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第４回「倫理的消費」調査研究会 議事次第 

 

１．日 時  平成 27 年 10 月 13 日（火）16:00～18:05 

２．場 所  中央合同庁舎４号館共用第２特別会議室 

３．出席者 

委員等 

阿部委員、飯泉委員、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、清水委員、末吉委員、高山委員、竹内委員、 

西村委員、平井委員（代理 中山氏）、松本委員、宮崎委員、 

山本委員、渡辺委員、細田氏、山口氏 

 

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 

足立委員、生駒委員、長崎委員、中原委員、福田委員、 

山本座長、葭内委員 

４．議 事 

１ 開会 

２ 我が国における倫理的消費の実態について 

３ 倫理的消費を広く普及させていく上での課題と対応について 

４ その他 

５ 閉会 

５．配布資料 

資料１ 第４回「倫理的消費」調査研究会 出席者名簿 

資料２ 株式会社デルフィス 細田 琢様提出資料 

    「エシカル消費分析～2015 年９月調査からの考察～」について 

資料３ 株式会社コントロール・ユニオン・ジャパン  

山口 真奈美様提出資料 

「エシカル・ラベル」について 

資料４ 伊藤委員提出資料 

   「川崎市の環境産業の取組とＫＩＳ事業の展開から」について 
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資料５ 島田委員提出資料 

   「倫理的消費を広めるための課題と対策」について 

資料６ 河口委員提出資料 

       「倫理的消費の浸透にむけて」について 

資料７ 海外実態調査について（案） 

参考資料１ 「倫理的消費」という言葉に関してのこれまでの御意見な 

どの整理 

参考資料２  平井委員提出参考資料「鳥取県主催 21 世紀型の新しい 

消費のあり方を考えるシンポジウム」 

    参考資料３  柿野委員提出参考資料「私たちの行動が未来をつくる」 

    参考資料４  「倫理的消費」調査研究会関連事業「エシカル・ラボ」 

開催について（案） 
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16 時 00 分 開会 

 

〇岡田消費者庁消費者教育・地方協力課長 事務局から申し上げます。本日は

山本座長が急遽御都合により御欠席でございます。当研究会では第１回研究会

で座長代理を定めておりませんでしたが、第１回研究会で資料としてお配りし

ました「『倫理的消費』調査研究会の開催について」にございますように、「座

長は研究会の運営に関し必要な事項を定める」としております。山本座長から

西村隆男先生に座長代理をお願いしたいとのことでしたので、西村先生よろし

くお願い申し上げます。 

 

○西村座長代理 西村でございます。本日はピンチヒッターということでどう

ぞよろしくお願い申しあげます。ただいまより第４回「倫理的消費」調査研究

会を開催させていただきます。本日は御多用のところ御参集いただき、ありが

とうございます。本日の研究会では２つの議題について議論してまいります。

第一は、「我が国における倫理的消費の実態」について、でございます。第二は

「倫理的消費を広く普及させていく上での課題と対応」について、でございま

す。第一の議題では株式会社デルフィスの細田様、株式会社コントロール・ユ

ニオン・ジャパンの山口様からそれぞれに御報告を頂戴いたします。また、第

二の議題につきましては、伊藤委員、島田委員、河口委員から御報告をいただ

くことになっております。なお本日は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。山本座長、足立委員、生駒委員、長崎

委員、中原委員、福田委員、葭内委員が御欠席でございます。では事務局から

配布資料の説明をお願いいたします。 

 

〇岡田消費者庁消費者教育・地方協力課長 資料１は出席者名簿でございます。

資料２から資料６は発表資料でございます。資料７は海外実態調査についての

資料でございます。また参考資料としていくつか配らせていただいております。

１つ目は倫理的消費という言葉に関してこれまでの意見などを整理したもので

ございます。次に平井委員から御提出いただきました、鳥取県で 10 月 30 日に

開催なさる「21 世紀型の新しい消費のあり方を考えるシンポジウム」のリーフ

レットを配らせていただいております。さらに、柿野委員から御提出いただき

ました、消費者教育支援センター製作のリーフレット「私たちの行動が未来を

つくる」を配らせていただいております。委員の方の机の上には 12 月に企画し

ておりますイベントの概要が乗せてあります。最後に渡辺委員御監修の書籍「フ

ェアトレード （１）フェアトレードって、なんだろう？」も配らせていただ

いております。以上でございます。 
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○西村座長代理 それでは第一の議題であります「我が国における倫理的消費

の実態」について議論をしてまいりたいと思います。最初に株式会社デルフィ

スの細田様から「エシカル消費分析」というテーマでお話を頂戴します。資料

２を御参照ください。細田様、15 分程度でよろしくお願いします。 

 

○細田様 株式会社デルフィスの細田と申します。よろしくお願いいたします。

簡単に自己紹介をさせていただきます。デルフィスはトヨタ自動車 100％出資の

広告会社でございます。いま、私はデジタルソリューション部というデジタル

関係の業務についています。ずっとマーケティング畑におりまして、1997 年か

ら発売されたプリウスのコミュニケーションのマーケティングを担当していま

した。その流れでエシカルという言葉に出会いまして、2008 年くらいに消費研

究の一環としてエシカルプロジェクトを会社の中に立ち上げて、いろいろな調

査研究、コンサルティング等をしてきました。昨年は２冊目で「ソーシャル・

プロダクト・マーケティング」という本を出させていただきました。コーズマ

ーケティング専門家の野村先生とフェアトレード・ラベル・ジャパンの事務局

長の中島さんと一緒に書かせていただきましたが、エシカルだけでなくマーケ

ティングに少し寄ったもので、ソーシャルプロダクトが今はどのような状況で

これからどのようになっていくかをまとめてみました。 

 本題に入ります。有名なデータですけれども３ページの内閣府による「社会

意識に関する世論調査」の中で社会の役に立ちたいと答えている人が最新のデ

ータで 66％います。最高値は 2009 年の 69％で、約 70％の人が役に立ちたいと

答えています。非常に右肩上がりで来ていて、21 世紀に入ってからこの傾向が

非常に強くなったと思っています。４ページになります。その傾向を読み解く

キーワードがエシカルだと捉えて我々は研究をしています。2010 年９月にグー

グルでエシカルを検索すると 4.6 万件しかなかったのですが、昨日の時点では

44 万件ほど出てきます。ここ５年くらいの間に検索されて出てくるホームペー

ジが 10 倍くらいになっている状況です。ちなみにフェアトレードは 1,580 万件

あるので足元にも及んでいないのですが、ここ５年くらいで検索ワードとして

エシカルは伸びてきている状況かなと思います。今のところ検索のピークは

2014 年６月となっています。 

 私どもは過去に５回エシカル実態調査を行いました。2009 年、2011 年、2012

年、2014 年、2015 年に全国インターネット調査で 15 歳以上の男女に聞き、回

答者数は 1,100 サンプルとなっています。今のエシカルに対する日本の実情がこ

の調査から伺えるのではないかと思います。７ページになります。エシカルと

いう言葉を提示して、「意味まで理解している」から「聞いたことがある程度」

まで答えた数値は今年の調査で 12.5％でした。キャズムのイノベーター理論に
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よるとアーリーアダプターからアーリーマジョリティに移る時は 16％と言われ

ているので、まだまだアーリーアダプターを超えられず、ずっとこの壁を越え

られない数値の過去平均 12.4％で来ています。８ページでは、認知者に対して

エシカルをどういう言葉だと理解しているかを聞いています。いろいろな項目

を出してマルチアンサーで答えていただいていますが、認知者の 30％くらいの

人が「人権、環境に関わりのある言葉」だと答えています。認知者の３割くら

いは何となく理解していますが、わからないと答えている人も 30％近くいるの

で、認知もそれほど高くなく、まだまだ理解を深めていかなくてはいけないワ

ードだということが読み解けると思います。 

 ９ページ目「エシカル」とは人・社会や地球のことを考えた「倫理的に正し

い」消費行動やライフスタイルを指します、ということを示した上でエシカル

への興味度や実践度を聞いています。10 ページになります。毎年調査をして非

常に残念なのですが、認知率がさほど上がらないと同時に興味や実践が低下傾

向にあります。現在では興味があると答えた人が約 45％、実践していると答え

た人が約 20％になっています。実際にどんなことを実践しているかを聞くと、

レジ袋を断る、電気をこまめに消すという、環境の中でも「省エネ」や「もっ

たいない」に近いのですが、そのような答えが１番多くなっています。それ以

外では環境に配慮した商品を購入するが 45％、被災地にお金の寄付や物資提供

しているが 33％になっています。レジ袋を断るや、電気をこまめに消すという

答えを除いて考えると、お金や時間を使う行為でエシカル消費を実践している

と答えている人の割合が半分から３分の１くらいなので、この割合の人が何ら

かの活動をしていると捉えてよいと思います。 

12 ページは男女別の興味度、実践度になります。エシカルに興味があると答

えた人は先程 45％と申し上げましたが、この調査をやっている５回とも予想通

り女性の方が高くなっています。ただ、割と 10～20 代の興味関心度が高いこと

が伺えます。男性の 10～20 代でも平均値と同じ 39％、女性の 10～20 代では 55％

が興味があると答えています。ここには出ていませんが、男性 40 代は興味関心

度がとても低くなっています。実践度はやはり女性の方が高いですが、若年層

の男性が 18％というのは割と実践をしている方ではないかと捉えています。 

実践の項目ではあえて若年男性とシニア女性の違いを抽出しました。13 ペー

ジになります。平均値よりも 10％以上高い項目をあげていますが、若年男性は

エシカルな取組を行う団体に参画していることや、企業や団体に寄付をしてい

るということで、割と明確なテーマを持って参加しようとしているのではない

かと捉えています。逆にシニア女性は被災地へお金の寄付や物資提供をしてい

ることや、寄付型商品を購入するということで、いわゆるニュースなどに反応

して、例えばこの間の水害が起きました、という所への行動をしているのでは
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ないかと思います。テーマを持って参画している若年男性と今起きている危機

