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第５回「倫理的消費」調査研究会 議事次第 

 

１．日 時  平成 27 年 12 月 16 日（水）16:00～18:05 

２．場 所  消費者委員会大会議室 

３．出席者 

委員等 

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、 

潮谷委員、島田委員、嶋田委員、末吉委員、高山委員、 

竹内委員、長崎委員、中原委員、西村委員、平井委員、 

松本委員、宮崎委員、山本委員、山本座長、葭内委員、渡辺委員 

 

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 

 飯泉委員、清水委員、福田委員 

４．議 事 

１ 開会 

２ 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 

（小倉委員、佐野委員報告） 

３ 海外における倫理的消費の実態調査について 

（渡辺委員、中原委員報告） 

４ エシカル・ラボについて 

５ 倫理的消費調査研究会中間取りまとめ 論点について 

６ その他 

７ 閉会 

５．配布資料 

資料１ 第５回「倫理的消費」調査研究会 出席者名簿 

資料２ 小倉委員提出資料 

   「消費のあり方に関する意識調査」 

資料３ 佐野委員提出資料 

   「倫理的消費を広く普及させていく上での課題と対応」 

資料４ 渡辺委員提出資料 
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   「倫理的消費 欧州調査報告」 

資料５ 中原委員提出資料 

   「エシカル海外調査報告」 

資料６ エシカル・ラボ プログラム 

資料７「倫理的消費調査研究会 中間取りまとめ論点」 

参考資料１ 小倉委員提出「消費者ネットワーク第 221 号」 

参考資料２「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（第４回参考資料１） 
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16 時 00 分 開会 

〇山本座長 年末のお忙しいところ御参集いただきまして誠にありがとうござ

います。前回は私の病気のために西村先生に代理をお願いして、西村先生、あ

りがとうございました。ただいまより第５回「倫理的消費」調査研究会を開催

致したいと思います。先週エコプロダクツ展で、土曜日にエシカル・ラボを実

行して、後で御報告があると思いますが、私の感想では、自画自賛ですが大成

功であったと思っております。また、先週はパリでパリ協定が採択されて、パ

リ協定を打ち出して参ったのですが、第二条を見ると恐るべきことが書いてあ

って、世界の平均気温の上昇を２℃未満、できれば 1.5℃以下ということで、ど

ういうつもりでこういうことを盛り込んだのか、私には科学者としては理解で

きないというか、1.5℃を実践するには、来年から世界の排出量をゼロにする必

要があるというシミュレーションの結果もあるし、２℃未満に抑えるのも、大

変な努力をしなければいけません。先進国の生活態度を革命的に変えない限り、

パリ協定の第二条を達成することはできないと思います。国際社会はそれをや

ろうということで、採択されたという風に思います。今日の研究会は大変議題

が多くて、恐らく激しい議論になると思いますが、徹底的に大喧嘩をやって、

この後は懇親会が予定されておりますので、そこで仲直りしていただきたいと

思います。４つの議題の第一は、倫理的消費を広く普及させていく上での課題

と対応、第二は、海外における倫理的消費の実態調査の報告、第三はエシカル・

ラボについての報告、第四は中間取りまとめ論点、これは重要で 30 分ほどの時

間を取りたいと思います。まずは、小倉委員、佐野委員から御報告いただき、

渡辺先生、中原先生から海外調査の御報告をいただきます。それから、今日は

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に御出席いただいて

おります。平井委員は所用により遅れていらっしゃるそうです。また、飯泉委

員、清水委員、福田委員は所用により御欠席です。 

では事務局から配布資料の説明をしてください。 

 

〇岡田消費者庁消費者教育・地方協力課長 議事次第を御覧ください。資料１

は今日の出席者名簿でございます。資料２から資料５につきましては各委員の

先生方から御提出いただいた資料でございます。中原委員から追加の資料をい

ただいてございます。資料６は先週土曜日に開催されましたエシカル・ラボの

プログラムです。資料７は中間取りまとめの論点です。参考資料は２つありま

して、参考資料２は前回もお配りしたものでございます。参考資料１は小倉委

員からの提出資料でございます。なお、生駒委員は 10 分ほど遅れていらっしゃ

るという御連絡が入っています。 
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〇山本座長 よろしいでしょうか。それでは早速小倉委員に消費のあり方に関

する意識調査というテーマで、15 分以内でお願いしたいと思います。 

 

〇小倉委員 資料２と消費者ネットワークの参考資料をお手元によろしくお願

いいたします。全国消費者団体連絡会の小倉と申します。第１回の調査研究会

で、消団連は自らが活動しているわけでありませんので、消費者アンケートが

取れたら良いと申しました。前回アンケート報告がありましたので、どうしよ

うかと思って悩みましたが、広く普及させていく上での課題を探り出せるよう

なものにしたいと思い今回の調査を行いました。全国消団連の紹介は表紙の左

下を御覧ください。調査概要につきましては次のページです。目的と調査方法

はお読み取りください。4,000 名の方にお願いし、2,593 件の有効回答で、回答

率は 66.8％、他の調査とほぼ同じくらいだそうです。この調査を行うに当たっ

ては、日本生協連のシステムを使わせていただき、本調査研究会の委員でもあ

る日本生協連の松本様、特定非営利法人親子消費者教育サポートセンターの加

藤様、所様、消費者庁の山本様、松下様にも御協力いただきまとめることがで

きました。感謝申し上げます。それでは中身に入っていきたいと思います。 

２ページを御覧ください。生協の利用者が主な対象ですので、回答者の８割

近くが 40 代から 60 代、96.7％が女性です。そういった前提であるということを

御承知おきください。 

 次のページ②では、居住地域と働き方を聞いています。４ページの③はこの

調査のための設問になります。経済的な余裕を感じている、やや感じていると

いう方が約３割、右が最終学歴を聞いています。 

 ５ページになりますが、この調査から見えて来た倫理的消費を広く普及させ

ていくための仮説を述べています。一つ目、「倫理的消費」、「エシカル消費」と

いう言葉の認知度は低いものの、「人、社会、環境などへの配慮が感じられる商

品・サービス」には思い当たるものがあると感じられています。間口を広げ、

ハードルを低くして、人や社会の役に立っているという実感を持てるようにす

ることが大切です。二つ目、分かりやすい情報や正確な情報が求められていま

す。人が行動に移るのはショックを受けたときだ、と言われていますので、現

実を分かりやすく知らせることが大切です。三つ目、消費については個人の問

題と思われがちですが、個人や家族の努力だけで解決できない課題については

社会の課題としてとらえ、企業・行政・消費者等の協働で解決策を考えること

が必要です。四つ目、多くの消費者は企業の社会貢献に関心を持っています。

消費者もリテラシーをあげ、社会的な課題に取り組む企業の商品を選択するこ

とで社会は動いていきます。倫理的消費と倫理的事業は車の両輪として、とも

に歩むことが大切です。 
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 ６ページは、言葉の認知度について尋ねています。先日のエシカル・ラボで

