろしくお願いいたします。 

 

○金丸委員 資料に基づいてご説明をさせていただきます。２ページ目は会社

の概要で、３ページ目には、グループ関連企業約 300 社、44 万人の従業員とい

う中で、共通の理念がここに書かれています。お客様を原点に平和を追求し、

人間を尊重し、地域社会に貢献するということです。私たちはその中から、イ

オンサステナビリティの方針、４つの重点課題をそれまでの取組、これから取

り組まなければいけないことを整理しながら、取組を進めています。 

４ページ目に、４つの重点課題ごとの代表的な取組例を紹介させていただい

ています。本日は倫理的消費に関わるものということで、抜粋して御紹介した

いと思います。 

５ページ目は、イオン生物多様性方針です。イオンは早くから植樹活動、環

境に配慮した商品等を提供してきましたが、2010 年に改めて策定したものです。

私たちの事業は生物の恵みなくして、自然の恵みなくして成り立ちません。そ

れを提供するには傷みも伴うので、恵みを大切に守り育てていかなければなら

ない、その責任があるということをまとめています。具体的には、商品として

の切り口、店舗でできること、お客様とともに、という３つの視点で取組を進

めています。 
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６ページ目は、生物多様性方針の中でも商品の取組について、より具体的な

調達という視点で、2014 年に持続可能な調達原則を策定しました。自然の恵み

なくしては成りたたない事業として、枯渇させてはならない、守り育てていく

という視点で調達原則を明確にし、それぞれの分野ごとに調達方針ということ

で具体的な取組を示していこうとしています。現在は水産物の調達方針を策定

しており、森林破壊防止については現在策定中です。 

７ページ目は、そういった考え方に基づく生態系の保全を中心とした商品の

取組を紹介しています。調達方針の中にもありましたが、自然枯渇を防ぐとい

うこと、自然破壊につながらないものを使う中で、認証商品というのは、確実

にトレースされたものということになります。MSC 認証は、天然魚のエコラベ

ルと言われていますが、そういう商品の取り扱い、あるいは、直近では ASC 認

証という養殖魚の取り扱いも進めています。今年は天然魚に頼らない完全養殖

のまぐろの販売も行っています。そういった商品をお客様に提供することで、

自然や生態系を守っていく取組を進めています。 

８ページは、プライベートブランドの中で、提供させていただいているグリ

ーンアイというブランドについてです。自然の力を活かし、農薬や化学薬品を

出来るだけ使わずに自然の力を活かした商品群として、オーガニックシリーズ

の提供もしています。地域との取組の中で、商品を提供するだけではなく、地

域や子どもたちとの連携で、田んぼ活動やエコ農業体験を通じて、教育的な部

分も含めて子どもたちを巻き込みながら生産をしています。 

９ページは、森林破壊防止の観点で、FSC 認証紙をノートや衣料品のタグの

原材料に使っています。メーカーの御協力により、飲料の紙パックなどにもで

きるだけ多く使っていこうと思っています。また、コンビニエンスストアのミ

ニストップにおいては、店舗を 100％国産の FSC 認証木材を使って作っており、

施工プロセスも含めて、建物全体としても FSC 認証を取得しています。既に 130

店舗以上あり、人に優しい部分もあり、省エネ効果もあって、安定的なコスト

という点もあり今後も拡大をしていく予定です。 

10 ページは、生物多様性方針など、持続可能な調達原則に基づいた取組を、

「国連生物多様性の 10 年委員会(UNDB-J)」の中で、連携事業として認められた

という紹介になります。生物多様性の保全の中で、倫理的消費に大きく関わる

取組を紹介しました。 

11 ページは、低炭素社会の実現も大きな柱で、店舗施設を通じて取り組んで

います。環境と人に優しい店作りの中で、エネルギーの削減、再生可能エネル

ギーの創出、なによりも地域のコミュニティの拠点として、地域の方の防災拠

点になる店づくりを行っています。自家発電等で一定期間商品を提供できる、

事業を継続できる店づくりも進めています。 
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12 ページは、先ほど御紹介した３つの取組を具現化したスマートイオン、次

世代のエコストアとして開発を進めているところです。下の方に７店舗御紹介

してありますが、この春、沖縄にイオンモールライカムという形で８店舗目が

オープンしました。エネルギーの融通、防災拠点、生態系を守り自然を生かし

た景観、交通インフラ、電子マネーとの融合の５つを大きな柱として、街のコ

ミュニティとして位置づけるショッピングセンターを目指しています。 

13 ページは、容器・資材の削減による CO２の削減・省資源といった取組も進

めており、カーボン・フットプリントも提供しております。 

14 ページは、物流での取組ということで、賛同いただいているメーカーとと

もにモーダルシフト、トラックではなく鉄道で共同して専用列車を走らせるこ

とで、CO２の削減、輸送の効率化に取り組んでいます。 

15 ページは、資源の有効利用についてで、お客さまとともに、買物袋持参運

動、レジ袋の削減に取り組んでおります。現在無料配布中止をしている店舗で

は有料のレジ袋を提供していますが、バイオマスのレジ袋を提供しています。

マイバスケットということで、レジかごと同じような形で買い物をしていただ

けるものも、バイオマス素材を使用しています。 

16 ページは、地域の資源循環の拠点となることも店舗の役割のひとつとして

認識しており、店頭でリサイクル回収をしています。一部は、私どものプライ

ベートブランドの原材料として使用することで、資源の循環に役立てています。 

17 ページは、私どもの店舗の中で出た食品残渣を堆肥化、飼料化することに

よって新たな生産を行い、生産物をまた店頭で販売させていただいています。

リサイクルループという資源の有効利用であり、食品廃棄物の削減という意味

で、積極的に取組を進めております。食品残渣により、農業法人イオンアグリ

創造で農産物を生産し、グループの店舗で販売するグループ完結型ループは、

環境が整い次第、他エリアでも取組を拡大する予定です。イオンアグリ創造に

ついては、地産地消ということで、エリアごとの農場を展開し、安心、安全を

通して新鮮さを提供するとともに、その中で残渣の有効利用という取組を進め

ています。 

18 ページは、私どものお店が地域に根ざす中で、郷土の味や地域の伝統的な

食文化を守るというフードアルチザンという活動を続けています。これはお客

様の声からスタートしたもので、１道１府 22 県、34 品を提供させていただいて

います。地域の方々と生産者、大学やそういった専門家の方々、自治体、私た

ちがそれぞれパートナーシップの下で、協議会という形を立ち上げて、お客様

に伝統の食文化を新しい形で提供し、食文化の担い手を育てる取組もしていま

す。まずは地産地消から始めて、地産域消、地産全消へ、ネットでも販売して

おりますし、商品そのものだけではなく、それを材料にしたプライベートブラ
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ンド商品の提供も進めております。詳細は冊子に載っておりますのでご確認く