に対して参加しようとするシニア女性と言えるのではないかと思います。 

14 ページはエシカル商品への興味、購入意向です。2009 年から比べるとポイ

ントとしてずいぶん下がっていて残念な結果になっていますが、約４割の人が

エシカル商品やサービスに興味、購入意向があると言えます。15 ページはエシ

カルな商品、サービスを購入した理由になります。似たような商品を買うので

あれば、社会貢献につながる方がよい、環境に配慮する満足感が得られる、子

どもの未来に役立てたいという項目が高くなっています。このデータでも若年

男性とシニア女性で違いがあるかどうかを調べたものが 16 ページになります。

若年男性は世界とのつながりが実感できる、社会全体の利益が大切、世界を変

えられる実感が得られる、ということで、つながりや実感を非常に求めていて

実践しようとしています。シニア女性は似たような商品を買うなら社会貢献、

結果的にコストの低減・削減につながる、資源やエネルギーを無駄にしている

実感がある、ということで、もったいない、次の世代に役立てたいという意識

が強いと考えられます。ここでは書きませんでしたが去年の日経新聞には 1980

年代生まれの若年層はソーシャル世代と名付けられ、つながりや社会への貢献

に非常に関心が高く、行動しようとしているという記事が出ていました。その

記事にこの数字自体が合致している、非常に近いデータが出たのではないかと

考えています。 

17 ページになります。関心のある社会問題として、環境保全活動、子ども支

援活動、高齢者対策が約４割から３割を占めています。18 ページには社会貢献

につながる商品を買わない理由の上位４つをあげました。社会貢献につながっ

ているかわからないから、価格が高いから、欲しい商品で社会貢献につながる

商品がないから、社会貢献につながるキャンペーンの内容をよく理解できない

から、という項目が多くなっています。調査の中には企業に期待することとい

う項目もあります。その中でも社会貢献に取り組んでいる企業に対して非常に

好意が持てる、購入検討にふさわしいという数値も高いのですが、実際に企業

がどういう活動をしているのかよくわからないという数値も高く、せっかく企

業がＣＳＲの一環など社会貢献をしているのにＰＲがうまくできていない、若

しくは隠匿の美ではないですが、よいことをしていても言わないということで、

なかなか生活者の方に伝わっていないのではないかと捉えています。 

今回の調査では先月名古屋が日本で２番目のフェアトレードタウンに認定さ

れたことに対する認知も調べました。フェアトレードタウンという言葉を知っ

ているのは 20％ですが、フェアトレードという言葉が約 50％の認知度なので、

フェアトレードタウンという言葉もできればもう少し認知度を上げていかない

ともったいないと言えます。全国ベースの調査ではありますが、名古屋がフェ
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アトレードタウンに認定されたことを知っているのはたった５％しかいないこ

とは先程のエシカルの認知率と同じですがＰＲや認知理解が非常に足りないの

だろうと自戒反省をしている次第です。以上、今回９月に実施した調査結果を

報告させていただきました。御清聴ありがとうございました。 

 

○西村座長代理 ありがとうございました。次に株式会社コントロール・ユニ

オン・ジャパンの山口様からエシカルラベルについて、資料３に基づきお話を

いただきます。 

 

○山口様 山口と申します。大学院の頃から特にＦＳＣや森林認証についての

研究をし、認証機関コントロール・ユニオンの日本法人もさせていただいてい

る関係で、今回はエシカル関係のラベルについてお話させていただければと思

います。エシカルラベルという総称的なラベルが存在するわけではありません。

エシカルにまつわる様々なラベルや認証についてどのような状況なのかを御紹

介できればと思っています。 

２ページ目、環境社会に配慮したエシカルな機運が高まる一方で現在の地球

上では森林破壊や土壌汚染、子どもたちが働かされている問題等を含めた環境

社会的な問題がなお多く存在しています。一方で、特に日本では朝起きてから

寝るまでの間に私たちが食べるもの、着るもの、使うものといった様々な製品

が輸入や地球の恩恵にあずかって生きているというのがまず背景にあると思い

ます。３ページに環境問題やグローバルコンパクトを載せています。４ページ

では国際的な第三者認証として知られているものを紹介しています。エシカル

ではオーガニックというキーワードが出てくると思いますが、例えば有機では

ＥＵ、アメリカのＵＳＤＡ、日本では農林水産省の有機ＪＡＳのような有機農

業やオーガニックの農業にまつわる認証や、最近では有機だけではなくて、グ

ローバルギャップなど農業に関する認証などもあります。農場の環境社会的な

問題をグローバルギャップの基準で審査するスキームとなっています。水産物

にもＭＳＣ、ＡＳＣという漁業や養殖も含めた水産物が乱獲されずに資源管理

がきちんと整っているかどうかのエコラベルもございます。森林認証にはＦＳ

Ｃ、ＰＥＦＣ，日本独自の認証制度ＳＧＥＣがあり、ＳＧＥＣはＰＥＦＣとの

相互認証のプロセスに入っています。世界ではＦＳＣが森林関連の認証では１

番古くからあり、広く知られています。ロンドンオリンピックの時の調達では

ＦＳＣの指定がありました。 

オーガニックコットンの認証ではＧＯＴＳ、ＯＣＳという認証があります。

エシカルファッションの中ではオーガニックの素材がよく使われています。更

に森林の問題ではＦＳＣだけではなく、インドネシア、マレーシアなどで非常
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にプランテーションが多くなっており、パーム油にまつわるＲＳＰＯという認

証もあり、取得している日本の企業や製品が少しずつ増えてきています。 

いま御紹介した認証というのはいずれも第三者認証のスキームでございます。

日本にも様々なエシカルラベルの分野があると思いますが、第一者の認証なの

か第二者なのか第三者なのか、自称のラベルもあれば取引先に対しての二者監

査などもあれば、独立した第三者の立場で公平に基準に則って審査をするとい

う第三者認証が世界では広く受け入れられています。例えば７ページのＩＳＥ

ＡＬに加入している認証スキーム、森林関連のＦＳＣ、ＰＥＦＣ，９ページの

ＧＲＳというリサイクルの基準もあります。日本はリサイクルの技術等が非常

に長けているのですが、世界ではリサイクルの原料を本当に使っているのか、

確かな証拠があるのかというところでＧＲＳというリサイクルの認証が少しず

つ流行り始めています。その他、オーガニックやリサイクルだけではなく、動

物福祉の要素も含めた Responsible Down Standard、羽毛など、様々な認証が続々

と誕生しています。 

パーム油認証では 10 ページにＲＳＰＯのラベルの例を出しています。12 ペー

ジにはサラヤ株式会社の洗剤や玉の肌石鹸株式会社の石鹸が出ています。パー

ム油の原料だけでなくて更にパッケージにはＦＳＣの認証素材を使用するなど、

１つの認証に取り組んでいる企業が原料や自社で作っている製品だけではなく、

自分達のパッケージや値札など印刷物も含めてきちんとしたものを使いたいと

いうところでＦＳＣの紙や素材を使う企業が最近は増えてきています。 

水産物の認証ではＭＳＣ・ＡＳＣが伸びています。日本では 2020 年のオリン

ピックに向けて調達の条件をロンドンオリンピックの時のＬＯＣＯＧのような

話ではありませんが、どういったものを持続可能な原材料の調達、サプライチ

ェーンの中で環境社会的リスクではないか、という点では水産物においてもオ

リンピックでＭＳＣ・ＡＳＣが取り入れられるのか、様々なところで議論が行

われると思います。資源管理において日本では認証取得件数はまだまだ低いの

で、数年後には外国産のものが次第に増えてしまい、例えば和食で外国産の原

材料を使うということが心配されています。 

 認証とラベルの関係性はわかりづらいところがあると思うので、エシカルフ

ァッションのオーガニックコットンを事例に説明させていただきます。14 ペー

ジのＧＯＴＳはドイツに本部がある団体ＧＯＴＳの認証ラベルで世界的に普及

しています。この認証は世界中で乱立しているオーガニックコットンの繊維の

認証をなるべく共通化していこうということで生まれました。日本でも日本オ

ーガニックコットン協会がメンバーに入っています。世界統一の認証を普及し、

今課題となっている環境社会的な問題も含めて審査が行われます。原料がオー

ガニックコットンというだけでなく、最終製品まで全て審査をするという厳し
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い基準になっています。Textile Exchange という団体が保有しているＯＣＳとい