高校生の認知度が５％だと報告されましたが、「聞いたことはある」を含めて

10％弱です。７ページのクロス集計からも年代や学歴による差は少なく、経済

的な余裕の差が少し見られます。 

 ８ページでは、いくつかの選択肢を挙げてイメージを尋ねています。６割の

方は分からないと答えていますが、言葉の認知度での回答とクロスをしたとこ

ろ、認知度が高い人ほど、「思いやりのある消費」、「持続可能な消費」と答える

割合が増加しました。 

 ９ページでは、人、社会、環境などへの配慮がされていると感じられるもの

があるかを尋ねています。言葉では認識されないまでも、日常生活の中では感

じているものもあり、実際にはそれほど遠い存在ではないと思われます。 

 10 ページでは、選択肢を示して尋ねています。様々な分野の商品やサービス

が選択されました。固定概念も弱く、範囲は広く捉えられています。仮説の１

番目、倫理的消費、エシカル消費という言葉の認知度は低いものの、人、社会、

環境などへの配慮が感じられる商品には思いあたるものがあると感じられてい

ます。間口を狭めるのではなく、ハードルを低くし、誰もが選択・参加しやす

い土壌を作ることが重要だと考えます。また選択・消費したことで社会や人の

役に立っているという実感を持てるようにすることが大切です。 

 11 ページからは情報について尋ねています。「品質や価格だけでなく、社会や

環境への影響を考慮して選ぶ」と答えた方が 17.1％もいらっしゃいました。そ

して６割の方が「関心のある情報があれば活用したい」と答えています。消費

者の関心がどこにあるのか、どのように情報提供できるのか、その手法等が今

後求められると思います。 

 12 ページは、若年層とシニア層の動機の違いが見えてきます。若い人たちに

「身近な人々とのつながりの中で促される」という回答が少し高めになってい

ます。先日のエシカル・ラボの報告でも、ネットワークや仲間のつながりから

広がっている様子が報告されました。とても期待が膨らみます。 

 13 ページでは社会や環境への影響を意識しない理由を尋ねています。経済的

な理由は仕方がないとしても、「善意が本当に生かされているのか信用できな

い」と答えた 28％に注目です。企業の不祥事は後を絶たず、消費者は大企業で

も信用できないという思いを持っています。企業の倫理が問われるところです。 

 14 ページではどのような情報があれば商品を購入するかを尋ねています。消

費者は正確な情報、分かりやすい解説を求めています。ではどんな情報があれ

ば人は行動するのでしょう。先日のエシカル・ラボで、高校生が同世代の子ど

もたちが学校にも行けず、ジーンズ工場で働く姿を見て、ショックで胸が苦し

くなりました、と言いました。アニマルライツセンターの佐藤様から送られて
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きた資料を見て、私ども事務局のメンバーも同様にショックで胸がつぶれそう、

と言いました。エシカル・ラボで河口委員は、ストーリーを伝えることが大切

だと仰いました。花王の澤田様は気づきが大切だとも仰いましたが、本当にそ

うだと思います。 

 参考資料の５ページを御覧ください。今回の報告にも多大な協力をしていた

だいた親子消費者教育サポートセンターの、「子どもの権利と広告・マーケティ

ング」の学習会開催報告です。倫理的消費になじみがある委員の方の集まりだ

と思いますが、判断能力が十分でない子どもへの広告やマーケティングに問題

が多いとして、子ども消費者保護の取組をされている団体があることを御存知

でしょうか。私の子育て時代には全く意識しておらず、まさに躍らされていた

ことにショックを受けました。この学習会後、テレビのＣＭや広告を気を付け

て見ています。 

14 ページで、２番目の仮説を②に書きました。ショックを与える表現をして

います。分かりやすい解説や正確な情報が求められています。人が行動に移る

のはショックを受けた時だと言われます。倫理的消費、エシカル消費の意義を

明らかにし、行動するための情報を提供することが求められています。 

15 ページは食生活について尋ねています。同様に参考資料の表紙と見開きの

ページを御覧になりながら聞いてください。全国消団連では、「問題の市民社会

的な解決を考える」と題し、運営会議を開催しました。倫理的消費も同様なア

プローチが必要ではないかと考え、個人の暮らしにかかわる一つの事例として

減塩をとりあげ、関心と解決策への考え方を尋ねました。約半数の方が日常生

活の中で塩分の摂りすぎを意識して行動されていました。解決策は本人の自覚

に任せる（46.1％）、社会全体の問題として対策する（32.4％）・行政による規制

や介入が必要（13.3％）とわかれました。 

16 ページです。「塩分の約６割は加工食品から摂取している」と提示した上で、

企業に期待する行動を尋ねました。７割以上が「企業が社会的責任を考慮して

減塩の課題に取り組むべき」と答えました。個人や家族の努力だけでは解決で

きない課題については社会の課題としてとらえ、企業も本業の中に位置付け責

任を果たすことが期待されています。 

参考資料の中に出ています日清食品ホールディングスの松尾様は、減塩カッ

プラーメンを出したことがありますが、棚の隅に少し置いてあっても売れませ

ん。そのうちに廃番になってしまいます。減塩カップラーメンを作るのではな

く、業界全体で取り組んで、全てのカップラーメンの塩分を減らし、それが急

に変わるのではなく、５年間かけて 15％の塩分を減らしていけば、消費者は急

に味が変わったと思わない、国や消費者と一緒に取り組んでいきたいとおっし

ゃっています。同様のことがエシカル商品でも提起されれば業界全体での取組
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が広がり、エシカル商品が広がっていくのではないでしょうか。 

参考資料ですが、コーディネーターの一般財団法人ＣＳＯネットワークの黒

田様は、社会で解決するためには、異種異質の組織が共通の社会的な目的を果

たすために協働していくことが大切だと仰っています。マルチステークホルダ

ープロセスが倫理的消費の課題解決にも重要だと考えます。 

16 ページです。仮説の３番目、消費者に消費については個人の問題と思われ

がちですが、個人や家族で解決できない課題については、社会の課題として捉

え、企業、行政、消費者の協働で解決策を図ることが重要です。 

17 ページになります。17 ページではよく利用する企業が、どんな社会貢献に

取り組んでいるのか興味があるかを尋ねています。７割以上の人が興味がある

と答えました。最後の仮説、多くの消費者は企業の社会貢献に関心を持ってい

ます。多くの消費者が社会的な課題に取り組む企業の商品、サービスを選択す

ることで市場は動いていきます。消費者がリテラシーを上げ、企業に対してプ

レッシャーを与えることで、ＣＳＲも推進されていきます。倫理的消費と倫理

的事業が車の両輪のように共に歩むことが大切です。まさにマルチステークホ

ルダープロセスで消費者市民社会の実現を図っていければと考えます。以上で

報告を終わります。ありがとうございました。 

 

〇山本座長 大変しっかりした調査に基づき、参考になる御発表ありがとうご

ざいました。それでは佐野委員 15 分以内でお願いいたします。 

 

〇佐野委員 佐野です、よろしくお願いいたします。資料３になります。土曜

日のエシカル・ラボの時に発言した内容と変わりはないのですが、あの時は大

変時間が短かったので、もう少し詳しく説明させていただきたいと思います。

今日はまず、主婦連合会と特定非営利活動法人グリーンコンシューマー東京ネ

ットという２つの団体の説明、活動してきた内容、エシカル消費をどう考える

か、最後に当面の課題ということでお話しさせていただきたいと思います。 

 まず、私が関わっている主婦連合会は戦後の混乱期、昭和 23 年に誕生、台所

の声を政治にと立ち上がった主婦たちが結成しました。当時配給だったマッチ

に欠陥商品が多く、その欠陥商品を普通のマッチに替えてほしいということで、

現在の経済産業省へ訴え、マッチを取り替えてもらいました。声を上げること

によって、世の中が変わるということが私たちの力になっており、今では消費

者の権利の確立、消費者を守る制度や法律の制定に努める消費者個人と団体の

組織です。2000 年頃、男女共同参画が叫ばれた時代に、会員を女性に限るのは

逆差別という意見があり、今では名称はそのまま主婦連合会ですが男性会員も

おります。 
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 もう一つは、特定非営利活動法人グリーンコンシューマー東京ネットですが、

この団体には設立当初から関わっております。1997 年に東京都生活文化局が、

消費生活と循環型社会をつなげようということで設置した協議会です。そこで

行政が作った協議会にしては運動的なものをやってきたのですが、循環型社会

や環境にやさしいものとは何だろうということで、当時は 18 年ほど前ですので、

何をしていいのか分からなくて、何かターゲットを決めようということで、最

初に決めたのが古紙 100％のトイレットペーパーです。下水に流してしまい、リ

サイクルするわけにはいかないので、古紙でいいだろうということになりまし

た。もう一つは詰め替え用品です。当時詰め替え用品はほとんどなくて、シャ

ンプーやリンスぐらいでしたが、詰め替え品の方が高く、立派な容器の方が安

いという、経済的感覚で私たちから見るとおかしいのではないかと言いながら、

詰め替え用品を高くても買っていこうということで買い始めました。今では詰

め替え用品の方が安いですし、時々バーゲンの対象にもなっています。協議会

ではそんなことをやっており、これからだという時に、当時の都知事の関係も

ありまして、その協議会は廃止になりました。協議会委員として活動していた

私たちは、有志だけでも活動を続けようとグループを作り、グループだけでは

物足りないということでＮＰＯ法人として新たなスタートを切って今現在も活

動しています。 

グリーンコンシューマー運動は、今はほとんどの方がお分かりですが、先ほ

どのイメージではエシカルというのもイメージがわかないという御説明でした

が、グリーンコンシューマーも同じで、グリーンコンシューマーが何か知って

いますかというと、割と多い答えが、ゴルフのグリーンの農薬問題を考えてい

る人たちというものでした。何か環境に関係あるのはグリーンという言葉で分

かるのですが、なかなか中身が掴めませんでした。大手の新聞では、「緑の消費

者の団体が立ち上がった」と直訳していただいて、なおさら分からなくなった

状況でした。グリーンコンシューマー運動は、環境への負荷の少ない商品・サ

ービスを選択し、その購入・消費行動を通して、市場を変え社会を変えるとい

う非常に大きな目標を持った活動です。私たちが期待している社会は、環境へ

の負荷の少ない社会、環境への重要性を視野に入れた消費者による、消費生活

の営み、普通の生活をしていれば、環境に負荷の少ない社会になるという社会

を目指しています。 

今まで取り組んだ中で色々なことがあるのですが、環境運動をやっている団

体にとっては定番、シンボルともなっている、マイバック運動、マイボトル利

用推進運動です。地球環境問題では学生たちと連携しながらやっています。国

際包装展の出展というのは何年か行っています。容器、包装は私たちにとって

必要なのですが、ペットボトルでも私たちが欲しいのは中身であって、容器で
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はないということで、できるだけシンプルで単一素材のものが必要であるとい