ださい。 

19 ページ、商品というよりもお店の取組になると思いますが、地域のものを

しっかりお客様に提供するということで、「じものの日」を設けて、地産地消、

地産域消を提案しています。県産フェアや、域消フェア、ご当地フェア・フェ

スタ、それを世界に結びつければワールドフェスタという形で、それぞれ商品

の提供のスタイルを設けております。 

20 ページ、その前提となるのは自治体との協力関係で、包括提携協定の下に

そういった取組を進めております。 

21 ページは国際社会への貢献ということで、フェアトレード商品の紹介で、

お客様の声から取組を始めましたが、プライベートブランドのコーヒーやチョ

コレートを商品開発、販売をしております。新たにフェアトレード調達プログ

ラムに参加し、100％フェアトレードではなくても、フェアトレード商品を拡大

するというプログラムの中で商品を拡大する取組も進めてきております。 

22 ページ、23 ページ、24 ページ、25 ページは、私どもの取組のバックにあ

る考え方ですが公正な事業慣行にも取り組んでいます。サプライヤーの CoC（取

引行動規範）や、サプライヤーに求めるだけではなく、イオンとしても自ら襟

を正す SA8000 の認証、更に組合ともチェックをしていくグローバル枠組み協定

といった取組を進めています。 

26 ページは、プライベートブランド、トップバリュについて、企画段階から

実際に現地に行って確認をして安心、安全なものを、説明責任を果たせる形で

お客様に提供することをご紹介しています。 

東北復興支援について、27 ページで、ボランティアや植樹活動、幸せの黄色

いレシートキャンペーンへの取組を紹介しています。 

28 ページでは、本業を通じての支援として、地域の三陸鉄道、久慈漁港と共

同で地域の商品を開発して、それを全国のイオンのお店で売っています。 

最後に、私たちの原点の活動としての植樹活動をご紹介します。今後も、植

える、育てる、活かすという森の循環活動を進めていきたいと思います。あり

がとうございました。 

 

○山本座長 ありがとうございました。嶋田委員お願いします。 

 

○嶋田委員 損保ジャパン日本興亜の嶋田です。社名にもありますが、損害保

険事業を中心に行っています。保険は形のない商品で、保険商品の開発は、環

境や社会に大きなマイナスのインパクトを与えることは余りないと考えていま

す。一方で工業製品と異なり、金融商品を通じて、環境や社会に対するマイナ
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スインパクトを直接低減するのも難しいと考えています。しかしながら保険商

品・サービスの開発・提供により、環境や社会への配慮を促したり、持続可能

な社会の実現に貢献したりすることは可能だと思います。 

２ページ目は、損保ジャパン日本興亜の概要です。 

３ページの地域貢献プロジェクトは、お客様に自動車保険を契約いただく際

に、紙の約款ではなくウェブでご確認いただくペーパーレス約款を推進してい

ます。事故を起こした時は、新品部品を用いて修理するのではなく、リサイク

ル部品をご利用いただくことを推進しています。省エネ・資源につなげるだけ

ではなく、当社においてはコスト削減につながります。その削減されたコスト

を原資として、お客様とともに未来を作るプロジェクト、地域貢献プロジェク

トを展開しています。具体的な活動は、この後順番に説明します。 

４ページは SAVE JAPAN プロジェクトで、47 都道府県で希少生物の保護など、

主に生き物を守る活動を実施しています。昨年は 149 のイベントを開催し、7,000

名の市民にご参加いただきました。過去４年間で、全国で 24,000 名に御参加い

ただいています。 

５ページが防災ジャパンダプロジェクト。人形劇と体験型防災ワークショッ

プで構成する防災・減災を啓発する取組です。当社は名古屋に人形劇専用ホー

ルを保有しており、25 年以上にわたって、人形劇をサポートしてきました。そ

の経験を活かして防災人形劇を制作しました。ワークショップでは家庭にある

身近な物を活用し、災害から身を守る方法を学んでもらっています。 

６ページをご覧ください。海外においては、インドネシアでは交通安全プロ

ジェクト、ミャンマーでは母子保健プロジェクトを展開しております。インド

ネシアでは交通事故で死亡する子どもが増加しており、学校周辺のインフラ整

備や交通安全教室などを実施しています。ミャンマーでは、妊産婦のサポート

や新生児のケアといった活動を実施しています。以上が地域貢献プロジェクト

の簡単な説明になりますが、ポイントとしては、ウェブ約款やリサイクル品の

ご利用といった、お客様の環境配慮行動と、当社の社会貢献活動をリンクさせ

ている点と考えております。すなわち、お客様の倫理的な行動によって、当社

が更に別の倫理的な活動を実施する仕組みとすることで、お客様の倫理的な行

動を更に促進しようとするものです。 

続いて、保険商品、サービスを通した持続可能な社会の実現に貢献する取組

を説明します。一般的な火災保険では、台風などによる風災や洪水などの自然

災害についても保険金をお支払いします。本日は一般的な火災保険ではなく当

社独自の商品について説明させていただきます。７ページの表が、１万人以上

の死者・行方不明者を出した自然災害の一覧となります。過去最大は 1970 年に

バングラディッシュを襲ったサイクロンで、約 30 万人が犠牲になりました。ご
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覧のとおり被害のほとんどは途上国、新興国と呼ばれる国々となっています。