うロゴの認証は環境社会的側面よりもトレーサビリティが中心で、アメリカの

ＮＰＯでどちらかというとオーガニックの容量を増やしていこう、５％以上で

もよいからブレンドでもよいから、オーガニックコットンを使う企業を増やそ

うということになっています。ＧＯＴＳに比べると少し優しいと言われますが、

そもそも設立の背景や目的が違います。エシカルラベルの注意点としては、ロ

ゴだけを見て厳しい、やり易いなどと判断するのではなく、その基準が持つ背

景、団体が目指している方向性を見ていかなくてはいけないのではないかと思

っています。 

15 ページはＧＯＴＳが出している 12 のポイントになります。16 ページは認

証の仕組みがどうなっているのか、ラベルがどのように作られるのかを示して

います。オーガニックコットン農場の場合、まずＥＵの基準、アメリカのＵＳ

ＤＡの基準等で農場の審査をします。原産地で食べ物と同じように農場の審査

をしてから、そこで摘み取られた綿花を糸にして生地にして最終的な洋服やタ

オルにするところの加工流通過程の全ての審査を、ＧＯＴＳやＯＣＳの基準で

独立した第三者の認証機関が審査をします。コントロール・ユニオンは第三者

認証の一機関ですが、世界中には多くの認証機関があり国やＧＯＴＳなどの団

体に認証機関として認定されています。私どもも毎年きちんと監査しているか

見られています。最終的にチェーンがつながるとロゴマーク付きの製品が消費

者の元に渡る、店頭に並ぶという形になります。ラベルのついた製品はトレー

サビリティも非常にきちんとしていますし、オーガニックコットンを使ってい

るというだけではなく、作っている工場の環境的な問題や社会的な問題も全て

審査員が現地を訪問して調べ、毎年必ず１度は審査をすることで更新されてい

くものになっています。 

17 ページはトレーサビリティと認証商品という形で、認証農家から製造、販

売店舗までを書いています。オーガニックコットンの認証の場合は企業が認証

を取っていますというＩＳＯ的なシステムだけではなく、取り扱う製品につい

ても Transaction Certificate、ＴＣと呼ばれる商取引の証明書で確実に認証製品だ

というものを追っていきます。企業で認証を取っていても 100％オーガニックで

全てのものを製造しているとは限らないので、製品に対するトレーサビリティ

の仕組みがあります。 

 日本国内と海外の現状についてです。18 ページになりますが日本には様々な

ラベルがあります。フェアトレードのラベルもありますし、繊維を事例に取れ

ば、ＪＯＣＡ、日本オーガニックコットン協会は、ここに提示しているような

タグを昔は認証としていましたが、今はファミリータグ、会員のラベルという

形で運用されています。ＰＯＣ、プレオーガニックコットンのマークは認証だ
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と時々勘違いされる方がいますが、株式会社クルックと伊藤忠商事株式会社が、

共同で企画・運営しているプログラムのロゴですので認証ではありません。Ｎ

ＯＣ、日本オーガニックコットン流通機構の認定は日本独自の、どちらかとい

うと書面を中心にトレースしていくもののようで、実際の製品を確認されてお

り、審査員が現地に行って調べる方法や、認定機関も含めた独立した第三者と

いう立場とは少し違った認証のスタイルです。このように日本では多々存在し

ているようです。ＢＣＩ、ベターコットンイニシアティブは、オーガニックコ

ットンが難しいならベターコットンでよいのではないかということでよく出て

きます。企業にとっては取り組みやすいものですが、厳密に言うと第三者認証

ではなく、遺伝子組み換えも大丈夫だったりします。先日エコマークは繊維の

基準を改定しましたが、その際にいろいろなラベルが乱立していてわからない

とよく言われました。 

オーガニックコットンに対する日本政府の対応についてですが、数年前に中

小企業基盤整備機構からオーガニックコットンに係る表示ガイドラインが出ま

した。ここではトレーサビリティの確保を出来る情報を事業者が消費者から求

められた時にきちんと開示できる透明性があれば問題ないということに留まっ

ています。このガイドラインを英訳して世界に出した時には、日本はゆるい、

海外では認められないことなので驚いたという話が実際ありました。逆に日本

は言われることを信じてとてもよいという反面、騙されたり、エシカルウォッ

シュ的なものをどうやって防ぐのかという議論が一方ではあるかもしれません。 

20 ページの写真は私がインドで撮ったものです。左上の女の子は週７日朝か

ら日暮れまでコットンを摘んで家計を支えていました。左下の写真は学校が設

立された村で、児童労働が解消されて夢が広がっている子どもたちがいっぱい

いました。私たちが日常で使うものが原産地でどういう状況になっているかと

いうことについて、日本では非常に見えづらいことは大きな問題ではないかと

思います。 

 海外のＣＳＲを見てみると、ロゴをつけて高く売ろうという感じではなく、

リスクを回避するためのリスクマネジメントの１つとして取り組んでいる企業

が多いです。ＮＧＯのネガティブキャンペーンなどで指摘されてしまった時に

は企業イメージが非常に損失してしまい、製品の不買行動につながってしまい

ます。いつどう言われてもきちんとした原料を使い、環境社会的に配慮した国

際基準でやっているということで製品に任意でラベルをつけている企業もあり

ますし、つけずにいる企業も多くあります。ビジネスモデルの中でどのように

持続的な経営していくのかになります。 

23 ページ。エシカルラベルは市場原理に基づくアプローチであって、国の法

規制というわけではありません。今の環境社会的問題を解決するためにまずは
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生産者がどのような形でものづくりをしているのか、加工流通過程でどのよう

なサプライチェーンがあるのかを知り、消費者に確かなものを、持続可能な原

料、製品を正しく届けることが必要です。そのための一つのツールとしてエシ

カルラベル、ロゴがあります。それを消費者が見て、学び、買うというのがい

いのではないかという話になると思います。 

 25 ページです。ロンドンオリンピックもそうですが、ドイツやオランダの場

合、国鉄の切符がＦＳＣになっていたり、公園の遊具などは全て認証、トレー

サビリティの基準をクリアしているものなどを国が調達するのが当たり前にな

ってきています。消費者がラベルを見て優先的に買う形ではなく、企業側が世

の中に提供していき、政府も優先的に使う傾向があるように思います。 

最後に、エシカルとライフスタイルということでは、様々なエシカルのラベ

ルはどれもラベルを保有している団体が環境や社会のいろいろなべクトルで基

準を設けています。その基準に則って適正な形で出来ていればラベルを付けら

れるのが主な海外での傾向です。 

 エシカルラベルの日本における検討課題としては、ラベルの設立背景や、ラ

ベルが自称なのか、第二者認証なのか第三者認証なのか、企業のイメージロゴ

なのか、利害関係があるのかないのか、というところできちんと信頼性や透明

性を検証する必要があると思っています。チェック体制や認証プロセスがどの

ようになっているのかについても検討が必要です。ロゴは任意なので売るため

にロゴを付けられないなら取り組まない、という企業の話も聞きます。どうし

てもオーガニックやフェアトレードという要素がエシカルのイメージが強いよ

うですが、海外だけではなく国内においても繊維などは分業なので後継者がい

なくて苦労されている企業も多々あります。企業はエシカルな活動や製品を社

会に提供し、できれば信頼のおけるラベルをつけ、私達消費者は賢い選択のた

めにきちんと情報を共有していかなければなりません。海外から来るロゴは英

語ばかりでわかりづらいということもありますので、情報や普及啓蒙活動はも

う少ししていかないといけません。消費者の立場では自分なりの基準を持ち、

どういうものが欲しいのか、想いと行動が矛盾しない生き方に繋がるためにエ

シカルラベルを通じた消費者教育と啓蒙を併せてしていくことが大切なのでは

ないかと思っています。 

 

○西村座長代理 ありがとうございました。それではお 2 人に対する御質問等

がありましたら、お願いいたします。 

 

○河口委員 細田氏のデータでエシカルに対する興味や実践に右肩下がりの傾

向が出ているということですが、それはどのように分析されているのですか。 
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○細田氏 調査をしていて残念な数字だと思っている。数字から読み解いてい

るとは言い難いので私の個人的な感覚になりますが、興味があると答えている

人はわりと広範囲にかつ深く興味関心があって消費行動をしているのではない

かと思っています。逆にそこまでいかない人、ノンポリではないですが中間に

いる層が漏れてきている感じがあります。そういう中間層が 3.11 も何となく喉

元を過ぎてしまったという感覚と同じように、全般的に少しずつ低下傾向を招

いているのではないかと思っています。 

 

○島田委員 細田氏に質問だが、エシカルやフェアトレードの認知度は地方と

都市部では全然違うと思うのですが、地域差をデータとして捉えているのです

か。 

 

○細田氏 地域差は出していませんが、地域差はかなりあるのではないかと思

います。サンプル数について、首都圏と地域で取れると思うが、少なくとも都

心の方が間違いなく認知度が高いです。少し脱線しますが、最近サードウェー

ブコーヒーというスタバの次のコーヒーがありますが、それを好んで飲む人た

ちをサードウェーブ男子と名付けています。サードウェーブ男子は生活を丁寧

に生きており、この手のことに関心が高いということがあります。この調査に

は３％くらいのサードウェーブ男子と思われる人がいますが、その人たちのエ

シカル認知率は倍以上あります。サードウェーブ男子は多分都会にしかいない

と思っているのですが、そういう意味での住む地域によって意識の高低はかな

りあるのではないかと思います。 

 

○潮谷委員 細田氏と山口氏双方の御発表で、エシカルラベルの検討の課題は

とても大きな要素を含んでいると思いました。それで細田氏にお願いですが、

次の段階の消費分析の中でエシカルラベルについても分析の対象となるような

設問があると傾向的なものがわかってよいのではないかと思いました。 

 

○阿部委員 エシカル消費への興味や実践が減っているのは何故かなと思って

いるのですが、メディア等で社会関心事として取り上げられるとその時は取り

組むけれど、飽きっぽいということで関心や意識が持続しないのではないかと

思っています。男女別の関心度では 60 代男性の関心が高くなっています。様々

な地域に環境教育で行くと、今までは企業人で関心を持つ余裕がなかったけれ

ど、60 代になってリタイアして世の中のことを考えてみるとすごくやらなくて

はいけないことだということで、集まってこられる 60 代の男性が多くなってい
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ます。関心があるけれどどうしたらいいのかわからないことが、実践している

人が少ないというデータに表れているのではないかと思います。私の経験から、

可能性として若い世代とリタイア組のシニア層の両方がターゲットとして非常

に有効ではないかと思っています。 

 