うことをずっと包装展では訴えてきました。最近では食品ロスの問題も非常に

大きくなっていますし、特に地産地消で、地域の問題でもありますが、どうや

って物を運ぶかというエネルギーの消費についても問題提起をしてきました。 

次のページになりますが、消費者に求められることは、環境負荷の少ない商

品・サービスを選択すること、事業者に求められることは、グリーンコンシュ

ーマーの選択に寄与できる商品やサービスを提供すること、そして、そのサー

ビスや商品を私たちが選択、購入できるための適正な表示です。表示がないと

私たちは選択できません。正しい表示をして、情報提供もしてください。もう

一つは、自主基準の策定とその遵守です。法律は最低のものであって、法律以

上の上乗せ、横出しが必要だと私たちは考えており、自主基準やガイドライン

を作ることが必要だと思っています。 

最後に行政に求めることは、グリーンコンシューマー運動を支える制度的保

証が必要ではないかということです。環境に負荷を与えてしまう商品やサービ

スへの規制措置、消費者への情報提供と、事業者の自主基準策定の促進である

と思っています。 

グリーンコンシューマー運動と倫理的消費で、倫理的消費とは何だろうと考

える時に、日本語でいう倫理的消費はとても分かりづらいのですが、倫理的と

いうのは、人として守るべき道で、そういうことはグリーンコンシューマー運

動をしている当然の前提として位置付けています。具体的には原材料を調達す

るときから廃棄まで、いったいどんな観点が配慮されているのか、環境、地域、

労働問題、健康問題等、全てが入ります。サービスの場合は、提供されるサー

ビス環境が適正か、付随商品に問題はないかということです。それから二番目

には、消費者には一番大切な、広告・宣伝・表示です。ここはきちんと正しい、

いい加減な広告宣伝表示ではなく、誇大ではなく、消費者に分かりやすい、適

正な表示が必要だと考え、誇大・虚偽がないかということは非常に重要だと思

っています。それから販売方法ですが、マルチだったり、語り商法だったり、

悪質商法が色々ありますが、販売方法に問題はないだろうか、どういう販売方

法をしているのだろうかということです。次は、廃棄にあたって説明・表示が

きちんとなされているかということも、私たちは重要だと思っています。今で

はほとんど自治体の指示に従ってくださいということが多いのですが、単一素

材に変えていただきたいと思います。それから環境を重視した商品・サービス

であっても、それ以外の分野に不都合がないだろうかということも必要だと思

います。最後に事業者の消費者相談窓口がきちんと整備されているか、消費者

が質問したいとき、困ったときに、きちんと対応してくれるかということも必

要だと考えています。 
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倫理的消費というのは、グリーンコンシューマーの運動を長年やって来た視

点から見ると、望むべき社会の創造へ向け、私たちが望んでいる社会に向けて、

その構築を阻むような不都合の少ない商品やサービスを選択・消費することと

考えています。 

最後のページにありますが、望むべき社会とは、環境への負荷の少ない社会

であって、環境の重要性を視野に入れた消費者による消費生活の営みが一般的

となっている社会です。そして、消費者にとって非常に分かりにくいエシカル、

倫理的消費とは何だろうかと考える時に、いくつか倫理的消費を阻む最近の事

例として、アンエシカルなものを書きました。大きな問題だけでもこれだけあ

ります。特に有機肥料の偽装販売を 20 年にもわたってやっていたということが

あると、本当に倫理的とは何なのだろうか、要するに私たち消費者が騙されて

きたわけです。消費者庁ができる前に、汚染米の問題もありました。あの時も、

政府は利益を得なかったというか、損をした事業者には補填をしたり、色々な

対応をされているのですが、消費者には何があるのだろうかと考えると、非常

に不信感があります。事件事故はこれからもあると思いますが、その後始末を

どうするかが大きな問題ではないかと考えています。 

最後に四角に囲った中の当面の課題として４つ挙げました。法律違反や、自

主基準の違反、消費者をだます行為という非倫理的行為を何とかしてほしいと

いうことで、根絶・排除・規制又は適正制度の導入が必要であり、ＣＳＲ、企

業の社会的責任であると考えます。そして２番目は、倫理的消費の捉え返しを

して、共通課題の共有化が必要だと思っています。この研究会で色々な方の御

説明を伺ったところの結果です。それから３番目は、どんな社会を私たちが求

めているのか、倫理消費をすることによって、望むべき社会のイメージ化を皆

でする必要があると思っています。最後に倫理的消費推進へ向けた保証・支援

措置も重要だと考えています。 

グリーンコンシューマー東京ネットでは、環境問題を解決するには毎日の積

み重ねが大切で、５年、10 年先にならないと結果が見えないということが非常

に多く、飽きずにこつこつと積み重ねていかなければならないと思っています。

１人で頑張るのではなく、たくさんの人で、皆でがんばろうという仲間を作る

と同時に、私たちだけが頑張るのではなく、「１人の 100 歩より、100人の 10歩」、

たくさんの人が１歩でもいいから進めば社会が変わるのではないかと考え、小

さな団体ですが活動を続けています。以上です。 

 

〇山本座長 ありがとうございました。それでは小倉委員、佐野委員の御発言

に対して何か質問はございますか。 
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〇西村委員 小倉委員と佐野委員に一つずつ質問をさせてください。小倉委員

の調査は、エシカルという言葉は周知されていないということではあったけれ

ども、総じて前向きな回答が出てくるものです。ベースになっている調査の対

象なのですが、生協連が募集した「くらしと商品に関するインターネットアン

ケートモニター」というのは組合員であると捉えていいのかどうか、組合員で

あるとすれば、やはり生協の組合員に入るということの意識が既にあって、こ

ういう前向きな結果になったという風に考えたほうがいいと思います。加えて

97％が女性で男性がほとんどいないということも、前向きな結果になったとこ

ろがあるような気がしました。 

佐野委員に関して、御発表の中で３ページにございました倫理的消費を阻止

する事例ということで、確かに倫理的消費の議論と少し角度が違うなと思いま

した。もしかしたら一緒という意見があったらどなたかに伺いたいところです

が、これはいわゆる企業倫理に関することや、あってはならないことばかりで

す。エシカル・ラボのときにも、中原委員と山本先生からお話があって、環境

をずっとやってきたものに対して倫理的消費が加わってきたかと思います。取

引を見たときに、その取引のアンフェアな面ということで、フェアトレードと

いう話で、その取引における非倫理性、生産者にしかるべきお金が払われてい

ない児童労働、人権の問題と発展していく流れ、それから衣食住の生活にかか

わる部分での非倫理的な側面、環境の問題であったり、どちらかというと環境

面がこれまでも強く、これからもますます強くなると思うのですが、例えばア

ニマルライツのような問題や、そういう御質問もいくつか出てきています。そ

ういった点の交通整理が必要であるという印象を受けました。要は、消費者倫

理として考えている部分と企業倫理として考えている部分と、社会全体として

考えている部分と、まだ私もおぼろげなのですが、その辺をもしお聞かせいた

だけるものがあればお願いしたいと思います。以上です。 

 

〇山本座長 それでは小倉委員からお願いします。 

 