そういう国々が自然災害に対して脆弱だということです。 

８ページが、1980年から2010年までのアジアにおける気象災害の発生数です。

右肩上がりで増加する傾向にあることがお分かりいただけるかと思います。こ

のアジア地域の農家をサポートするために、天候インデックス保険の販売を行

っております。 

天候インデックス保険がどういうものかについては、９ページを御覧くださ

い。通常の損害保険は、事故が発生した場合に事故の調査をし、損害額を査定

し保険金をお支払いする流れになります。天候インデックス保険では、気温や

降水量、積雪量などによって、利益が減少した分をお支払いします。スキー場

などで一定の雪が降らなかったときに保険金をお支払いする事例がございます。

保険金の額は、降雪量が何センチ以下だったらいくらお支払いするということ

を事前に契約者と約定する仕組みとなっています。気象データの結果によって

保険金をお支払いするので、事故調査の必要はなく、日本のような損害調査網

が整備されていない地域でも保険の販売が可能です。 

10 ページをご覧ください。2010 年からタイにおいて、農家の干ばつ被害を補

償する天候インデックス保険を販売しています。11 ページの下が、タイにおけ

る天候インデックス保険のスキームとなります。保険の開発に当たっては、タ

イの気象庁、農業環境技術研究所に御協力いただき、販売に当たってはタイの

農業協同組合銀行と協働しております。この取組により、2010 年にタイの総理

大臣賞を受賞しております。 

12 ページに記載のように、2014 年には、ミャンマーでも天候インデックス保

険を開発しております。ミャンマーは気象観測所が整備されておらず、気象デ

ータも十分整っていないことから、リモート・センシング技術センターの協力

を得て、JAXA の提供する人工衛星データを用いた保険を開発したものです。 

13 ページが人工衛星データを加工し、作成された降水量のデータとなります。

人工衛星データを使用することで、ミャンマーのように気象観測のインフラが

整備されていない地域でもこの保険の販売が可能になりました。 

14 ページに記載の通り、インドネシアにおいても、JICA の BOP ビジネス連

携促進の一環として調査を開始し、2018 年の販売に向け準備をしています。 

15 ページがその他の社会的課題の解決に資する商品・サービスです。ご覧の

とおり、前期高齢者訪問健康指導やメンタルヘルスケア研修など、健康分野で

も様々な取組を行っております。 

16 ページは、国連開発計画（UNDP）が中心となり、商業目的と開発目的を

同時に達成できるビジネスモデルを認定する Business CALL TO ACTION(BCtA)

という取組があります。日本ではパナソニックをはじめ８社、世界では 107 社
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が認定されています。当社は CSR の取組の歴史、そして天候インデックス保険

の開発が評価され、６月に認定されました。損害保険会社としては世界で初の

承認をいただきました。 

17 ページは、環境省が実施しているエコファーストの約束の制度です。業界

のトップランナーとして環境保全に関する先進的な取組を環境大臣に約束して、

それを環境大臣が認定する仕組みとなっています。認定された企業は、毎年約

束の進捗を環境大臣に報告しなければなりませんが、ロゴマークを使用するこ

とができます。UNDP の BCtA やエコファーストの約束というのは、倫理的消費

を促すための企業サイドを対象とした取組として参考になるかもしれないとい

う思いで御紹介させていただきました。 

最後に Fair Finance Guide について少し触れます。2009 年に複数の NGO が協

力してオランダでスタートしたもので、銀行の社会性を評価して公表しており

ます。日本でも今年から「環境・持続社会」研究センター（JACSES）らが日本

のメガバンクなどを対象としてスコアを算出して公表しています。オランダで

は保険会社を対象とした Fair Insurance Guide もスタートしていると聞いていま

す。今後も NGO あるいは消費者が企業の社会性や倫理性を評価する動きが広が

ってくるかもしれません。以上です。ありがとうございました。 

 

○山本座長 次に竹内委員お願いいたします。 

 

○竹内委員 東京サラヤの竹内と申します。お手元の資料のほかに弊社の取組

に関しては、持続可能性レポートを添付してあります。この中で持続可能な原

料調達に関わる内容や、海外での感染症への取組等、様々な内容が網羅してあ

ります。そちらは後ほどお読みいただければ、サラヤがどういう取組をしたか

ご理解いただけると思います。今日は、倫理的消費調査研究会用ということで、

持続可能な原料調達について御説明したいと思います。 

資料の１ページ、２ページ、３ページ目に関しては、当社の規模が書いてあ

ります。1952 年に、手洗い用の水石けんからスタートした会社です。会社がス

タートした理由として、５ページにありますが、赤痢患者が非常に多くて、固

形石けんを使われている方が多く、石けんに菌がつき、交差感染してしまう問

題があり、水石けんを開発しています。小学校や中学校にある、押したり、押

し上げたりするような容器も一緒に作っています。６ページに、光化学スモッ

グの問題が出たので、うがい薬と自動うがい器を作って現在販売しています。

７ページは当時のヤシノミ洗剤のコマーシャルの写真です。 

８ページに弊社の環境方針が書いてあります。特に５番目に地球問題の解決

は企業や地域での対応とともに地球規模での対応も必要であるとの認識から、
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生物多様性にも配慮し、先進国と発展途上国を持続発展可能なビジネスモデル

で結び合うため、NPO や諸団体との連携を深める活動をしています。ISO を取

得し、10 ページで、全社を挙げて EMS（環境マネジメントシステム）の取組を

行っています。 

11 ページには商品毎のサラヤの事例として、ヤシノミ洗剤の環境影響評価に

よるリスク分析をしています。 

12 ページ目にグローバルコンパクトへの参加で、1999 年に、当時のアナン国

連事務総長が、企業に対して提言されたイニシアチブで、これを弊社の考え方

の基本として活動をしています。 

13 ページに、持続可能な原料調達に取り組む発端となった写真がありますが、

テレビ朝日の番組「素敵な宇宙船地球号」で、「子象の涙～“地球にやさしい”

の落とし穴」ということで取材がありました。ボルネオ島のヤシ畑の問題でし

た。どちらかというとヤシ油は８割がた食品用に使われていて、工業用には２

割程度しか使われていません。テレビ局の取材申し込みに対してどこも応じず、

弊社の社長が応じて初めて現地の状況がわかりました。次のページで、ボルネ

オ島のサバ州の一部の現状で、恒久林、保護林、自然林が開拓されて、プラン

テーションに変わり、今は８割がた開発され、問題が発生していました。15 ペ

ージ、16 ページに書いてありますが、ボルネオ島の開発許可がほとんどおりて、

森林が次々になくなっている状況です。非常に問題なので、持続可能な原料調

達のために、17 ページに書いてある RSPO（トレースがしっかりしている）と

GreenPalm の認証油をできるだけ購入して使うようにしています。 

18 ページに、RSPO はどのような団体かが書いてありますが、2004 年にパー

ム油生産者団体、製造業者たちが集まって音頭を取って作った団体です。日本

では我々が最初に加盟し、色々な取組をしています。取組の内容は 19 ページに

ありますが、透明性へのコミットメント等です。 

20 ページでは、環境面、社会面に関わる様々な基準を設けています。社会面

の基準に関しても、児童労働の禁止等をそれぞれ設けており、そういったとこ

ろから原料調達をするようにしています。21 ページのところに、原料調達する

上において、サプライチェーン全体の認証が繋がって初めて認証品となるので、

搾油だけ、農園だけではなく、サプライチェーン全体を含めたところを RSPO

が認証するための審査を受け、合格点をいただけるとこのマークをつけること

ができます。 

22 ページに、GreenPalm という証書方式がありますが、クレジットを購入し

て、認証オイルとしてつくマークで、農園とともに、個人的な意見として、原

料調達先のほうが不明瞭なところがあるので、私どものほうでは既に次のペー

ジにも書いてありますが、2020 年までには RSPO の認証オイル、トレースがし
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っかりしているところだけの認証オイルを使うことが決定しています。 