○嶋田委員 山口氏に質問です。エシカルラベルのロゴが乱立しているという

話がありましたが、乱立を規制したり統一するという動きは国内や海外である

のでしょうか。 

 

○山口氏 なるべく共通化・ハーモナイゼーションをしていき、皆が共通で使

いやすいように足並みを揃えていく傾向があるかと思います。一方で設立の背

景や求めるものが違うとどうしても一緒にやっていくのは難しいところがあり

ます。例えばＧＯＴＳは環境社会的なものを非常に見るので、アメリカのＴＥ

が運用しているＯＣＳの方では敢えて入れないという形になっており、同じも

のを作らないようにする傾向はあるかと思います。 

 

○西村座長代理 それでは２つ目の議題、「倫理的消費を広く普及させていく上

での課題と対応」に移ります。伊藤委員、島田委員、河口委員に発表していた

だき、議論していきたいと思います。最初に伊藤委員から「川崎市の環境産業

の取組とＫＩＳ事業の展開」ということでお話いただきます。資料４になりま

す。 

 

○伊藤委員 川崎市の経済労働局長の伊藤と申します。環境と福祉の取組に関

して、行政と企業が一緒になって作っていく製品について御紹介します。 資

料４の１ページを御覧ください。現在の川崎市は産業・研究開発都市として注

目を集めています。その１つ目は発電・エネルギー分野ですが、新エネルギー

で 630 万キロワットの発電を行っています。２つ目はエコタウンで、リサイク

ルプラントの集積地として評価されています。３つ目として羽田空港の対岸と

いうことでライフサイエンス分野のクラスター集積地があります。原点として

60 年代から引きずってきた公害問題をいかに克服し、川崎のイメージを変えて

いくのかが私たちの一番大きな課題でした。本日の主役は２つ用意してありま

す。１つはリサイクルプラントから生まれたトイレットぺーパーで、もう１つ

は日本で一番大切にしたい会社と言われている日本理化学さんが障がい者と一

緒に作っているチョークについて御紹介します。 

２ページからは川崎の紹介があります。10 ページには東日本大震災後、発電・

エネルギー分野で注目されている川崎臨海部の主な発電施設をまとめています。
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太陽光、風力、バイオマスという新エネルギーのショーウィンドウと言われる

ような場所で、全体で 630 万キロワットの発電を行っています。エコタウン、

環境技術に関する取組を 11 ページにまとめています。環境技術に関する取組と

いうことでリサイクルプラントがあります。プラスチックをアンモニアに変え

るプラントやペットボトルを原料の樹脂に戻し再度ペットボトルにするという

半永久的な製品技術を持っているプラントがあります。12 ページ以降からはバ

イオ・ライフサイエンスに関するクラスターについての紹介をしています。次

に 15 ページを御覧ください。ナノ医療イノベーションセンターでは東京大学の

木村先生、片岡先生を中心にしてナノレベルのがんを駆逐するマシンの開発に

取り組んでいます。すでに人体による治験も最終段階に入り、がんとの最終戦

争と呼ぶ面もあります。今年１月にＮＨＫの「ＮＥＸＴ ＷＯＲＬＤ 私たち

の未来」で紹介されました。 

18 ページを御覧ください。灰色の川崎ということで 60 年代の深刻な公害問題

状態時の川崎の街になります。高度経済成長時代をけん引する中で、急速な環

境悪化、大気汚染や水質汚濁などの甚大な公害を発生させた時代になります。

この時代からずっと私たちは川崎のイメージをどう変えるのか、川崎の力をど

うやって引き出すのかを課題としてきました。19 ページには公害を発生させて

いる企業の隣で子どもたちが遊んでいる写真があります。気管支喘息、慢性気

管支炎などの大きな問題が生まれた時代でした。その中で 20 ページのように公

害問題を乗り越える努力をしてきました。 

21 ページは臨海部で生まれてくる１つの製品、トイレットペーパーを取り上

げています。地球環境にやさしい持続可能な循環型のまちを実現ということで、

市民が分別をし、トイレットペーパーを作っていきます。臨海部にあるプラン

トを使いトイレットペーパーを再生していくわけですが、22 ページに川崎エコ

タウンの概要があります。1997 年に通商産業省（当時）からの承認を受け、デ

ンマークのカルンボー工業団地に学びながら、Ａ社の排出物をＢ社が利用し、

Ｂ社が使った排出物を更にＣ社が利用するというゼロ・エミッションという旗

印を掲げています。24 ページには、川崎エコタウン、高度な資源リサイクル施

設の集積があることを御紹介しています。25 ページは川崎エコタウンでの連携

の状況で、左から右に向けて、非鉄金属屑、廃家電、廃プラスチックなどの様々

な廃棄物を資源に変えていくということを川崎のリサイクルプラントで行って

います。 

その中の１つ、エコタウンの中にある川崎ゼロ・エミッション工業団地を 26

ページで御紹介いたします。先導的な施設である三栄レギュレーターが行って

いるトイレットペーパーです。27 ページを御覧ください。ミックスペーパーの

資源化処理ということで、中核施設である三栄レギュレーターのプラントを紹
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介します。古紙に資源があるということで、川崎市民が分別したミックスペー

パーなどを原料として使っています。右上の記載にありますよう、通常、紙は

水を大量に使うので富士山の麓などに施設が多くありますが、川崎の場合は下

水処理場の処理水を使用しています。原料は市民が集めたもの、水は市民が使

った下水を処理したもので展開しています。結果としてトイレットペーパーに

再生し、紙の中に入っているいろいろなもの、例えばバインダーの鉄などは製

鉄の原料として利用し、焼却灰はセメント原料として近くの企業が使うという

ことで、全てをリサイクルするということを実現しています。28 ページにミッ

クスペーパーの分別収集・資源化処理の流れをまとめてあります。29 ページか

らは環境教育・普及啓発の強化ということで、出前ごみスクール等によって市

民の人たちに紙を分別することがいかに環境に優しい製品になるのかを紹介し

ています。また 30 ページでは環境教育のもう１つとして、実際に川崎のプラン

トを見てもらうということで、メガソーラー等様々なものを見ていただいて感

じてもらうということを行っています。 

31 ページ以降は写真でミックスペーパーになるまでの流れをまとめています。

33 ページを御覧ください。ミックスペーパーの分別収集が川崎市全体で行える

ようになりました。家庭ごみの中で紙が占めている部分は相当大きいです。そ

の中で新聞紙、雑誌、段ボールを抜いたものがミックスペーパーと言われてい

るものですが、それを全て分別したことになっています。34 ページを御覧にな

ると、その結果として普通ごみが極端に減り、ミックスペーパー、プラスチッ

ク製容器包装等が分別資源として現れています。その成果が 35 ページ、36 ペー

ジにまとめてあります。分別の結果として川崎市に今まで４つあったごみの焼

却場の３処理場体制化を実現できました。36 ページの右下に絵がありますが、

４つのごみ焼却場のうち１つを休止・建設中として他の３つを稼働しています。

リサイクルプラントと市民の協力によって商業用としてのトイレットペーパー

が売れていく面もありますし、ビジネスとして行政と企業が関連しながら新し

い動きを作っていく一例になると思っています。 

37 ページは、もう１つの主役のチョークの紹介です。住み慣れたまちで、誰

もが自立して楽しく安心して暮らせるためにということで、チョークを作る会

社と川崎市の関係について御紹介します。 

38 ページにかわさき基準（ＫＩＳ）とあります。川崎市では利用者のニーズ

と事業者のシーズをマッチングして新しい福祉制度を作っていく仲介をしてき

ました。そのための基準が、かわさき基準（ＫＩＳ）、川崎イノベーションスタ

ンダード（Kawasaki Innovation Standard）というもので、スウェーデンの福祉の

基本方針や理念に学びました。自立支援を基本に８つの理念をベースにしてよ

り具体的な基準とし、川崎市がＫＩＳという認証を行います。認証する場合に
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はリウマチ友の会、全国脊椎損傷者連合会といった全国レベルの障がい者団体

と連携をしながら、実際に使っていただいて評価を受けた上で私どもが決定を

します。日本中のあちこちから川崎市に製品が送られてきて、評価をするとい

う形になっています。39 ページには福祉に関する製品を支援する仕組みをまと

めてあります。40 ページは実際のかわさき基準として認証したものになります。 

41 ページでは、テレビ東京「カンブリア宮殿」で話題となり、日本で一番大

切にしたい会社として有名な日本理化学工業さんを紹介しています。昭和 50 年

9 月に心身障害者雇用モデル工場第１号として工場開始をするところからずっ

と川崎市と二人三脚で新しい製品づくりを手掛けてきた面があります。マーカ

ーの固形化であったり、チョークにしていく場面であったり、いろいろなもの

に関して私どもが推薦し賞を取ってきました。42 ページにあるのがダストレス

チョークでホタテ貝から生まれたチョークですが、43 ページから 44 ページで説

明しています。45 ページではキットパスという、ホワイトボードに描けるよう

な新しい製品を紹介しています。 

46 ページにこの会社の基本的な理念をまとめてあります。障がい者雇用の取

組ということで、一人一人の障がい者が一生懸命働くことができる環境作りを

行っています。この会社では全体の 70%以上が知的障がいのある社員です。全

社員 73 名中 54 名が知的障がい者で、障がいのある社員がいかに働きやすいか

という観点で作業方法の工夫、改善を行い、環境作りに努めてきました。47 ペ

ージは大山会長の言葉ですが、人間の究極の幸せは人に愛されることであり、

人にほめられることであり、人の役に立つことであり、人から必要とされるこ

とである、とあります。働くことで障がい者がそのような幸せを得ることがで

きると説明しています。障がい者一人一人が働く場を得て、世の中に必要とさ

れる存在だと思われる、という思いがこめられたチョークが障がい者の手によ

って大切に作られています。 

以上、作り手側からの環境と福祉で、行政が民間企業と共にビジネスの場面

での製品づくりの後押しをしている紹介をさせていただきました。 

 