〇小倉委員 対象は生協の組合員さんで、インターネットに親和性のある方で

す。私を見ていただくとコアな組合員がここまで来て座っているという感じな

のですが、生協に加入してインターネットでこういう調査をやってみようかな

という方が多いという風に思っております。倫理的消費という言葉を知ってい

るということに対して、私はもう少し高く出ると思っていました。普段色々な

ことをやっていますので、もっと高く出ると思ったけれども、言葉は知らない

けれど実際には色々なことをやられているというのが実情だと思います。 
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〇山本座長 佐野委員、簡潔にお願いします。 

 

〇佐野委員 物を消費するときにどんな企業が作っているものかを見ます。そ

の時に倫理的消費といったら、正しい道という意味で考えると、例えばマンシ

ョンでこれだけの杭打ち偽装があったということは、アンエシカルな事業者の

行動であるわけで、それを許すわけにはいかないと思います。アンエシカルを

見た方がエシカルが分かりやすいので、消費生活に重要なテーマというのは、

きちんと挙げていって、そういう悪質な事業者は規制する必要があるのではな

いかと思います。それも全て議論の中でやっていくことだと思います。 

 

〇山本座長 エシカル購入、倫理的消費は、対象の製品・サービスの倫理的品

質に掛け算してそれを生産した企業の倫理的振る舞いで、全体で評価するわけ

ですから、関係なくはないと思います。阿部先生お願いします。 

 

〇阿部委員 小倉委員の発表の中で、社会貢献という言葉が出てきております

が、消費者が企業の社会貢献に興味を持っているかという質問自体が「社会貢

献」という用語を使っています。なので調査結果の解釈として社会的責任に関

心があるというのと社会貢献は違うと思います。佐野委員の最後の当面の課題

の３点目で、望むべき社会のイメージ化というのは私も非常に同感です。この

際、例えば持続可能社会、望むべき社会といったときに、環境省は、第一次安

倍政権のときに、持続可能な社会のイメージを作っているのですが、循環型社

会、低炭素社会、自然共生社会の３本の柱で持続可能な社会をつくると言って

いて、人間（社会）に関するところが落ちています。そういう意味では、今回

私たちがやっているような消費者の視点に立った時に環境・社会・経済・文化

といったまさにトータルな視点で持続可能な社会を見ることができるので非常

に前向きな御提言だと思っております。 

 

〇山本座長 せっかくですから、河口委員何かありますか。 

 

〇河口委員 コメントですが、２人の発表を聞いていて、どういうプレイヤー

が何をするかという問題提起をいただいたかと思うのですが、一つ抜けている

のがマスコミで、よく情報番組では、ココアが良いと紹介されると翌日売り切

れるというような影響力があるので、その影響力をうまく活用して、サプライ

チェーンで何があるか、環境負荷は何があるかということに活用できると、こ

こで悩んでいることの大部分が解決できると思ったので、後半の議論に是非マ

スコミをどう巻き込むかということも御議論いただきたいと思います。 
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〇山本座長 重要な御指摘ありがとうございました。それでは時間ですので、

海外調査報告にいきたいと思います。最初は渡辺委員、10 分間でお願いします。 

 

〇渡辺委員 欧州調査の概要ですが、11 月１日から７日にかけてイギリス、ノ

ルウェーを訪問しました。調査先は政府機関、研究機関、生協、エシカル・コ

ンシューマー誌などです。日数的にもイギリスのほうが主ですので、イギリス

の話を中心にさせていただきます。 

 まず、これまでのイギリスの倫理的消費の経緯ですが、1980 年代、色々なボ

イコット運動が起こったと言います。１つは南アフリカ共和国のアパルトヘイ

トに対するもので、南アからの製品や南アで活動するイギリス企業の製品をボ

イコットしようというもの。それに加え、オゾン層を破壊する製品、動物実験

をしている会社の製品は買わないという３つの動きがありました。ボイコット

という形でスタートした倫理的消費ですが、次第に、非倫理的な企業をボイコ

ットという形で罰するよりも、倫理的な行動をする企業の製品を積極的に買う

ことで報いようという「バイコット（buycott）」すなわち倫理的購入へとシフト

していきました。そういう消費者の購買行動が広がったことで、1990 年代のイ

ギリス企業は、エシカルな対応、エシカルな製品づくり、サービスの提供へと

舵を切っていくようになりました。しかし、何がエシカルかという、きちんと

した基準や法律的な定義があるわけではないため、「自称エシカル」が広がるよ

うになりました。エシカルといいながら、実際にはエシカルな製品ではない、

あるいは片方でエシカルな行動をとりながら、別のところではアンエシカルな

行動をとるといった、「エシカル・ウォッシング」が問題となり、消費者の間に

も不信感が広がるようになりました。そこで、2000 年代に入って、「自称エシカ

ル」ではなく、ちゃんとエシカルであることを第三者が客観的に証明する認証

システムが生まれ、企業が認証を取得する動きが広がってきました。と同時に、

ＮＧＯやＮＰＯも、以前は企業に対して厳しい態度を取っていましたが、企業

をエシカルなものへと変えるべく、サプライチェーンをチェックして改善策を

提案するといった形で企業に協力するようになり、企業側も第三者であるＮＧ

Ｏや研究所の協力を得ることで信頼性を高めようという意思が働いて、企業と

市民社会の「協働」が進展するようになっているとのことです。そうした一方

で、当初イギリスで盛んだったボイコットは、今は非常に稀になっているそう

です。イギリスにおける倫理的消費の代表的な成功例はフェアトレードで、イ

ギリス国民の 97％がフェアトレードを認知していることがその理由です。 

次のページで、倫理的消費の広がりを具体的な数字で見た場合に、1999 年か

ら 2013 年までイギリスのエシカル消費はほぼ右肩上がりに増えてきていて、
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2013 年の消費総額は 780 億ポンド（12 兆円）で国民支出の約５％に当たり、99

年の６倍以上に増えています。 

先ほどお話したように、21 世紀に入ってエシカル認証が広がっていて、製品

によってはそれが「主流化」しています。紅茶では 80％、粉コーヒーでは 50～

60％、チョコレートでは 50％、バナナでは 33％が何らかのエシカル認証を得て

いて、次は衣料品で主流化するのではないかといわれています。問題は、様々

な認証スキームが乱立していて、消費者が混乱していることです。それをどう

解決するかですが、行政が動いて統一する見込みは薄く、市場の中で淘汰され

ていくだろうということです。 

次に、主流化することの意義ですが、エシカルなものが主流化することは重

要な意義を持っています。エシカル製品というのはどうしても価格が高く、経

済不況／停滞時に消費者が財布の紐を締めて消費が低迷する傾向にあります。

イギリスでは、リーマンショックの後、同じエシカルでもフェアトレードとオ

ーガニックでは違いが出ました。不況になったことで、オーガニックは売上を

減らしたのに、フェアトレードは売上を伸ばしたのです。予想では、オーガニ

ックというのは自分の体にも良い製品なので、不況であったとしても人々は買

い続けるだろうが、フェアトレードは途上国の生産者や労働者のためのもので、

直接自己利益につながるものではないので売上は減るだろうと見られていたの

に、その逆の展開になりました。その理由は、主流化していたか、していなか

ったかにあったとのことです。つまり、フェアトレードはニッチな市場ではな

くて大きなメーカー、スーパー、そういう主流の市場に乗っていて、価格競争

力もありました。フェアトレードでないものとの価格差は 10％以下で、中には

バナナのように価格差がないものもあります。それに対してオーガニックは十

分に主流化しておらず、価格競争力に欠けていました。その違いが２つのエシ

カル商品の売上が増えたり減ったりした違いとして現れたのではないかという

ことです。イギリスの経験は、エシカルなものが景気に左右されずに定着・拡

大していくには「主流化」することが大事であることを示唆しているわけです。 

次に、倫理的消費と法規制ですが、倫理的消費というのは個人的な、自発的

な消費に依拠しています。それに対して自発的にではなく法的に規制する（＝

義務付ける）という考え方もあります。要するに社会・環境に良いエシカルな

製品を広めるのに、個人や企業の自発的行動に任せるのか、それとも法で規制

する／義務付ける、という２つの考え方ないし方法があるわけです。民間に任

せてボトムアップ式に広めていくのか、それとも政府がトップダウン式に広め

ていくのか、と言うこともできます。これまでの経緯を振り返ると、1980 年代

以降、「新自由主義」的な考え方や政策が世界に広がってきています。規制を緩

和し、政府は極力介入しないで、市場原理や民間のイニシアチブに任せるとい
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う考え方です。そういう背景の中で倫理的消費が広がっているわけですが、私