23 ページに、日本企業における方針策定事業ということで、キリンホールデ

ィングスやサラヤが表明しています。24 ページで、国単位での方針策定という

ことで、日本は本当に遅れています。イギリスでは 2015 年末までに全てのパー

ム油、核油を認証油へ切り替えることになっています。ドイツでは 2014 年末ま

でに認証油のみを利用することを国が推進しています。フランスでは 2015 年ま

でに認証油に切り替えて、100％トレーサビリティが必要と発表しています。オ

ランダも同じように活動しています。EU 法という欧州連合加盟国家の法律と平

行して執行される独自の法体系ということで、日本でいえば憲法に等しいぐら

いの重みがありますが、2014 年 12 月 13 日より、食品に使用される植物油はラ

ベルに明示されなければならないというルールが適用されました。世界企業と

しては、ユニリーバ、ゼネラルミルズ、ペプシコ、ケロッグがネット上で公開

しています。 

26 ページでは、米国のマース社は、RSPO の認証より更に厳しい認証項目を

設けて進めています。27 ページが世界企業における方針策定事例です。 

28 ページでは、私たちが創業から認証を取るまでが時系列で書かれています。

29 ページも同じです。 

30 ページでは、界面活性剤は石油系が非常に多いのですが、新しい界面活性

剤を作り出しました。この界面活性剤は、微細な“いきもの”である天然酵母

が発酵でつくりだす、持続可能な天然界面活性剤を利用した未来型洗剤という

ことで、皆様のお手元にもサンプルを配らせていただきました。これを洗濯機

に放り込んでいただいて、水に溶けて、希釈されたところにめだかを入れても

死にません。それぐらい安全性の高いものです。実際にはやらなくて結構です。 

32 ページ、33 ページは、ヤシノミ洗剤は GreenPalm を使っているので、その

マークがついています。34 ページは、売上げの１％をボルネオ保全トラストに

お金を送り、生物多様性や、ボルネオ島のプランテーションを買い戻して熱帯

雨林を戻す事業に協力しています。35 ページが買い戻している状況です。36 ペ

ージは、実際に買い戻した土地が書いてあります。 

我々企業だけではなく、消費者にも現地を見ていただこうということで、2007

年から活動を続けています。今年は来月第９回目のボルネオ調査隊を派遣し、

一般消費者に現地を見ていただきます。38 ページは RSPO マークとボルネオ保

全トラスト(BCT)のマークです。この団体は加藤登紀子さん、旭山動物園園長な

どが理事を務めております。 

生物多様性の活動が最後の 40 ページに書いてありますが、消防ホースという

のは、寿命がくると廃棄されますが、それを現地に送って吊り橋プロジェクト

を行っています。オランウータンは地面を歩きません。ほとんど木を伝って次
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の森に行くので、プランテーションができてしまうと、プランテーションと自

然の森との間をつなぐために、こういうプロジェクトでホースをつないで、オ

ランウータンが渡る形にしています。野生生物レスキューセンターも立ち上げ

ています。その団体にお金を送金して作られています。RSPO 事務局の現地の視

察状況などが書いてあります。この辺はご覧になっていただければと思います。

以上です。 

 

○山本座長 それでは長崎委員お願いいたします。 

 

○長崎委員 パナソニックの長崎と申します。本日はパナソニックの環境貢献

商品という副題で発表します。なぜ環境貢献と限定したかというと、当社では

エシカルということに最も貢献できて、今後も貢献できるのが商品や製品を通

した環境貢献であると考えております。次のページの４つの内容で説明します。

３ページは、経営理念で、パナソニックの使命として、社会生活の改善という

ことを言い続けています。４ページはそれを受けての当社のサステナビリティ

ポリシーで、青字のところで、１の商品・サービス・ソリューションを通じて

社会・環境課題を解決すること、２の拠点・地域社会では現地の課題に真摯に

取り組むということ、６の環境ということでは持続可能な社会を目指して取り

組むことを掲げています。 

５ページでは、それを受けて当社の環境行動指針ということで、左の５つの

マークが特に重点と考えている環境課題で、右の顧客、サプライチェーン、地

域社会と連携して共感を得ながら進めていくことで取り組んでいます。 

６ページは、当社の主要製品で、エコソリューションズ社というところで住

宅、アプライアンス社で家電、オートモーティブ＆インダストリアルシステム

ズ社というところで車載品、AVC ネットワークス社で、BtoB、企業や公共向け

の取組をしています。 

７ページは、当社のブランドスローガンで、A Better Life, A Better World を掲

げています。家電で培った技術を、住宅、公共、車、航空などに拡大して、良

い暮らしを拡大するということで取り組んでいます。８ページは、当社の環境

に貢献する商品ということで、基本の考えとして、スマートタウンという事例

で説明します。省エネ商品、発電する創エネ商品、蓄エネ商品、エネルギーマ

ネジメントをするエネマネを中心に、ゼロ・エネルギー・ハウスというものを

構築し、更にカーシェア、充電スタンド、サイクルシェアといったようなソリ

ューションを加えて、街づくりであれば、スマートタウンを作っていく取組を

しています。 

９ページ以降は環境に貢献する商品ということでいくつか紹介します。エコ
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ナビは、センサー技術などにより家電がムダを見つけて自動的に節電する機能