○西村座長代理 ありがとうございました。それでは引き続きまして島田委員

から倫理的消費を広めるための課題と対策について、資料５に沿って説明をい

ただきたいと思います。 

 

○島田委員 倫理的消費を広めるための課題と対策ということですが、まず倫

理的消費の定義を明確にする必要があります。私の考えとしては、社会の一員

であることを自覚し、責任感と他者への思いやりを媒介として商品・サービス

の購入・使用・廃棄ということに結びついていくことではないかと思います。
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消費者教育推進法の制定に関わってきた関係もありまして、消費者市民社会と

の関係を整理することも必要かなと思います。消費者市民社会の定義でもいろ

いろな議論がありますが、一言で言えば消費者教育推進法にもありますように、

「消費者の行動が作り出す公正で持続可能な社会」となります。２ページにあ

るように、倫理的消費とニアリーイコールな関係にある持続可能な消費と、消

費者被害のない公正な社会を、消費者の社会参画によって作り上げようという

ことになります。倫理的消費は消費者市民社会の重要な要素して位置づけられ

ます。 

なお、定義の中にある責任感というのは社会の一員としてのそれであり、消

費者被害についてよく言われるところの自己責任とは全く別のものになります。 

こうした消費を広めるための課題ですが、先ほど紹介されたイノベーター理

論では 16％という数字がありましたが、正規分布のグラフを４つに分けた結果

計算された基準の数値ですので、ざくっとした数値と考えてよいと思われます。

ですので、おおよそ 20%弱の人が行動的になってくれれば、もちろん背景とし

て共通の興味・関心の素地が必要になってきますが、社会が変わっていくと考

えています。我々は通常、社会が変わるか否かを考える時に、最も変わりにく

い人を念頭に置いて社会は変わらないとしばしば言ってしまいますが、このよ

うに考えますと社会を変える要素は手近なところにあるのかもしれません。い

ずれにしても素地をしっかり広げていくこと、主体的に行動できる人をつくり、

その場を提供していくことが課題になると思います。 

 素地というところで、４ページのグラフは世界主要国価値観データブック、

25 か国 34,500 人のアンケート調査になります。人生で大切にしたいことは何か

という質問に対し、各国共通で人の役に立つこと、人を助けて幸せにすること

と答える人がかなりいます。日本の数値でも人を助ける、環境に配慮するとい

うところが多くなっています。５ページのグラフは国民生活白書平成 20 年版で

すが、消費行動で世界が変わると思うかという質問に対し、思うと答えた人が

約６割という数値になっています。６ページは震災後の 2013 年３月国民生活セ

ンターの消費生活動向調査ですが、社会・環境を変える消費行動をしているか

という質問に対し、震災前からしている人が 29.0％、震災後からするようにな

ったという人が 33.3％となっています。先ほどのデルフィスの数字との違いが

どこにあるのかと考えるのですが、１つは震災後するようになったという部分

での地産地消の影響が大きく、節電も入ってきますが、そういったところも違

うのかなと思っています。アンケート結果は倫理的消費を広げる素地が十分に

あることを示しているのではないかと思います。 

素地を活かしながら具体的に行動を起こす人をどのように増やしていくかで

すが、倫理的消費、エシカル消費のイメージをわかりやすく伝えることが必要
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だと思います。第１回の会議で倫理的消費というと非常に硬いのでエシカル消

費というのが柔らかくていいのかなという話をしましたが、それだけではわか

りにくいので、地域思いやり消費、人々思いやり消費、地球思いやり消費とい

う３つの分類を提案しました。「人々」という言葉を社会、「地球」という言葉

を「環境」に置き換えても構わないのですが、あえて「人々」というわかりに

くい言葉を使ったのは、社会や環境という顔のない存在よりも人々という顔の

ある存在の方に人は共感しやすく、それが行動のモチベーションを生みやすい

ところに着目したという理由からです。 

８ページになります。「思いやり」か「おかげさま」かというネーミングに関

しての話です。「思いやり」とは外部の存在に対して気遣いをするニュアンスの

言葉で、「おかげさま」というのは自分が帰属している社会から恩恵を受けてい

るという責任感に通じる言葉だと考えられます。冒頭に述べた倫理的消費の中

の思いやりと責任感のうち、責任感につながるのが「おかげさま」ではないか

と思っています。消費者が社会の役に立つ消費を行う動機として「思いやり」

と「おかげさま」はいずれも大変大事で、特に「おかげさま」と結びついた責

任感こそが行動を持続させるためにはとても大切ではないかと思われます。し

かし一方では、現代の社会の中で自然や社会への帰属意識が希薄化し、消費の

私的側面がこれまで強調されてきた経緯があります。多くの消費者がいきなり

社会との関係を意識してというところまでは行きにくく、そういう中で「おか

げさま」と言われてもピンと来ないという人もいると思います。そういう意味

では「思いやり」の意識が入口としては取っつきやすいところで、ネーミング

として用いるのは「思いやり」の方が妥当かなと思っています。 

 地域、人々、地球という思いやりの対象に基づく分類だけでは、具体的にど

ういう消費行動が思いやりにつながるのか、倫理的と言えるのか、いま一つイ

メージしにくいところがあります。もう少しわかりやすくしようと考えてみま

したが、３つのテーマが大きなポイントとしてエシカル消費の中にあるのでは

ないかと考えています。１つは「資源、環境、生態系の有限性」、地球は１つだ

という意識をしっかり持とうということです。それから「安さ、便利さ、早さ

のコスト意識」、そして「消費は投票」という考え方です。これらの概念はレベ

ルが違うので９ページのような図にするのがよいかどうかわかりませんが、消

費は投票という意識をベースにして、どういう観点から投票すべきかという価

値観が２つあることを表しています。 

10 ページの図は今の先進国の消費者が享受している消費生活を地球全体の

人々が享受しようとすると地球があと２個余分に必要だということを示してい

ます。私たちは、地球の裏側の人々が使うべき資源、あるいは次世代の人々が

使うべき資源まで使いすぎています。これをスリム化というか、スマート化し
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て次の世代にも豊かな地球を引き継ぐことが私たちの責任であること、持続可

能性の考え方を非常によく示した図になっています。11 ページの写真は、一昨

年４月にバングラデシュで発生したファストファッションと呼ばれる比較的安

いアパレル商品を生産する工場が集中していた建物の倒壊事故です。経済のグ

ローバル化の効率化が極限まで推し進められると、極めて不合理で地球全体の

持続可能性からすると極めて非効率な状況をもたらします。したがって、エシ

カルということが、地球の持続可能性という観点からすれば大きな付加価値を

持っていることを消費者が理解し、安いからと言ってこのように大きな惨害を

もたらす消費を行わない意識を持つことが非常に大事だと思います。 

 この価値観をどのように社会に広めていき、社会的に行動できる消費者を生

み出し、活動の場を作っていくのか、一番大事な部分についてです。１つには

教育、啓発の重要性があると思います。とりわけ未来を担う子どもの教育が重

要なのは言うまでもありません。現在中央教育審議会でもアクティブラーニン

グを取り入れた実践的な学びを重視した学習指導要領の改訂が議論されていま

す。次世代の消費社会を担う子どもたち、若者たちが実践的な行動力を身に付

けられるようにする必要があります。そのためには小学校から大学まで年代に

合わせた取り組みやすいテーマを選定し、それに関わる問題状況を整理した資

料集や、解決に向けた取組に沿った具体例を整理した資料集のようなものを作

成していくことが現場での教育を支援していく上で大変重要だと考えられます。

世界ではユネスコが発表した youthXchange（ユースエクスチェンジ）、ＥＵの発

表したヨーロッパダイアリーなど消費者教育のための優れた教材が発表されて

います。日本でも西村委員、柿野委員らがお作りになった先生のための消費者

市民教育ガイドがありますが、こうした事例を参考にしながら、先生方が使い

やすい資料や教材の整理を進めていくことが大変重要であろうと思います。 

取り組みやすいテーマは年代によっていろいろあると思いますが、若い頃か

ら取り組むことが大事で、現在多くの小学校で例えば給食の残食ゼロ活動が取

り組まれています。こういった小学校から取り組む課題もたくさんあります。

12 ページの①②に関する資料が整備されていれば子どもたちが自分たちの置か

れた条件の中で何ができるのかを具体的に議論しながら行動を考えていけると

思います。③の部分になりますが、単に学ぶのではなく実際に行動に移してみ

ることが何よりも大事です。フェアトレードを学んだ学生たちが近くの商店や

チョコレートメーカーに連絡をして、フェアトレードの普及をお願いするとい

う事例が各地で生まれています。本日、消費者教育支援センターの柿野委員か

らお配りいただいている「私たちの行動が未来をつくる」という冊子にも、企

業に声を届けようということで手紙を書く子どもたちの例が載っています。 

 こうした生き生きとした学校教育を核としながら、様々な地域の取組が展開
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されることが非常に大事だと思われます。地域の取組はいろいろあると思いま