たちが今回調査した、倫理的消費を広めようとしている人たちや、専門家は、

最終的には法規制が必要だということで見解が一致していました。 

それでは、果たして法規制は可能かということを考えた場合に、市場がグロ

ーバル化している中で、例えばイギリス一国が法規制をすると、イギリスの企

業は規制を遵守するためにコスト高となり、価格競争の面で他国の企業に比べ

て不利になります。なので、イギリス政府としては法規制になかなか踏み切れ

なくなります。つまり、一国で規制を強めていくのは難しく、法規制をするの

であればグローバルに同時にやる必要が出てきます。 

ところが、新自由主義が世界を覆う今の状況において、グローバルな法規制

を実現するのは非常に困難です。だからこそ、自発的な倫理的消費を積み上げ

ていく段階的なアプローチが必要になってくるわけです。その道筋をイギリス

の専門家は次のように描いています。まず、市民が企業に働きかけて、たとえ

最初は緩いものであっても、エシカルな基準や認証を採用させます。次に、そ

うやって最初の一歩を踏み出した企業の製品を消費者が積極的に買って応援す

るとともに、より厳格な基準／認証を採用するよう働きかけ、より高いレベル

へと企業を移行させます。より厳しい基準／認証を採用した企業はそれだけコ

ストがかかるので、他の企業に対して競争上不利になります。そうした「不利」

を解消するには、他の企業にも厳しい基準／認証を採用させればよいわけです。

こうして、先駆的な企業にとっては、法的な規制によって他の企業にも厳しい

基準を守らせることが自己利益となります。最初に「倫理的な市場」を切りひ

らいて地歩を確立した企業は先駆者の利益を得る事もできます。そのように厳

格な基準／認証を採用した企業が増えて「臨界量」に達した時、政府も法規制

に乗り出すようになる、というのがシナリオです。 

次にマルチステークホルダー方式による推進を御紹介したいと思います。イ

ギリス、ノルウェーともにエシカル・トレーディング・イニシアチブという仕

組み、途上国との貿易をエシカルなものにしようという仕組みがあります。こ

れは企業、ＮＧＯ、労働組合が共同で組織したもので、イギリス、ノルウェー

政府ともその中には入らずに、資金的な支援をしています。このイニシアチブ

ではまず、途上国との貿易で企業が守るべき最低限の行動基準／ガイドライン

を三者(企業、ＮＧＯ，労働組合)が策定します。次に、イニシアチブに参加する

企業が、策定された最低基準／ガイドラインと同等以上の独自の基準／ガイド

ラインを設け、適用していきます。そして、毎年適用状況や遵守状況を企業が

自己チェック（時に第三者によるチェックが入ることもあります）して報告す

るとともに、遵守不十分なところを改善し、毎年改善を積み重ねていくという

仕組みです。イニシアチブに参加するＮＧＯや労働組合は、現地のカウンター
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パートのＮＧＯや労働組合とともに、企業のサプライチェーンをチェックして

問題点を明らかにし、企業の改善努力をサポートします。また、企業に対する

研修もする仕組みになっています。 

イギリス、ノルウェーの同イニシアチブに参加する企業は当初の 10 倍前後に

増えていて、業種によっては業界全体をリードする力を持つに至っているとい

うことです。同イニシアチブでは、先に法的規制への道で述べたように、参加

が政府に対して規制の働きかけをしています。イギリスでは労働者あっせん業

者を免許制にする働きかけが実現したり、ノルウェーではエシカルなガイドラ

インを持つ企業のみが公共入札に応札する資格を持つことができる仕組みにす

るよう働きかけています。 

両国を調査した結果として、倫理的消費を推進するのに効果的だった方法を

次に示したいと思います。一つは公教育への導入で、両国とも、義務教育にエ

シカルな消費に関する教育を導入したのが効果的だったということです。次に、

市民団体によるキャンペーンで、消費者向け、企業向けのキャンペーンが有効

だったということです。第三に、先ほど河口委員から指摘がありましたが、メ

ディアによる報道・問題提起で、特にイギリスで非常に効果があったというこ

とでした。第四に、マルチステークホルダー方式による推進です。これは、企

業、ＮＧＯ、それに政府がパートナーとなって推進するもので、特に新自由主

義的政策を採る中央政府と違って先進的な考えを持つ地方自治体と、企業、Ｎ

ＧＯが連携して、地域からエシカルな動きを起こしていく動きがあります。そ

うした地域レベルの動きがどんどん広がることによって、最終的には中央政府

を動かす力が生まれてくるということです。第五に機関投資家の役割です。ノ

ルウェーの政府系のファンド、年金基金のように、資金を運用するときにエシ

カルな企業に投資することも大きな役割を果たします。日本の場合ですと、Ｇ

ＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）にエシカルな基準があるのかない

のか、あるとは聞いていませんが、大きなヒントになると思います。最後に公

共調達ですが、政府、自治体がエシカルな商品・サービスを積極的に調達して

いくことも効果的な推進策であろうと思います。 

最後の１ページは、イギリスのエシカル・コンシューマー誌が、25 年後にヨ

ーロッパでどれだけエシカルが普及しているかを大胆予想したものです。これ

については他の専門家から野心的すぎるという指摘もありましたので、参考ま

でとさせていただきます。以上です。 

 

〇山本座長 続いて中原委員５分でお願いいたします。 

 

〇中原委員 今渡辺先生からありました御報告で、一体どんなところを調査し
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たのかということで、私は組織の説明をしたいと思います。お手元の資料を見

てください。先ほど渡辺先生から出ましたＥＴＩと呼ばれる、エシカル・トレ

ーディング・イニシアチブで、そもそも大きな影響を与えたのは、エシカル・

ラボでも言いましたが、1997 年に発足したブレア政権で、ＣＳＲという政策を

前面に打ち出した一つの成果だろうと思います。その中で 1998 年の英国のＥＴ

Ｉが発足しました。それに併せて 2000 年には資料５、１ページ一番上のノルウ

ェーのＩＥＨができたということであります。ノルウェーのＩＥＨは、生協グ

ループ以外にＮＧＯ、労働組合、経団連などの多種多様なステークホルダーが

参加しており、設立当時は５団体でしたが今回訪問した時には 160 団体、うち

110 団体が企業関連で、かなり市場をコントロールできるのではないかと期待を

しております。その中でもう一つノルウェーの国の機関として国立消費者研究

所（ＳＩＦＯ）があり 1939 年に家政学の観点から設立された組織です。まさに

国の公的機関で、ノルウェーの子ども・平等省に属しています。ＳＩＦＯは来

年からオスロ大学の公的な機関として、再編成されると仰っていました。 

イギリスはどうなっているのかというのが資料１ページ、上から３番目のＥ

ＴＩです。貧しい労働者、奴隷的な強制労働や、児童労働など、まさに日本が

苦手にしている問題を中心にしながら活動を行っております。慈善活動の非営

利団体ではなく、メンバーである企業や労働組合、ＮＧＯからの会費、そして

ＯＤＡに当たる英国国際開発省からの補助金などを資金にしてサプライチェー

ン全体に渡るチェックを行っているという事で、これは特筆すべき事だろうと

思います。 

次の上から４番目の団体、先ほど佐野委員が発表されましたが、まさに主婦

連とも非常に深い関係があります。そもそもアメリカのコンシューマーズ・ユ

ニオン、設立者のコルストン・ウォーン・ニューヨーク大学教授が、第二次世

界大戦が終わってから、これからは消費者の時代だということで、彼が世界中

を飛び回って、消費者の国際ネットワークを作りました。それが当時ＩＯＣＵ

（国際消費者機構）という機関で、オランダのハーグにありましたが、この組

織がロンドンに移って、コンシューマー・インターナショナルということで再

出発しております。現在 250 団体、120 か国に渡って、更に国連のＮＧＯグルー

プの代表として消費者保護ガイドラインへの助言なども行っております。大変

力のある団体です。 

２ページにいきまして、イギリスの環境省にあたるＤＥＦＲＡという組織で、

エシカルに関してインパクトのある活動はしていません。公共調達の中でも持

続可能な調達で、日本では環境省を中心にいわゆるグリーン購入法に基づいた

環境調達を行っていますが、ここはサスティナブル・パブリック・プロキュア

メント、持続可能な公共調達ということで、ＣＳＲをかなり取り入れた形の調
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達を行っていて、特筆すべき団体だろうと思います。個人的に驚いたのは、そ