ということで、多くの商品にグローバルに展開しています。10 ページは、LED

電球ということで、25 年の寿命で従来よりも６分の１の消費電力で、今伸ばし

ている商品になります。11 ページが創エネということで太陽電池モジュールで

す。12 ページが家庭用燃料電池で、2009 年に販売を開始して、ようやく５万台

売れたというところです。13 ページは電気自動車用電池で、テスラモーターズ

社と EV 用電池を共同開発しており、一緒に工場も建てて、2014 年から 2017 年

までに約 20 億セルの電池を供給する契約になっています。その次の 14 ページ

は、家庭のエネルギーマネジメントシステムで、スマート HEMS ということで、

電力使用量を見える化するということと、自動制御し無理なく節電するように

なっています。次の 15 ページはゼロ・エネルギー・ハウスということで、太陽

光と蓄電システム、HEMS ということで実質的に消費エネルギー量がゼロにな

る家にしています。 

次の 16 ページは、藤沢にある、Fujisawa サスティナブル・スマートタウンで、

去年オープンしています。環境目標、エネルギー目標、安心・安全という目標

を立てて取り組んでいます。17 ページが資源循環ということで再生樹脂の活用

をしています。商品から商品へ戻すということで、使用済み家電製品からプラ

スチックを取り出し、再度商品にして使っています。そのために、色々なプラ

スチックが混ざっているものを自動的に選別する装置などを開発して、コスト

ダウンに向けた取組も行っています。 

次の 18 ページからは、訴求例ということで、環境に良い商品を買っていただ

くということで、エコナビ搭載商品で、商品横断の環境技術を訴求しています。

その下 19 ページがトレインチャンネルで、電車内の動画広告で、社会をエコ視

点で隅々まで見つめる企業姿勢ということで訴求をしています。 

次の 20 ページでは、エコプロダクツ展で、当社の目指す未来のエコなくらし

を具現化し、お客様に体感いただくということで、毎年 12 月に参加しており、

今年も 12 月に出展する予定です。 

その下 21 ページが、サステナビリティレポートで、責任ある事業活動を推進

する企業として、「社会・環境への取組」を文書とウェブで公開しています。 

次の 22 ページでは、オリンピック・パラリンピックの公式スポンサーの活動

について説明します。1988 年のカルガリーオリンピックから、2020 年の東京オ

リンピックまで、ワールドワイドスポンサーとして取り組んでいます。スポン

サーの範囲というのは、映像音響システム、白物家電等、書いてある４つのも

のと、パラリンピックではシャワーなど３商品で、スポンサーとしての取組と

訴求というのは、厳格に限定されています。我々は、その他の商品については、

オリンピックレガシーということで貢献しようとしています。 
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下の 23 ページに書いてあるのが、2020 年に向けて東京が抱える課題と当社の

役立ちで、環境配慮で見ると、２つ取り組もうとしています。スマートトラン

スポーテーションとスマートコミュニティになります。スマートトランスポー

テーションというのは、電動アシストによるエコで渋滞フリーな都心生活とい

うことで、低炭素社会を目指したエコモビリティーを実現するために、電動ア

シスト自転車を活用したシェアサイクルの普及を推進しようとしています。ス

マートコミュニティは、エコでスマートなエネルギー需給が支える快適な暮ら

しということで、東京産のエネルギーである太陽光と、水素ダイレクトの燃料

電池の活用、省エネや景観に配慮した暑さ対策ソリューションに取り組もうと

しています。以上です。 

 

○山本座長 それでは松本委員に 10 分程度でお伺いいたします。 

 

○松本委員 松本です。よろしくお願いします。まず２ページ、生協について

簡単にご紹介します。全国で約 2,700 万人が参加しており、日本で一番大きな消

費者組織です。各地で独自の活動を展開していることが特徴で、ほぼ県単位で

様々な活動をしています。その生協が加盟しているのが私ども日本生協連とな

ります。生協の特徴は、組合員の自主的な組織であることで、毎年 200 万人位

が、様々な問題に関心を持って、活動に参加しています。 

組合員さんを見ていると非常に優れた方がたくさんいらして、日本の消費者

の倫理度はもともとかなり高いのではないかと思われます。本研究会などを通

じて、倫理的消費の社会的な呼びかけや推進体制作りができると、消費者は自

主的に参加をすると思います。まずは身近に倫理的消費につながるサービスが

あり、それを拡大していくことが大事だと思います。それだけでは足りない課

題もあるので、そこは様々な仕組みを開発してより広めていくことになると思

います。考え方としては、倫理的消費の範囲を余り狭めないで、多くの人が参

加できることが大事だと思っております。一方消費者が信用できる取組でない

とだめで、信用を確保する方法を考えたらどうかと思います。 

それを踏まえて４ページに整理したものがあります。消費者が参加をするこ

とが大事だと思います。「地域」のところでは、「想いをつなぎ共感を広げる取

組」ということで、被災地応援、生産者支援、地産地消といったことが入ると

思います。社会貢献寄付金付き商品とフェアトレードというのは、「地域」「人々」

「環境」にまたがることができる取組で、商品購入に応じて積み立てたお金を

活用する仕組みです。「人々」と「地域」が交わったところに、助け合い運動や

子育て・食育の取組があります。「地域」と「環境」の交わったところに、廃棄

物削減・ゼロ化の取組があり、これも同様に消費者が力を出し合って協力して
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いくものです。最後に「環境」のところは、社会的に認知された環境配慮商品