す。持続可能な社会を作ろうという取組では、小さな町のおばあちゃんたちが

着物のリサイクルに取り組み、それを地域の高校の文化祭に持ち込んでもった

いないというリサイクルの考え方を子どもたちに伝えていくという活動もあり

ます。こうした様々な地域の活動を共有できる場を作りながら学校教育に生か

す、また学校の子どもたちの学びによって地域自体が元気になっていく、とい

うことも大事かなと思います。先ほど 40 代の意識が非常に低いという話があり

ましたが、40 代は逆にいうと子育て世代になります。子どもたちがしっかり学

んで、家族で議論をして考えていくと 40 代の底上げにもつながっていくと思い

ます。 

国際的にも世代を超えた学びがこの分野では大事だと言われています。例え

ば各地の大学にあるフェアトレードサークルの学生が高校に出かけていってフ

ェアトレードの取組を実際に紹介するということも行われています。地域の取

組を共有できる場としてＥＳＤの協議会が各地で取り組まれているようですが、

そうした場を活用したり、消費者教育推進法で消費者教育推進地域協議会を作

ることが定められているので、これを活用して情報交換を行うことも考えられ

ます。 

13 ページの社会全体に向けたプロジェクト・キャンペーンですが、エシカル

という幅広い概念の中での最初の仕掛けとしては具体的にテーマを絞って誰も

が行動しやすいものを提起していくと、プロジェクトが非常に大きな力を発揮

するのではないかと思われます。消費者教育推進会議が作られていますが、そ

の中で消費者に向けた情報伝達のあり方としてプロジェクトの有効性が議論さ

れていました。 

 対策の最後が 14 ページあるエシカル消費に関するコンクールやフェスタの開

催です。コンクールに関してはエシカル消費の具体的な内容をもう少し詰める

必要がありますが、学校や地域の学びの成果を発表する場を与えることで学習

活動のモチベーションを高めることができますし、エシカル消費の宣伝にもな

ります。例えばエシカル消費を訴えるビデオ作品を募集する、あるいはプレゼ

ンテーションのコンテストを行う、そのプレゼンテーションをビデオ化してイ

ンターネット上で配信するということで、宣伝媒体作りにも役立つかと思いま

す。ＰＥＲＬという持続可能な消費の教育に取り組んでいる国際的な団体があ

りますが、大会のたびに持続可能な消費のビデオコンテストをやっていて面白

いビデオが集まっています。フェスタについては、地産地消フェアでは新鮮で

安全な商品が買えるというメリットを生かしつつ枠を広げ、地域のフェアトレ

ードやオーガニックの商品を扱う事業者にも出店してもらったり、地域の障が

い者団体の商品を紹介したりすれば、消費が社会的な影響を与えることができ
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る重要な投票行動だと消費者に知ってもらう機会にできるのではないかと思い

ます。消費者庁としても全国各地で年に１回フェスタを開催するなど、地方の

取組を支援していくことが検討されるべきではないかと思います。 

 

○西村座長代理 ありがとうございました。最後に河口委員お願いします。 

 

○河口委員 消費は何かというところから入りたいと思います。エシカル消費

の底流にあるものは何かを考えてみないと今後どうなるのか理解できないとい

う問題意識があります。３年前に持続可能な消費について調べたことをベース

に、その背景を御説明し、浸透させていくための提案をさせていただき、そこ

ではネーミングも大事なのでそれをどう考えるかもお話します。 

資料６の２ページ、経済の仕組みの中で、倫理的消費をどう位置付けたらよ

いかについてです。認知度が減ってきたという話もありますが、倫理的消費が

何のために出てきたのかをもう一度理解するのが大事かなと思います。倫理的

消費は単なる流行ではないだろうと考えますが、今のマーケティング、小売事

業者は流行っているからエシカルもやらなくてはという側面もあるようにみえ

ますので、流行だけではなく構造的に違うということを理解した方がよいかな

と思います。そしてエシカル消費は生産と消費システムの大転換の兆候の１つ

ではないかと考えます。実は倫理は消費以外の経済活動ではすでに広がってい

ます。ＣＳＲは企業の倫理的行動と言えますし、ＳＤＧｓから始まって紛争解

決というのは国の倫理的活動だと考えられます。金融の倫理的活動としては社

会的責任投資があります。 

この中で消費者をどう位置付けるかについて３ページになります。図のサイ

クルの中で生産の現場、企業側がエシカルの形で生産を変えていくとしたらそ

れを消費者がどうやって受け取るかです。外側はモノの流れ、内側にはお金の

流れがありますが、そこで金融はどういう評価をしてお金を回しているのか。

儲かればいいという話もありますが、社会的責任投資の考え方では社会に責任

を持つような企業や生産のあり方にお金を投資していこうという発想になって

います。ただし消費者がそのようなエコやエシカルなものを買わないとこのサ

イクルは回りません。いかに企業と投資家と消費者が組んで大きく回していか

なくてはいけないかということでエシカル消費を捉えていきます。エシカル消

費は単なる消費者だけの現象ではないということで、三位一体で考えていく必

要があります。 

４ページは、そもそも消費とは何かについてです。消費は実はすごく新しい

概念で、今の消費者としてイメージできる歴史は 150 年にも満たないものです。

「大草原の小さな家」というアメリカのテレビドラマがあります。大草原の中
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で自給自足をしている家族の話で、西部開拓時代は乳を搾り、着るものも自分

で作るのが当たり前でした。石鹸など自分で作れないものを街の雑貨屋さんで

牛乳と交換するという暮らしはアメリカでも当たり前、当然日本でも似たよう

な暮らしをしていました。今のように何でも買う消費者という存在、金さえあ

れば必要なものが手に入るという暮らしは戦後ここ数 10 年のことになります。

例えばお茶も 20 年くらい前はペットボトルで買うものではありませんでした。

今は消費の範囲がすごく広がっています。４ページではいかに消費を作ってい

く仕組みが出来上がったかを載せています。基本的には大量生産技術、大量輸

送技術、パッケージの技術、法整備、通信技術、広告メディアといったものが

複合的に絡まって今の消費の形態ができていますが、この仕組みは 150 年くら

いの歴史しかありません。 

５ページでは産業革命以降から現在、将来に渡って、我々人間はどういう癖

というか性向があるのかを示しています。産業革命直後は自給が多かったので

緑のパートが多いですが、段々にものが買えるようになり黄色から赤になって

います。将来にかけては新たな自給や持続可能な消費が増えてこなくてはいけ

ないと思っています。基本的に 19 世紀前半までは共同体を中心としたほぼ自給

の生活でした。自分たちが営む暮らしに必要なものは自分たちの社会の中、顔

の見える範囲で賄っているので、自分はお米を作るから魚をもらうといった生

活でした。一方的な消費者や一方的な生産者はほとんど存在しえなかったので

はないかと思われ、それぞれは共同体の中でのお互いの顧客という存在だった

と思います。今の大量生産消費社会というのはこれを崩壊させて企業と個人を

分断し、金さえあればもののやりとりができるようになり、心理的にも物理的

にもモノの生産から消費を分離してしまいました。消費者はお金さえあれば街

に行って好きなものが手に入り、地域の共同体に対して責任を持たなくてもい

い存在になっています。昔は地域共同体の中では責任を持たなくてはならず、

例えば山菜を取りすぎたら来年取れなくなり皆に迷惑がかかります。川を汚せ

ば皆が魚を捕れなくなります。自分の暮らしで使うものは使う範囲内でしか使

えないという存在であったのが、共同体から分断され、生産の現場を知らない

今の消費者という形になりました。最近のエシカル消費はこれに対する反動が

出てきているのではないかなと見ています。大きな変化として 3.11 後の意識の

変化という話がありました。先ほどのデータでは興味のある人の比率が若干減

っているというお話がありましたが、長期的に見たら決して減ってはいないと

いう気がします。最初の 2009 年の 50 何％というのが少し高すぎるという考え

方もあるのではないかと思います。国際的な枠組みを見るとＳＤＧｓのターゲ

ット 12 には持続可能な生産消費形態というのが入っています。世の中の社会の

仕組み自体を大きく変えなくてはいけないというもので、国際社会の合意では
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ないかと思います。 

６ページですが、昔の暮らしはどういうものかを簡単にイメージしました。

お百姓さんの暮らしは田植えをし、水管理や草取りをして収穫をします。そこ

では当然お米が得られるわけですが、藁で草鞋を作り注連縄も作ります。草鞋

は使えなくなったら翌年田んぼに返すという循環になっていました。消費と生

産の局面が複合的に絡みながら自分たちに必要なものを作って暮らしていたの

が昔の仕組みでした。これに対して今の仕組みを示したのが７ページになりま

す。今の仕組みは直線で分断されています。原材料があって、ものが作られ、

市場で売られていますが、誰がどういう形で作ったかは知らなくても済むので

値段や見た目だけで判断して買います。７ページの図では、消費者は市場と行

政・企業の間の青で囲われた短いところだけで自分が１番いいと思えるものだ

けを買えばよいと教えこまれた存在になります。実際にものを作るためには上

流行程があるのですが、消費者には上流行程が見えないので商品を作るために

どんな無茶があったかというところに思いが至りません。上流工程が見えてく

るとさすがにまずいのではないか、児童労働させて本当にいいのかということ

になってきます。児童労働の現場も遠いバングラデシュだったりするので感じ

ないわけで、隣町あるいは自分のおばさんなど関係のある人であれば、普通は

そんなひどいことはさせらないという気になるでしょう。しかし、そのプロセ

スが分断されてしまったために消費者にはわからず、上流工程が暴走すること

になったのではないかと思います。 

どうすればいいのかということで９ページになりますが、上流行程と下流行

程から消費者を分断しているものを取り払い透明化します。消費の行程ともの

の生産が見える形にします。ラベル制度もそうですし、サプライチェーンをど

う解決するかもそれにつながると思いますが、見せていく仕組みが大切だと思

います。使った後の廃棄のところでも川崎市の話は大変面白かったのですが、

エシカル消費は買うだけではなく、使い終わってから最後までどうやって面倒

を見るかというところもすごく大事だと思います。廃棄までがどうなっている

のかプロセス全体を理解し、自分は消費というプロセスを担っているが上流行

程にも影響を及ぼすということを理解してもらう、こういう動きがエシカル消

費の背景にあるのではないかと思います。 

若い人はつながりを大事にしているという話がありましたが、７ページのよ

うに分断された消費者というのは人として居心地が悪いのではないでしょうか。

分断された消費者の歴史は 150 年くらいしかなく、それまでは自分の食べるも

のや着るものはある程度わかっている範囲の中で手に入れていました。薬も富

山の薬売りが持ってくるような形で暮らしていました。わかっている範囲内で

暮らしていたのに、わからない人が作ったものを食べるという仕組みに変わっ
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てきたために生理的に落ち着かないということがあって、若い世代の人たちは