の下のＳｕｍａと呼ばれるマンチェスターのいわゆるフェアトレード商品を出

している生協で、自由に働いている素晴らしさと、１年間に休みがたった３日

しかなくて、強制労働ではないかと思うのですが、実態は適当に休んでは飲食

をしていて、マンチェスター辺りでは働きたい組織のトップになっています。

自分たちのフェアトレードの動きを広めたいという情熱がとても強く、ワーク

ライフバランスをよく考えた組織だなという意味では、一度訪問されると楽し

いのではないかと思っております。 

次の最後から２番目は、先ほど佐野委員の報告にありました、世界のエシカ

ル・コンシューマーのトレンドを作ったところであります。動機は 1980 年代の

南アフリカ共和国のアパルトヘイト問題をはじめ環境問題を含めて立ち上がり、

ショッピング・フォー・ベターワールドと動きを密にしながら活動を行ってい

るということであります。 

私が一番今回の調査で感激を受けたのは、一番下の持続可能な消費研究所（Ｓ

ＣＩ）がマンチェスター大学にあるということです。これはアメリカのウォル

マートや、アリゾナ州立大学を中心としたコンソーシアム方式に対して、テス

コという世界第二位の流通業界が中心になって、持続可能な消費のための研究

所を 10 年間にわたって、2,500 万ポンドも寄付をしながら、市場づくり、ＣＳ

Ｒづくりを一生懸命やっているので大変うらやましいと思いました。私は現在

国際グリーン交流ネットワークの会長をやっていますが、傘下に 10 の国際的な

団体があります。日本で、という狭いことを考えないで、ＴＰＰの問題もある

ために、アジアの中で日本に何ができるだろうかということで、サスティナブ

ル・コンサンプション・インスティテュート、持続可能な消費研究所を日本の

中に作って、その中で我々が貢献できるものを目指せれば良いと思っておりま

す。 

最後にお手元にプリントがあると思います。こんなことを流したら怒られる

かと思ったのですが、昨日中央教育審議会の初等中等の分科会がありました。

これは私の発言ですが、読み上げます。「技術・家庭全体においてということで、

国連では、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）が示されたところであり、今後、

貧困問題やガバナンスも含めてどうあるべきかを考える態度を身に付けさせる

ことが必要で、持続可能な開発やグローバル化といった文言を明示していくと

良いのではないだろうか。倫理や公正さというものを考えるようにしていきた

い。18 歳選挙権が実現し、１票を投じることがどのような社会選びになるのか

を理解させていく必要がある。最近は自動車会社の不祥事や建築会社の杭打ち

問題など倫理観が欠如した状況も見られる。これらのことについて大人がきち

んと回答していかないと、自分のよりよい人生を考えようとはつながらない」
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ということで、この委員会だけではなく、我々委員ができる範囲の中でエシカ

ルを普及させる活動をしていきたいということです。以上です。 

 

〇山本座長 ありがとうございました。この調査報告は柿野さんも行かれまし

たね。ひとこと何かありますか。 

 

〇柿野委員 この調査事業を（公財）消費者教育支援センターとして受託し、

事務局として同行させていただきました。イギリスの滞在時間が長かったので、

日本との比較の視点を持つことにより、感じることが多くございました。特に、

2013 年にバングラデシュで起きたラナプラザの縫製工場の崩壊事故から、「労働

者の人権」に関心が集まっているという印象を受けました。雑誌「エシカル・

コンシューマー」のボブ氏が、「次に認証ができるとしたら衣料品だ」、と言っ

ていましたが、日本とは異なり、この問題をメディアが広く取り上げているた

めに、イギリス国民の関心が高まっているのではないかと思いました。そう考

えると、先ほど河口委員が仰ったように、メディアの役割が大きいと強く感じ

ました。以上です。 

 

〇山本座長 海外調査についての議論は最後の議論のところでお願いしたいと

思います。それではエシカル・ラボについて事務局から御報告ください。 

 

〇岡田消費者庁消費者教育・地方協力課長 12 月 12 日に東京ビッグサイトの会

議棟にてエシカル・ラボを開催いたしました。資料６を１枚めくっていただき

ますと、プログラムがございます。司会・進行をしていただいた先生方、登壇

していただいた先生方、誠にありがとうございました。関係者を除いて約 170

名の方が来場されました。来場者にアンケートをしたところ、「面白かった」「勉

強になった」という声を聞いています。また先生方もお分かりになったかと思

いますが 20 歳代以下の若い方も多く来場しました。以上でございます。 

 

〇山本座長 簡単ですね。私の方から補足させていただきますと、板東長官は

全ての部に御出席いただきました。それから消費者庁担当の河野太郎大臣もい

らっしゃいまして、途中で御挨拶いただきました。内閣総理大臣夫人も全部御

出席いただき、意見を述べられておられました。最後の若者からのメッセージ

は大変素晴らしいメッセージがありまして、大人よりも若者の方に期待が持て

るのではないかと密かに思いました。河野太郎大臣から、エシカル・ラボとい

うネーミングが良かったということで、生駒委員のアイディアだということで

すが生駒委員はいかがですか。 
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〇生駒委員 エシカルという言葉の普及の難しさについてもお話をお聞きして、

確かに私もずっとメディアにおりましたので、メディアを動かす、まずはメデ

ィアをアタックと言いますか、報道する機会と時間を増やしていただくという

ことが大変重要だと思いました。若い世代の方はやはりＳＮＳで、ネット上の

メディアを活用していくので同時並行で行うべきだと思いました。エシカル・

ラボに関しては、当初サミットなど色々アイディアがあったのですが、エシカ

ルはこれから色々なセッションをして皆様と意見を交わした上で未来につなげ

ていく実験場という意味でラボというネーミングをさせていただいたのですが、

それが大変皆様には感じ取っていただけたかと思います。中原委員の白熱教室

が非常に盛り上がりましたし、皆様にいただいたメッセージ、今日お越しくだ

さっている平井知事、大変お忙しい知事お二方も御登壇くださいまして非常に

充実したものになりました。最後の若者たちのメッセージが非常に素晴らしく

て、今回は第１回目ですけれど、ぜひこれをサスティナブルに２回目、３回目

とつなげていって、大きく発展、成長させていければと思っております。 

 

〇山本座長 平井委員は大講演をしていただいたのですが、御感想はいかがで

ございますか。 

 

〇平井委員 ありがとうございます。若い方々がこうしたものに参加するとい

う意思があり本当に良かったと思いますし、安倍昭恵夫人も丁寧に話を聞いて

いただきまして、選挙運動で馬を使うとかとんでもないことも言ってましたけ

れども、ともかく、楽しい会になったのではないかと思います。 

これをこれからの政府の新しい消費行動を起こしていく、そういう政策に役

立てていただきたいと思いますし、今もお話がございましたようなメディア戦

略、メディアの方にもこれに参画をしていただいて、イギリスの先進事例もご

ざいましたけれども、そうした消費行動から世の中を変えていくという、そう

いう力が消費者の間から生まれてくることを願いたいと思います。 

 

〇山本座長 ありがとうございました。実は先週土曜日午前中、板東長官にエ

コプロダクツ展を少し御覧になっていただきまして、その後、板東長官に御挨

拶いただいて、エシカル・ラボに全部御出席いただいたわけでございますが、

今回のエシカル・ラボは長官いかがでございましたか。 

 

〇板東長官 この研究会の先生方にもたくさん御参加いただきまして、ありが

とうございました。会場とのやり取りの時間は今回なかったのですが、中原先
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生が参加型の授業をやっていただきましたので、非常に皆様一人一人の問題と

して受け止めていただいたと思います。また、多様な価値観もあるので、「この

ようにやらなくてはいけない」というような型にはめられない、しかし一人一

人の問題として考えていくというのは、スタートラインとして非常に大きな問

題提起をしていただいたと思っております。この問題が色々な広がり、切り口

があるということを実感していただけるような、非常に幅広いテーマでお話し

をいただき、それも様々な角度で、色々な方々に参加いただいて、最後は若い

方々が締めくくってくださり、大変濃密な、充実した会になったと思っており

ます。これはスタートラインになりますので、今後もっと発展し、更に多くの

方に参加していただくような形にしていきたいと思っております。エコプロダ

クツ展のほうも併せまして相乗効果を持ちながらできるのではないかと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 