の普及拡大を推進しております。 

次から具体的に見ていきたいのですが、５ページは、「地域」で想いをつなぎ、

共感を広げる取組です。被災地応援は、時間が経ちましたが、決して忘れては

ならないことで、今も大きな取組がなされています。宮城では生協と農業・漁

業関係者が一緒になって、消費者が入って生産設備の復興のところから商品開

発を進めています。福島では子どもが外に出られないということで、旅行に連

れ出してあげて遊ばせてあげる取組があります。消費県側でも、被災地産品の

利用を呼び掛けたり、商品の開発をしたりして、今も取組が続いています。 

次の６ページは、生産者支援ということで、いわゆる産直の取組を紹介して

います。生協産直の近年のトピックスは、飼料米の利用です。休耕田が増えて

いる中で、飼料米を作って生産者が豚肉や牛を生産していただいて、消費者が

食べてつながっていくもので、非常に伸びています。消費者と生産者をつなぐ

役割以外に、産地で米の生産者と酪農のつながりもできました。米農家と畜産

農家は意外とつながりがなくて、そういうものが出来てきたことが特色になり

つつあります。若手の生産者と交流したり、食育活動をする取組などもありま

す。また地産地消は、生協でも非常に大きな伸びになっています。 

７ページは、社会貢献寄付金付き商品ですが、非常にわかりやすいスキーム

で、１個買っていただくと何円がどこどこにいくという取組です。人気の商品

で企画できるので、安定的に寄付金を得られ、事業計画が立てやすい仕組みに

なっています。産直と絡んで、もずく基金やトキのプロジェクト、ユニセフを

通したミルクやトイレットペーパーの購入でアフリカの国々の子どもたちに支

援がいく仕組みがあります。背景として、生協はかなり長いユニセフ募金の実

績があり、商品を通してもっと参加しやすくしていこうと考えています。最近

は国連食糧計画との取組も始めております。 

次の８ページがフェアトレードの取組ですが、正直うまくいっていると言え

ません。優れたすばらしい仕組みで、よく知っている人は、よくやってくれた

と言ってくれますが、なかなか広がりません。一般との価格差では、１杯あた

りコーヒーで５円、紅茶では１円も差がないですが、そのことが伝わっていま

せん。あきらめずに頑張ってまいりたいと思います。 

９ページは、組合員どうしが互いに協力する取組で、くらしの助け合い運動

があったり、子育ての知恵を共有したり、お店の体験、小学生の問題意識に応

えたトレイのリサイクル、障がい者の力も借りたリサイクルループの構築など

の活動があります。これらも倫理的消費という枠組みに入れて考えてよいので

はないかと思います。 

10 ページは、環境配慮の取組ですが、生協はもともと環境を非常に重視して
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おり、独自の活動を行ってきました。1960 年代は洗剤を作ったり、減農薬を広

めたりしており、1990 年代になると牛乳パックの回収などを始めました。しか

し現代では、環境の取組は社会的に整備が進み、確実に効果がある取組が求め

られるようになっていますので、独自路線は控えて、社会的認知が高い活動を

きちんと広げていくという方針で進めているところです。 

11 ページにまとめてみたものは、価格差を上回る魅力ですが、消費者が理解

をして納得できるスキームかどうかが最も大事なことだと思います。お金をい

くら負担し、何に使って、信頼できて結果が透明なのかということに尽きると

思います。ユニセフを通した取組はわかりやすくて広がっているところです。

やや複雑なフェアトレードがうまくいっていないと申しましたが、そういうと

ころもぜひやりたいと思っております。そのためには、優れた語り部がいてく

れると全然違ってきますし、今回のように行政、マスコミにもっと取り上げて

いただくと、我々もがんばって取組ができると思います。熱い心を持った個人

と社会が一体となって取り組んでいけば、きっと道は開けていくと思います。 

最後に、イギリスの生協がまとめた、イギリス全体の倫理的消費のレポート

をご紹介します。10 兆円ぐらいの規模があるということです。LED 電球、自転

車もこの中に入っていて、日本とは違う切り口があります。一家庭あたりの倫

理的消費が増えています。面白いのは倫理的マネーが増えていて、お金の使い

道も倫理的価値が重視されているということです。今回海外調査をしていただ

けるということで楽しみにしております。 

 

○山本座長  大変素晴らしい報告をありがとうございました。皆様から御意

見御質問をお願いしたいと思いますが、まず、潮谷委員から、倫理的消費が本

当に根付くことが国民的な財産になるということで、そのためには消費者庁ば

かりではなく、他省庁との連携があったと思うのですが、板東長官いかがでし

ょうか。 

 

○板東消費者庁長官 仰る通りだと思っていまして、環境省などの省庁からも

事務局の方に参加をしていただいたりしています。今消費者庁としても、先ほ

どの話と同じように、色々な省庁とパートナーシップを組んでいかないと積極

的な取組ができない分野が非常にたくさんあると思っております。消費者庁自

身が新しい省庁で、何をしているのか十分認識をされていないところがありま

す。今、一つ一つ省庁を訪問し、各省庁との連携担当を決めて、もっとこうい

う積極的な取組が一緒にできるのではないかということを提案させていただい

たり、それぞれの省庁からも提案を頂いて取組を進めているところです。倫理

的消費の問題というのは、色々な省庁と組んでいけることではないかと思って
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おりますので、御指摘のようにこれからパートナーシップで何をやるか具体的

に進めていきたいと思っております。 

 

○山本座長 竹内委員の御説明で、パーム油の認証について EU は法律で義務化

するということで、なぜ日本は遅れているのか、ということがありました。吉

井審議官は農林水産省ご出身ですが、いかがでしょうか。 

 

○吉井消費者庁審議官 その件はまた勉強させていただいてこの場でお答えで

きればと思います。 

 

○山本座長 徳島県の飯泉委員、コメントをお願いします。 

 

○飯泉委員 大変示唆に富む発表が多くあったかと思います。潮谷委員が触れ

ましたユニバーサルデザインの話ですが、障がい者は社会から支えられる存在

と言われてきました。徳島では障がい者の自立を支えようということで工賃ア

ップに取り組んできました。県でも優先調達をして、平成 24 年と 26 年対比で

は倍増させて、平成 25 年度の数字は全国第２位になっています。ユニバーサル

デザインという考え方があり、社会から支えられる存在から社会を支える存在

になっていただこうということで、今では独居老人がたくさんおられますが、

こうした皆さんを障がい者の皆さんが支えるということで、軽トラックを彼ら

に提供し、日用品を巡回スーパーとして訪ねていただきます。タブレット端末

で、今日持って行っていないものも受発注が可能となり、見守りサービスとい

うことで話し相手にもなります。特に発達障がいの皆さんはコミュニケーショ

ンが難しいですが、頼りにされているとやる気が出てきます。県西部の三好市

から始めて、県全下でやっていこうと思います。大都市では意外とスーパーが

なくなってしまっていて、典型が霞ヶ関です。民間ではそうしたところに、ス

ーパーと連携して全国展開をしているところがあります。昔はそうしたところ

が当たり前に見えました。障がい者が地域を支える存在です。ユニバーサルデ

ザインはただ単に、機器を使いやすくするというよりも、概念そのものを根本

から変えて、障がい者の自立にも貢献し、高齢者の独居対策も行っていこうと

いうもので、日本版 CCRC を国を挙げてやっていこうということもあり、新し

い概念をしっかりとサポートしていこうと思っております。 

 

○山本座長 ありがとうございます。佐野委員いかがでしょうか。 

 

○佐野委員 色々御説明いただきありがとうございました。企業の方の御説明
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は、良いところ取りかなと思いながら聞いていました。皆さん一生懸命やって