そこをつながりたいと考えているのではないでしょうか。自分の暮らしは根無

し草的ではなくて、どこかでコミュニティとつながっていたいという潜在的な

欲望があるのではないかと考えます。グローバルビレッジみたいな感じでつな

げるためにはフェアトレードのような仕組みもあるし、ラベルという仕組みも

あるし、地産地消という仕組みもあり、いろいろな形がありますが、グループ

の中でつながるという仕組みをどう構築していくかだと思います。 

先ほど、思いやりかおかげさまかという話がありましたが、そうやって考え

てみると消費者には上流行程もなければ下流行程もないので、おかげさまとい

う方がいいかなと思います。私たちは日常生活であまり理由もなくおかげさま

でと口にします。おかげさまという言葉には誰かのおかげさまでという感謝の

気持ちがあります。思いやりも悪くはないですが消費者の上から目線みたいな

感じもするので、おかげさまがいいかなと思います。エシカル消費というのは

根本的に分断された生産者と消費者をつなげていく１つの過程であり、その兆

候だと理解しています。 

８ページ、エシカル消費の浸透に向けてどうしたらよいかですが、多段階、

同時多発的に行う必要があります。消費者ツールや教育ツールを使うのもすご

く大事なことだと思いますが、生産者サイドと消費者サイドへの働きかけをす

るのがいいかなと思います。そして中小企業と大企業でも若干違うのではない

かと思います。中小企業で特にこだわりのエシカル商品を作っている会社にで

きることというのは、デザインは二の次のエコ商品からデザインもストーリー

もおしゃれなエシカル商品へということになります。こういうところで話題に

なってくるマザーハウス等、いろいろファッショナブルなアイテムを作ってい

るところがありますが、基本的に大企業というよりは、それを以て起業した中

小企業が多いので、こういったソーシャルビジネス的なところを支援し、より

エッジの効いたエシカル商品を作ってもらうのがよいと考えます。そうしない

とお店に行ったけれど何かピンと来るものがないということになり、盛り下が

ってしまうことになるので、やはり魅力的な商品を多段階で作ってもらう必要

があります。これは海外の開発もあるし地産地消系もありますが、上流の人に

対し、いかにおかげさまが大事であるということを価値観に持ったような商品

をもっと増やしていくことが重要だと考えます。とにかくいろいろなジャンル

を増やしていくことが必要かなと思います。 

大企業は、量産しないといけないし、品質も安定しないといけないというこ

とで、認証制度のようなラベルが大事ではないかなと思います。大企業による

取組は広報や広告効果も非常に大きいので、そのあたりも認証の仕組みは必要

だと思います。大企業の場合、認証マークをつけると高くなるから売れないか
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らみたいな話もあるので、企業と品目と話す相手によって対応を変える必要が

あります。ＭＳＣの魚の話がありましたが、日本産の魚はどんどん減っており、

例えば、すでに金沢名物のへしこでもノルウェー産が使われています。魚など

はいなくなれば、企業にとってはリスクと思うところも増えています。リスク

なのかビジネスチャンスなのか、企業には様子を見てきめ細かに対応する必要

があります。 

消費者サイドへの働きかけは、特に中学生以降の家庭科教育、それを通じて

親への教育も大事だと思います。消費者への浸透ということでは、商品セグメ

ントごとに戦略を変えた方がいいかなと思います。比較的高額で対面販売の商

品の場合はストーリーをしっかり伝えられるので、ラベルがついていなくても

いいかなと思います。逆にマザーハウスみたいなところは下手なラベルをつけ

るよりもマザーハウスのコンセプトで、というようなエシカルのやり方もある

と思います。スーパーで大量販売するような、対面販売ではなく店頭で見て買

うのであればラベルを活用し、ラベルの信頼感を高めていくための枠組みを消

費者庁さんの方で作っていくことが大事だと思います。 

 

○西村座長代理 ありがとうございました。発表は以上になります。この後は

意見交換をしていきたいと思います。どうぞ御発言をお願いいたします。 

 

○飯泉委員 皆さんの発表と資料を見せていただいて、エシカル・消費者市民

社会といった点が今１番のポイントだなという気がしました。専門家の中でも

消費者市民社会はわかりづらいとよく言われます。認知度が非常に落ちている

という細田様の資料は、島田委員も大変ショックだと仰っていました。河口委

員と島田委員の話を聞いて、実は我々徳島はおもてなしの心、おかげさま、思

いやりという点については、四国八十八カ所霊場と遍路道が 1200 年の文化を持

っています。お接待の文化の中には必ずおもてなしの心がありますが、東京オ

リンピック・パラリンピックの招致が決まった時に滝川クリステルさんがおも

てなしと言って、おもてなしは日本の文化でありメリットであり、非常に誇る

べきものとなりました。おもてなしをする側の人たちは接待を受ける人たちに

対して逆におかげさまだと思っています。困っている人たちに施すことによっ

て自分も存在意義を実感し、心が洗われます。おもてなしの時には当然地産地

消のものも差し上げるわけですが、そうした意味でもおもてなしの心、おかげ

さま、というところを詰めてわかりやすい形でエシカルという言葉を広めてい

くのがいいのではないかと思います。 

鳥取県のシンポジウムには末吉委員も出られるということで、こうした今後

の広まり方として、若い世代の方、女性の皆さん、高齢者の関心が高いという
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話がありましたので、ファッションという形でいかに盛り上げていくのか、そ

の意味では消費者庁の皆さんが中心となり、例えば全国大会的なものをやって

みる。その中でこんな実践をやって、それがかっこいいんだということが若い

世代、あるいは高齢者の皆さんに伝わる形を、そしてまた率先してやった者に

対する顕彰行動、つまり表彰を行って、いいことだと広めてもらうことが今の

１番のポイントになるのではないかと思いました。 

 

○西村座長代理 ありがとうございました。佐野委員お願いします。 

 

○佐野委員 エシカル消費への興味は下がっているかもしれないが、実際の消

費生活の中では節電や、消費電力の少ない家電にしたり、ごみを出すのを分別

したりするなど、細かいところではきちんと実践しているので、どちらかとい

うと上がっているのではないかと思います。ただエシカル消費と言われるとピ

ンと来ないので数字が下がっているのではないかと感じました。 

市場、消費、企業・行政が縦割りだというお話がありまして、消費者はお金

さえあれば欲しいものが手に入る、消費者は欲しいものを所有して使うだけと

いうのはあまりにもひどい言い方で、実態とは違うと思います。私は市場、消

費、企業・行政はつながっていると感じています。つながっているし、もっと

つなげていかなくてはならないと思います。消費のところで、多くの消費者は

何故何も見ないで買ってきたかといえば、百何十年の間、私たちに見せると都

合の悪いところを企業が見せないようにしてきたからです。ペットボトルでも

何でもそうですが、使い捨て、大量生産、大量消費、大量廃棄という形が便利

で暮らしやすいということを見せられてきて今の生活ができてしまいました。

特に消費者が何も考えない、何も見なくてもよかったとは考えていません。き

ちんと見たいという消費者はきちんと見ていますし、1990 年代にグリーンコン

シューマーという運動がスタートした時は、購入面からいろいろ調べていろい

ろな活動をしてきました。それはまだつながっていると思いますし、それがエ

シカルということで更に広げていこうと私は感じています。 

消費者は責任があると書かれると非常に辛いところがあります。消費者は個

人ですのでどちらかというと努力という言葉がふさわしいのではないかと思い

ます。消費者が何かをしなくてはならないかという時には、きちんとした表示

が必要です。フォルクスワーゲンのように、あんなに環境を考えているドイツ

の大手自動車メーカーがあのような事件を起こしました。あの事件は非倫理的

活動で、このような事件が起こると倫理的活動が何かということがすごくよく

消費者に見えます。ですから何か見える形で表示をしていただかないと、何を

してよいのかよくわからないというのが非常に大きいのではないかと思います。 
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 マークのこともありますが、マークの説明だけで１冊の本ができるほど数が

あります。その中でどうやって消費者に新しいマークを知ってもらうのか、エ

シカルのマークならまだしも全然分野が違うマークがたくさんあるわけで、そ

の複数のマークを消費者に覚えてもらうというのは非常に難しいことです。こ

の場でもう少しそのあたりを考えながら進めていければと思います。消費者は

家電、洋服、ジュエリーなどはじっくり手に取って見るけれど、食品や毎日の

行動で購入・消費しているものはじっくり見ている時間も暇もありません。そ

こを手早く買えるような方法につなげられればと思っています。市場にある商

品について、私たちがどのように消費してどのように廃棄されるのか、行政が

どのように関与しているのか、今の段階では細切れではなく、ある程度流れが

できているのではないかなと感じています。 

 