〇山本座長 それでは、今日最大のイベントの中間取りまとめ論点に入ります。

皆様に喧々諤々の議論をしていただいて、殴り合いの一歩手前で止めていただ

いて、後は懇親会で仲直りしていただきます。それでは岡田課長の方から論点

について簡潔に御説明をお願いします。 

 

〇岡田消費者庁消費者教育・地方協力課長 それでは資料７を御覧いただけれ

ばと思います。倫理的消費調査研究会の中間取りまとめ論点と題しております。

前回、委員の先生方の御発表を踏まえまして、３つに整理いたしました。ゴシ

ックのところは論点でございまして、明朝体の部分は、これまでの先生方の御

発言からキーワードになりそうなものを議事録からピックアップさせていただ

いておりますが、全部ピックアップできていないかもしれませんので、御容赦

いただきたいと思います。 

まず一つ目は「倫理的消費とは」と題しております。倫理的消費はどのよう

に説明できるかということを挙げさせていただいております。これまでは、色々

な御提案を御議論いただいたところです。 

二つ目は「倫理的消費の積極的意義」ということで、（１）倫理的消費の考え

方の定着、どのような形で国民的な財産となっていくかということを掲げさせ

ていただきました。下に二つほど書かせていただきましたが、Ｗｉｎ－Ｗｉｎ

の関係等の御発言もありました。（２）は消費者の視点から見ると、消費者それ

ぞれが、各自にとっての社会的課題の解決を考慮・応援しながら、消費活動を

行うことにより、自らが望む消費生活を送ることができるということではない

かと書かせていただきました。前回までの研究会で、様々な分野という倫理的

消費のベールを脱がしていただいていると思います。２ページ目の（３）は事
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業者の視点からみると、事業者が社会や環境に配慮した行動を取ることが求め

られているのではないか。消費者の意識を事業活動に反映していくことにより、

企業価値も高まるのではないかと書かせていただきました。（４）社会的課題を

含め、国民による幅広い論議が求められているのではないかとしております。 

三つ目の論点としては、「倫理的消費の考え方の普及に向けて」ということで、

（１）消費者の理解を深めていく上で留意すべきポイントは何か、（２）様々な

主体（消費者、事業者、行政）の連携を進めるためのポイントは何か、これは

先ほどマスコミというような御発言も既にございました。（３）消費者が購入に

当たって必要とする正確な情報が、事業者から積極的に提供されるようにする

ためのポイントは何かということで、論点として用意させていただきました。 

その次のページからは参考として、消費者基本計画での記述、参考２は内閣

府や消費者庁がこれまで実施した意識調査の結果でございます。以上でござい

ます。 

 

〇山本座長 それでは、貴重な 40 分でございますが、事務局からいただいたシ

ナリオによりますと、論点ごとに議論しろと書いてありますが、今回はせっか

くの機会ですので、自由に御発言いただいてこういうことを盛り込むべきだと、

色々な意見を積極的になるべく全員に、何回でも結構ですから時間の中で御発

言いただきたいと思います。足立委員から今までの議論から動物の権利、アニ

マルライツという観点が抜け落ちているのではないかという御指摘がございま

した。足立委員が参考資料として、まだオフィシャルな資料ではありませんが、

皆様のお手元にお配りしていますので、簡潔に御説明ください。 

 

〇足立委員 今回この事務局の方々にまとめていただいた論点なのですが、具

体的なところを入れておいた方が良いと思いまして、なるべく色々な論点を落

さずに拾い上げてみたいと思っています。それについて、いくつか御紹介した

いと思っておりまして、今山本先生に御言及いただきましたが、皆様のお手元

には追加資料が一つございます。動物への配慮状況の国際比較というもので、

これを見ていただきますと、動物の権利、動物の福祉、アニマルウェルフェア

という言葉がありますが、これについて私たちは全く議論していなかったので

はないかと思います。渡辺先生が最初の御報告のところで、イギリス等でエシ

カルというものが始まって、最初の一つの論点に動物実験があって、かなり長

い歴史があったわけですが、それについて私たちが全く議論しなかったという

のは少し論点を抜け落としていると思います。このことは本日の議論の正式な

議題に入ってございませんので、まずはこういう問題があって、なおかつ日本

では制度的に不十分なのだということを御参考までに見ていただいて、別の機
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会にもう少し時間を取って専門の団体などもありますので、そういう方をお招

きして少し勉強したほうが良いのではないかと思っております。 

 

〇山本座長 ありがとうございます。お手元にある資料は足立委員が個人的に

配付された資料で、オフィシャルな資料ではないと御理解いただきたいと思い

ます。日本と海外との比較がどれほど現状を反映しているか、まだ正確なとこ

ろは分からないので、これはあくまでも私的な資料ということにさせていただ

きたいと思います。それでは河口委員いかがですか。先ほどマスメディアとい

うことがございました。 

 

〇河口委員 時間が限られているので、先ほど御指摘いただいた点に関して、

こちらには社会的責任投資という話がありまして、渡辺委員からもお話があっ

たのですが、今年６月に年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）が国連

責任投資原則（ＰＲＩ）に署名をしたということで、今投資の世界は本当に大

きく動いていて、今月も大和証券のお客様である３つ機関投資家向けに、アナ

リスト全員を集めた勉強会を行いました。まだ投資家はＥＳＧの細かい情報は

あまり知らないので、ＥＳＧデータの評価などには拘らず、例えばＳＤＧｓの

ような原則に対して、企業訪問した際にＳＤＧｓに関して御社はどういう取組

をしているかという大きな質問をしてみては、と言っています。それがまず一

つのＥＳＧ戦略の基となるので、特にその中でもターゲット 12 の生産消費形態

というのは全体に効いてくる話なので企業にとっては大変重要であろうという

話をしております。このように投資家の人たちもこれから急速にこういうこと

に対して関心を持つので、ＥＳＧの専門部署を次々と立ち上げる動きになって

変わっていくことになります。まだよちよち歩きなのですが、あと半年ぐらい

すれば対話ができるようなレベルになってくると思います。友人で仏教学者の、

龍谷大学の鍋島直樹先生という方がいらっしゃるのですが、「支えあう縁起の経

済」と言われていて、さすが仏教学者だなと思いました。言葉は難しいのです

が、支えあう、縁起、全部つながっている経済の仕組みの中にエシカル商品も

位置付けられ、ＳＲＩみたいなものも位置付けられるということで、関連があ

るということです。エシカル・ラボでは、ミズノの水野正人会長が、「良心的な

消費というのが一番しっくりくる」と仰っていたので、この辺りも御参考にさ

れたら良いと思いました。以上です。 

 

〇山本座長 お尋ねしたいのは、今年の５月にフランスで法律の改正があって、

第二のフランス革命と呼ばれたらしいのですが、企業に気候リスクに対しての

リスクをどうしているか、報告書に書き込ませる、あるいはＥＳＧ情報の開示



‐24 ‐ 
 

を来年から義務付ける等に対する日本の対応はどうなのですか。日本は環境支

援ＳＲＩ報告書も義務化されていないし、どういうＥＳＧ投資をやっているか

評価も基準も公表を義務化していません。フランスに比べて日本は大変制度的

に来年以降差ができてしまいます。これについて国内の状況はいかがですか。 

 

〇河口委員 フランスは 10 年以上前から、ＳＲＩは熱心です。フランスの年金

行政のやり方として、年金基金自体が労働組合の賛同を得るためにＳＲＩをや

っていて、フランス自体はＥＳＧ、ＳＲＩに関してはかなりビッグプレーヤー

になっています。これに対して日本はほとんどマーケットがなかったので、参

加している人が少なかったので、日本の企業のＩＲは、投資家はそんな話を誰

も聞いてこないし、ＥＳＧ情報提供はやる必要はないのではないか、社会的に

もそういう話は盛り上がらないという認識でした。しかし、これからは投資家

が問題意識をもって、企業と対話を始めることになるので、そういう意味では

フランスと比べると遅れてはいますが、日本人の良いところは横並びでやりだ

すと早いというところがあるので、色々な情報の問題提起をして、消費者が変

わるとなると、どういう製品戦略、マーケティング戦略をすればいいのか、エ

シカルみたいなものに入れない会社は一体評価できるのかという観点を投資家

の方たちにしっかり持っていただく。そのような情報提供をしていきますと、

各プレイヤーは揃ってきたので、まだ育っていないのですが、良い方向にはい

っています。いきなり法制化というよりは日本の場合意識を高める段階で、投

資家の声などが高まってくると当然情報開示もきちんとしたものになります。

既にグローバルな投資家が見ている情報データベースではかなりの量が出てい

て、ただ質は改善の余地がありますが、これを本当に投資家が見るようになる

と、精度の高いものでないと使えないので、情報の質の向上についてはそんな

に心配はしていません。 

 