いらっしゃるのは前から存じ上げています。その情報がうまく共有されていな

いことが根本にあって、省エネ、地産地消など色々ありますが、私たちが物を

選ぶ時に、どっしりと体の中へ腑に落ちていくのかというと、そうでもないと

いう部分が多くあります。そこをいかに共有していくのかというのがあります。

この問題で、名前を変えるのも一案というお話がありましたが、倫理的消費を

知らせるのがいかに難しいか、余り使う言葉ではないので、言葉自体を変える

ことも視野に入れながら、皆で情報を共有し、いかに情報を消費者に伝え、う

まく活用できる社会にしていくかというのがこれからの問題だと思います。あ

る程度わかりやすい表示が必要です。表示がなければ私たちは物を選べないの

で、そこが重要だと思います。皆さんのお話の中で非常に印象に残ったのが、

平和のないところには人権がないという基本的なところも入れていかないとい

けないということでした。上滑りではなくて、一人の人間として、消費者とし

てどうあるべきかということまできちんと考えて提案、提言していきたいと考

えます。 

 

○山本座長 ありがとうございました。まさにその通りだと思います。名称に

つきましては、深い議論をしていないわけですが、有力な候補としては、思い

やり消費や、おかげさま消費というようなことも提案いただいています。確か

に、社会配慮、社会のおかげで自分が生きていることに対する報恩感謝の意味

をこめて、社会を思いやる消費、おかげさま、思いやり消費がエシカル消費か

なと思います。この問題についてはまた別の機会に詳しく議論をさせていただ

きたいと思います。本日の発表についてその他御意見、御質問等ございますで

しょうか。では、河口委員。 

 

○河口委員 企業の皆様からの発表をいただきまして、これが広まっていたら

こんな会はなくてもよくて、どれも聞いたら素晴らしい話だと思います。こう

いう話をやらなくてはいけないということは、全体の消費の中でごく一部であ

ると認識しなければいけないことです。大変素晴らしいので、これだけ聞いた

ら絶対買いたいと思いますが、実際は売れていないということです。発表いた

だいた方にお伺いしたいのは、そういうことを知った時の消費者の反応はどう

なっているのかと思いました。企業の方は一生懸命プロモートされていると思

いますが、消費者のレスポンスというか、受け方、広がり方に関してもう少し

情報をいただければと思います。 

 

○山本座長 パナソニックの長崎委員、パナソニックはエコ家電を推進されて
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いると思いますが、反応は何かありますか。 

 

○長崎委員 店頭に年間の電気代が出ておりますので、電気代でわかるところ

はいいのですが、それ以外のところは、当社の想いがなかなか伝わっていない

と思います。再生プラスチックを多く使った企画の商品を出したことがありま

したが、お客様の経済的なメリットを示せないこともあり、この価値を直観的

に理解いただくことの難しさを感じました。 

 

○山本座長 イオンの金丸委員、いかがですか。トップバリュはどのぐらい売

れていますか。 

 

○金丸委員 昨年のエコプロダクツ展で認証商品を展示しました。商品を開発

した者が熱く語ったのですが、認証そのものはほとんど認知されなかったとい

うことでがっかりしていました。逆にちゃんと説明するとかなりの方が理解を

示されて、１回買ってみるという反応があったということで、私どもの店頭で

も、従業員がお客様にしっかり伝え切れていない現状があり、そこはしっかり

やっていかなければいけないと痛感しています。何のために、どういう理由で、

取り扱っているのかをきちんとお伝えすれば、もっと理解、賛同、購入が増え

るのではないかと思います。 

 

○山本座長 生協の松本委員、フェアトレードのコーヒー、紅茶が僅か１円、

数円しか違わないということで驚いたのですが、この位の価格差であるにも関

わらずなぜフェアトレードの商品が売れないのですか。 

 

○松本委員 正確にはわからないですが、逆に言うとユニセフの募金は本当に

わかりやすくて、何も言わなくても寄付していただけて、どんどん広がってい

きます。フェアトレードが世の中に広がってどんどんわかっていくと全然違う

と思うので、そこに期待しています。私どももずっと続けていきたいと思いま

す。腑に落ちるかどうかが全てだと思っています。 

 

○山本座長 末吉委員はフェアトレードを長年やられていると思いますがいか

がですか。 

 

○末吉委員 フェアトレードのコーヒーと紅茶に関してはブランドの種類が増

えていて、お客様の選択肢が広がっています。フェアトレードのコーヒーでも

非常に売れているというブランドの話も聞いています。コーヒーや紅茶のよう
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に簡単に日常的に取り入れられるフェアトレードの商品は、消費者に向けて企

業が積極的に販売していくのは大事だと思いますが、企業が社内消費にも力を

入れていくことで、フェアトレードの消費が広がるもうひとつのきっかけにな

ると思います。私どもの協会で、社内消費がどのぐらい行われているかリサー

チを始めたのですが、すでに大きく貢献されているところが NTT データ、大日

本印刷、コニカミノルタビジネスソリューションズです。社内消費のメリット

として、スモールスタートしやすくて、継続した取組ができるというところと、

オフィスで日々消費しているものを置き換えるだけで、手軽にできる行動にな

ります。フェアトレード認証のコットンを使った袋など株主に渡す品々や、食

堂でフェアトレードのコーヒーやチョコレートのケーキを出すという取組など、

社内で取り組むことで消費の量が増えていると伺いました。社内で消費される

と、社員のご家族にも広がっていくことで、フェアトレードを広めていくとい

う意味では、非常に重要だと感じます。 

○山本座長 エシカルファッションについては、９月９日に rooms のエシカル

エリアがあるそうです。生駒委員、エシカルファッションというのは伸びてい

るのですか。 

 

○生駒委員 各企業、地方行政のお話をお聞きでき勉強になりました。消費が

伸びないという話が色々挙がってきていますが、ファッションについては広が

りつつありますが、まだスローです。今日のような会議に出席させていただい

て有意義に思っています。ずっとメディアの中にいたので、消費が広まってい

く一つの可能性は、メディアの動きというのが大きいのではないかと思います。

何らかの機会に、報道倫理観みたいなものも問われる時代ですが、新聞社、雑

誌社、どういう風にエシカルの情報を提供されているか、企業としてどういう

風にエシカルな活動に取り組まれているか、メディアのエシカルへの働きかけ

というのを積極的に行えればと思っております。台風の情報や凄惨な事件のニ

ュースも重要ですが、報道に使われる時間は限られていると思います。これだ

け素晴らしい活動をしている企業がたくさんある世の中で、こんな素晴らしい

情報がなぜ知られないのかなと痛感しました。ファッションの力で変えていた

だきたいと思います。フェアトレードもオーガニックもそうですが、ずっと長

年ファッションに関わっていて、デザインやクリエーションの力で、倫理観は

ちょっと堅苦しいと思われるようなものですが、大変良い物語です。素晴らし

い物語をより広くお届けするためには、クリエーションの力、デザインなど創

造性の力だと思います。マーケットだけを見ると、広告の力は依然強いと思い

ます。広告は倫理というより欲望や快楽の消費を刺激することに大半を使われ

ているように思えます。広告のシステムの中にもエシカルがかっこいい、物語
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のあるものづくりはすごいというような、五感に訴えるような形で伝えていた