○西村座長代理 ありがとうございました。では清水委員お願いします。 

 

○清水委員 倫理的消費について私が考えるのは、何も考えなくてもエシカル

な商品が普通に買える方策です。消費者がいろいろなことを一生懸命調べたり

学ばなくても自然に身近で買える。たまたま買ったものがエシカルな商品だっ

たのかとなるのが望ましいのではないかなと思います。その意味では生産者と

流通の事業者サイドにもっと意識を変えていただく必要があると思います。消

費者基本計画の中に倫理的消費の他に企業の「消費者志向経営」の推進という

考えが入り、消費者庁でも８月から検討会が始まりましたが、私どもも会のミ

ッションとして普及推進しています。最近、ＡＣＡＰが名古屋で行った消費者

志向経営のシンポジウムでは、近江商人の三方よしという、売り手よし、買い

手よし、世間よしをさらにすすめた言葉が出ました。ＣＳＲでは三方よしと言

われますが、これからは四方よし、五方よしということで、地球よし、未来よ

しで事業者が取り組んでいくことで地球の未来につながっていくという御意見

をいただきました。企業がそういった視点になることでエシカルを自然に取り

入れるようになれば世の中にエシカルな商品・サービスが増えます。消費者に

倫理的な思考で、頭で考えて選んで買ってもらわなくても、自然と倫理的消費

になっていくような仕組みを考える必要があると感じています。 

 

○西村座長代理 ありがとうございました。柿野委員どうぞお願します。 

 

○柿野委員 島田委員の御報告の中でも触れていただきましたが、本日参考資

料３として「私たちの行動が未来をつくる－めざせ！消費者市民－」という冊

子を配布させていただきました。この冊子は中学生、高校生が手に取って理解
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できるようにということで、学校の家庭科や社会科で広く使っていただけるよ

うにと西村委員や学校の先生方の意見を参考に作らせていただきました。私た

ちの普段の何気ない買い物の場面を表紙にもってまいりまして、そこで「つな

ぐちゃん」というキャラクターが、企業と消費者をつなぎ、そして現在と未来

をつなぐというガイド役を果たしています。観音開きになっていますが、表紙

に登場する携帯電話、チョコレート、ファストファッションの洋服がそれぞれ

生産の背景でどのような問題を抱えているかを写真で考えてもらい、その答え

がページの裏側に書かれているという仕組みになっています。私たちがこの中

で最も訴えたかったことは、私たち消費者が、消費者市民としてどのような行

動を取っていくことにより、社会が変わっていくのかということです。この冊

子には、「エシカルアクションガイドブック」という名前もつけさせていただい

ております。エシカルアクションの具体例としては、消費者がエシカルな判断

基準を持って行動していき、そして今流通している商品の中にエシカルな商品

がなければ、企業に声を届けていくというメッセージ、さらには知っている問

題について仲間と一緒に広げていこうという内容で、全体を構成しています。

裏表紙にはあなたの声を企業に届けようというワークも作ってあります。全国

の多くの学校がこのリーフレットを使って企業に声を届けてもらえるように、

先生方の研修会などでも使っていきたいと考えています。エシカルを広めるた

めにこのような媒体を活用していくことも有効ではないかと思い、本日配布さ

せていただきました。 

 

○西村座長代理 ぜひいろいろなところで広く活用していただき、版を重ねて

いただくように期待したいと思います。 

 

○山本委員 東京都の山本です。行政として、どのように倫理的消費を普及さ

せていく施策を立てていくかについて、ターゲットを絞っていかなければなら

ないと思います。いろいろな商品があったり、いろいろな行動がありますが、

行政の施策の資源を幅広く投入していくとどうしても効果がぼけてしまいます。

例えば前回出たようなコーヒーや洗剤という特定の商品にある程度絞り込んで

そこでどれだけ倫理的な消費行動を拡大していけるかという手法が必要なので

はないかと思います。特に、対象としては年に何回か買うものというよりは、

月に何回か買うもの、継続的に購入行動がある商品の方が消費者の意識や行動

の中に定着させていけるので、そうした商品にターゲットを絞って施策の対象

としていくのがいいのではないかと感じています。いろいろな手法を使って普

及させ、ある程度成果が出たら他の製品へ横展開するというやり方が効率的で

はないかと思います。また、どのように効果を測るかというのは大変難しく、
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意識調査も１つにあると思うのですが、やはり市場でどのくらいのシェアを確

保できたかという統計データを取っていく必要があるのではないかと思ってい

ます。最終消費の中でのシェアでは数字が小さくなってしまうので、そういう

意味でも対象の商品を特定し、その中でどのくらいのシェアがあるかを把握し、

その数字が上がっていけば政策として妥当だし、上がっていかなければ見直し

をしてと、ＰＤＣＡを回していかないと着実に拡大をしていくのは難しいかな

と思っています。このような方法も行政の効率性を考えると、そういったやり

方も一つだと思います。 

 

○中山委員代理 鳥取県の中山でございます。先ほど、飯泉知事からも御紹介

がありましたけれども、お手元に鳥取県のシンポジウムのチラシをお配りして

います。この趣旨は、先ほど島田委員からエシカルの意識が都会の若い方が一

番高いのではないかというお話がありましたが、その中で地方におけるエシカ

ルはどういうものか、地方においてエシカルを普及することを語れたらという

のが、このシンポジウムの狙いであります。例えば顔の見える商品を買おう、

知っているおじさんおばさんのものを使います、買ってあげよう、といった地

方での思いやりというか、地場から買うこともエシカルに通じるものがあるの

ではないか、そして、いろいろな地方の商品の中にも実はエシカルの先例にな

るものが含まれているのではないかという気持ちがしており、それを再構成す

ることが地方のエシカルを形作るのではないかと考えています。10 月 30 日は末

吉委員にも出席していただくことにしていますので、そのあたりを議論できた

らと思っています。 

 

○河口委員 先ほどマーケティングのところで１つ伝え忘れたのですが、やる

時には罪悪感を持たせない必要があります。エシカルなものを買わない、これ

はエシカルでそうでないものがある、例えばエシカルではない商品を買ったら

駄目だという話になると疲れてしまいます。全部は大変ですが、チョコレート

を買うなら５回に１回はフェアトレードにする、３回に１回はタオルをオーガ

ニックにするというように、５回に１回でもすればシェアは２割になります。

５回に１回、10 回に１回でもいいので、できるところで取り組んでいくという

スタイルにしないと、エシカル消費をしなければ悪となれば引かれてしまうと

思います。 

 

○阿部委員 どうやって倫理的消費を広めていくかですが、幼稚園保育園から

大学まで公教育の活用は非常に大事だと思います。特に家庭科ですが、教科書

にはかなりの部分で倫理的消費が入っています。教科だけではなく学校全体で
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ＥＳＤのようなことを行いながら、地域との連携というアプローチも必要だと

思います。大学の講義は自由に作ることができるので、大学に倫理的消費に関

する講義を作っていただけるよう、本研究会や消費者庁を通じて働きかけてい

くべきだと思っています。島田委員がＥＳＤ協議会について言及されましたが、

文部科学省、環境省が共同で来春からＥＳＤ支援センターを作ろうとしていま

すが、ぜひ消費者庁も絡んでいただいて倫理的消費を広げていただきたいと思

います。 

 

○西村座長代理 ただいまの御発言に関連して、横浜国大では後期の授業の中

で『消費・環境・人権・平和』というタイトルで教養科目の授業を開いて、120

名ほどの学生が受講しています。また、渡辺委員から資料を頂戴していますの

で、紹介等あればお願いします。 

 

○渡辺委員 ９月に出版されたばかりですが、私の監修でフェアトレードにつ

いての本を小・中・高の図書館用に出しました。お手元にあるのは第１巻で、

全部で３巻構成となっています。出版社によれば出だしの反応は結構良いとの

ことです。このまま反応が良ければ、３巻に分かれているものを１冊にまとめ

て、手に取りやすく安価な単行本にして出版することも検討中とのことです。

皆様におかれましても御活用頂ければ幸いです。 

 

○西村座長代理 様々な貴重な意見をありがとうございました。それでは「４ 

その他」に移ります。海外実態調査について、次回の研究会スケジュールにつ

いて、あわせて事務局からお願いいたします。 

 

○岡田消費者庁消費者教育・地方協力課長 海外実態調査については資料７の

通り準備を進めています。中原先生と渡辺先生に実際に行っていただくことを

決定しています。第５回の研究会ですが、12 月 16 日水曜日、午後４時から山王

パークタワー６階の消費者委員会大会議室で開催いたします。議題としては「倫

理的消費を広く普及させていく上での課題と対応」に関する御発表と海外実態

調査の御報告を予定しております。併せて研究会の「中間取りまとめ」に向け

た議論をお願いしたいと考えております。なお、12 月に若者に向けた倫理的消

費の啓発イベントの開催を予定しております。委員の方々には机の上に資料を

置かせていただいております。倫理的消費についての理解を深めるための講演

やパネルディスカッション、海外での事例紹介などを行う予定です。10 代から

20 代の若者にも参加してもらいまして、倫理的消費に関するスピーチをしてい

ただく予定でございます。詳細が決まりましたら御連絡申し上げますので、皆
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様の積極的な御参加をお願いいたします。このイベントに関する御意見がござ

いましたら、いただきたいと思います。他にも意見がございましたら事務局ま

でお寄せいただければ幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。 

 

○西村座長代理 以上をもちまして、第４回「倫理的消費」調査研究会を終了

いたします。ゲストでお越しいただいた細田様、山口様ありがとうございまし

た。皆様御苦労様でした。 

 

 18 時 05 分閉会 