だける機会が増えると良いと考えております。 

 

○山本座長 国際グリーン購入ネットワーク会長の中原委員、グリーン購入の

方は伸びているのですか。 

 

○中原委員 グリーン購入を始めて 20 年ぐらいになりますが、市場で購入でき

るグリーン商品はどれだけあるのかというと５％ぐらいだろうと思います。グ

リーン商品と名のつくものはいっぱいありますが、エシカルの問題も含めて、

本当に信用していいのかが基本的にあります。グリーン商品もそうで、値段の

問題で消費者は躊躇すると同時に、本当にこれは環境負荷がないのかどうなの

か、本当にエシカルなのかどうなのかが重要な問題です。前回指摘したように

透明性とトレーサビリティが担保されないと、どんなに良いことを考えてやっ

ても、これまで様々な偽装問題や詐欺的商法で消費者は裏切り続けられてきた

ので、おいそれと信用しません。信用できなくなったバックグラウンドを誰が

作ったのでしょうか。どうやってグリーン商品を透明性の高い信頼できるもの

になっているかどうかをチェックしなおさないと、市場の拡大は難しいと考え

ます。 

 

○山本座長 消費者市民社会をどう形作っていくか、長年検討されている西村

委員、中原委員の御質問についていかがですか。 

 

○西村委員 中原委員に賛成でして、消費者は、エコマークがついていてエコ

認証されているから買うというのは非常にわかりやすいわけです。企業の話を

伺っていて、私自身が知らないこともたくさんありましたし、一般にも知られ

ていません。教育で考えた時に、消費者市民社会という言葉をどうやって定着

させていくか、今あちこちでお話させていただくときに、エシカル消費はかな

りキーワードになっています。この研究会は、我々が進めています消費者教育

推進会議と一体になっていると理解しています。そういう意味では、国民的財

産として成長するためには、なんらかのムーブメントなり、法制化なり、そう

いった形で国民にわかる形にしていく必要があります。一方で企業は企業の努

力がもっと必要であると思います。今日、印象的だったのは、潮谷委員が最初

に仰った、平和や人権などに繋がっていくということです。嶋田委員から金融

の話が出た時に、フェアファイナンスのホームページを拝見させていただきま

した。日本の大銀行が意外に人権侵害をしているというところが説明されてい

ます。環境には配慮しているけれど人権というところが全く知られていないと
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ころが残念です。大学教育でも後期の講義で、消費・環境・平和というシリー

ズものの講義をやるのですが、共通課題は生命の尊重であったり、人権の尊重

であったり、消費から環境を通じ、最終的に平和な生態系につなげていこうと

いうことを柱にしています。小学校、あるいは幼児教育から、学校現場の中で

も進めていく必要があると思います。エシカル消費促進法など、そういったこ

とも検討の課題にしていただければと思います。 

 

○山本座長 ありがとうございます。エシカル消費促進法という言葉が出まし

たが、何かコメントをお願いします。 

 

○板東消費者庁長官 消費者教育で、例えば消費者教育推進法という法律が何

年か前にできました。その前に非常に長い実践、積み重ねがあってそういう風

にできているのだと思います。法律を作っていくというのが、単に形だけの物

になりかねない心配も一方ではあるので、知られていない、認識されていない

ところをどう変えていくのかの積み重ねがないと、法律を作っただけで世の中

が変わるかというと、そうでもないと思います。前段階としての取組や実践や、

底にある意識やそういうところをいかに前向きに動かしていくのか、研究会で

検討していただければありがたいと思います。我々も努力したいと思っており

ます。 

 

○山本座長 ありがとうございました。今日のご議論はそのぐらいにさせてい

ただきます。 

 

○足立委員 法律のことが出たので、一言だけ付け加えさせていただきたいと

思います。やはり何らかの法律があったほうが急速に進められると思います。

民間の中で、企業の消費が大事だというお話がありましたが、それ以上に公共

の消費が重要だと思います。なぜなら公共の調達は経済全体の恐らく１割から

２割は占めると思いますが、それがこういった配慮条件を持つようになると一

気に進むはずだからです。EU でパーム油の切り替えがなんでこんなに進むのか

という御質問が山本先生からもありましたが、元々EU 各国は、森林に関してそ

のような法律を持っているわけです。またこれは私の推測ですが、取組を始め

た企業が逆にそれをルール化してくれと政府に対して申し入れのようなものも

あったのではないかと思います。企業としては、何らかの圧力で進めざるを得

なくなったので、今度はそれを自分たちにとって競争力になるように、少なく

とも足かせにならないようにしたい、そういう力学が働いたのだと思います。 

日本でもグリーン購入法があって、環境に関してある程度取組は進んだと思い
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ます。ひとつ残念なのは現在のグリーン購入法では、環境に関して配慮しなけ

ればならない部分が限られていることです。また倫理的なものが今までは含ま

れていなかったので、それを法律がカバーするようになれば、それはすごく大

きな起爆剤になるのではないかと期待しています。 

 

○山本座長 ありがとうございます。それでは岡田課長、今後の進め方につい

てお願いします。 

 

○岡田消費者庁消費者教育・地方協力課長 資料８と資料９をご覧いただけれ

ばと思います。海外調査につきまして、研究会でもご説明したかと思いますが、

資料８のような内容で準備を進めております。各委員、先生方が色々お持ちの

情報につきまして、事務局までご提供いただきましたら大変有り難いと思いま

す。 

資料９は次回以降の進め方です。第４回の会議は倫理的消費についての会議

です。細田様、山口様にお話いただく予定です。倫理的消費を広く普及させて

いく課題と対応ということで、河口委員、島田委員にお話いただくということ

でよろしくお願いいたします。第５回以降の委員からのご報告については、改

めて事務局から個別にご相談させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○山本座長 次回第４回の会議は 10 月 13 日、場所はここでよろしいのですか。 

 

○岡田消費者庁消費者教育・地方協力課長 次回 10 月 13 日（火）午後４時、

場所は改めて連絡させていただきます。 

 

○山本座長 議事は以上でございますが、最後に何かコメントはありますか。

それでは長時間にわたりありがとうございました。次回もよろしくお願いいた

します。 

11時 58分閉会 