〇島田委員 全体の方針ですが、誰に向けてこの報告書を出していくのか、こ

れからエシカル消費を推進していく柱・中心的なエンジンになるのはどこなの

か、よく考えて検討していく必要があると思います。渡辺先生の報告で、資料

４の９ページに、効果的な倫理的消費の推進の２番目のところに、市民団体に

よるキャンペーンが挙がっています。今私はワールドバリューサーベイという

世界価値観調査というものをインターネットで見ていたのですが、日本におけ

る市民団体に対する評価は欧米に比べて大変低いです。環境団体においても 10

ポイントぐらい低く、人道団体に至っては８割ぐらいの人が信頼しないと言っ

ています。こういう状況の中でこういうものを進めようとすると、地方自治体

が積極的に働きかけていくことが非常に重要なポイントになっていくと思いま
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す。いただいた素案でも、消費者の視点、事業者の視点というものが入ってい

ますが、やはり地方、地域をこれからどう作っていくのかという視点をかなり

中心的に盛り込んでいくことが、倫理的消費を推進していく上で非常に大きな

ポイントでないかと思っていまして、そこを柱として大きく位置付けていただ

きたいと思います。 

 

〇山本座長 そのほかありますか。足立委員お願いします。 

 

〇足立委員 先ほどいくつか視点として出しましたが、前半の話を聞いていて

非常に興味深く、国内の消費者に対する調査は、海外で見ているものとは違う

と思います。国内はやはり自分の安全・安心で、一方イギリスなどで、そもそ

もスタート時点が動物であったり、気候であったり、南アフリカ共和国のアパ

ルトヘイトであったり、他人や他のものです。日本の消費者の視点をいかに外

向きにしていくのか、自分以外のものに関して対応していくのか、そこが本当

のエシカルだと思います。具体的にどういう風にしたらいいのかということに

関しては、既に海外で国際的に課題になっているものもございますので、それ

を取り上げたら良いと思います。既に一つ御紹介いただきましたが、ＳＤＧｓ

は当然だと思います。あと一番ここに関わることで抜けているのは、サスティ

ナブル・コンサンプショナル・プロダクション（ＳＣＰ）で、国連の課題にも

なっていますし、中原先生はずっとなさっています。生物多様性条約の中でも

愛知目標の中に含まれています。ＳＤＧｓにももちろん入っています。持続可

能な消費とそれを裏打ちする生産というのは、確実に必要だと思います。ある

いは、サプライチェーンという意味で言えば、ＩＳＯ化（ＩＳＯ20400）が進ん

でいますが、労働人権に関わるのですが、こういった形で進んでいるというこ

とも紹介する必要があります。また非常に不思議なのは、今年初夏のドイツの

エルマウ・サミットの首脳宣言には、サプライチェーンの責任が入っています。

ところが、それについて日本国内ではほとんど議論されていません。これはま

さにサプライチェーン上の人権の問題であり、今回の倫理的な消費と合致する

部分です。その辺の国際的認識については、少なくともこういうものがあると

いうことを倫理的な消費の中で消費者も含めて考えていかなければいけないと

いうことを入れていただきたいというのがまず１点です。 

もう一つは、それをやることが企業にとってどういうメリットがあるかをし

っかりと書かないと、消費者からのプレッシャーだけになってしまいます。企

業にとっても、これは非常にメリットがあると理解できること、そういう配慮

をするという企業はどんどん増えていること、それを作るのには当然若干コス

トがかかったり、今までと違うことをやらなければいけないわけですが、その
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ことで社会あるいは消費者からきちんと評価される、そういうことがないと、

独自の努力だけでは進めにくいことになります。それをきちんと打ち出して、

場合によっては制度を作ることで、きちんとした活動をしている企業は事業が

やりやすくなります。ぜひこのことを強調すると良いと思います。 

 

〇生駒委員 中間取りまとめはどちらに発表されるものになるのですか。 

 

〇山本座長 中間取りまとめは国民に発表されます。 

 

〇生駒委員 今２ページになっていますが、これから更に付け足す感じなので

すか、それとも今の段階ではこういう形なのですか。 

 

〇山本座長 これは叩き台の叩き台です。全委員にこういうものを盛り込むと

いうものをなるべく早くメールで事務局に出してもらって、総括して２月の会

議で議論するということです。 

 

〇生駒委員 一つネーミングをどうするのか、まだセッションの途中だと思う

のですが、これが最終的でなくてもいいのですが、江戸中期の近江商人の三方

よしというものがあり、日本は倫理感の高さでは世界でも例を見ないと一応皆

様に言われていて、日本人も倫理観が高いと感じていると思います。この間も

電車に乗ったら、フランス人は少しでも荷物を手放すのが嫌で、ユーロスター

なら必ず盗まれるということで、ここは日本だから大丈夫と言ったのですが、

私たちは気づかないですが、倫理感が高い国だと思います。一つの原点で三方

よし、売り手よし、買い手よし、世間よしという言葉があります。そういった

言葉も引き合いに出させていただいてもいいと思いました。あと消費者の視点

のところは、叩き台ということで分かったのですが、色々条件を挙げていくと、

オーガニックコットンや、伝統工芸など、大量生産の反対ということで手作り、

スローな物づくりを見直すことであったり、３Ｄプリンターのようなもので無

駄を出さない物づくりができるということで、今エシカルの傘に入れ始めてい

るのですが、そのような物づくり自体を見直すようなきっかけにエシカルがな

って、21 世紀の産業革命と言いますか、そういったことを回帰させるような条

件も必要かなと思いました。 

消費者においてはトレーサビリティを確認することは習慣のようなもので、

食べ物についてはトレーサビリティを大変確認しているのですが、ファッショ

ンに関して言いますと、まだ消費者の側の意識はそんなに高まっていないと思

います。最近ブティックに行くと洋服はどこで作っているのか、どこに工場が
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あるのかを必ず聞きます。昨日もパリのブランドで聞きました。うちはアジア

では一切作っていませんと予防線を張られて、その代り東欧で作っていますと

いうことで、詳しく聞くと詳しく答えて、売り場でもそういうことに対して質

問が来ている証拠だと思います。私一人でなく聞く人が増えているからそうい

う答えが出ているのだと思います。トレーサビリティは、消費者においてはそ

ういう習慣を持つということ、あるいは提供する側はそれを徹底していくとい

う促しをしていければと思います。 

企業、事業の視点においては、バイコットと同じ発想ですが、エシカル企業

を応援する制度やアワードのようなものをゆくゆくは設けられればいいと思っ

ております。労働環境を整備して、今ブラック企業などとても話題になってい

ますが、良いことをしている企業をショッピングでも応援したいですが、こう

いう制度やシステムができたということで、エシカル企業ランキングのような

ものをこの会議から発信していけたら良いと思いました。 

あとマスコミ、教育機関、インターネットでのアピールもどこかに明記して

いただきたいと思います。 

 

〇潮谷委員 一つは佐野委員のグリーンコンシューマーの活動の成果とも兼ね

あってくるのですが、私たちは知らない間にマイバッグなどに参加しているわ

けです。エシカル・ラボで若者の声がすごく良かったという話がありましたが、

知らない間にという、その教育の大事さ、学習の大事さが今回の取りまとめの

論点の中では少し抜けていると思いますので、学校教育の中における環境教育

など、地域の中における環境教育や学習という観点を一つ加えていくべきだと

思います。以上です。 

 

〇平井委員 これが中間的取りまとめとして出ていくわけですが、やはりメッ

セージ性を明確にすべきだと思います。多分、世の中を変えるようなインパク

トを持たないといけないと思います。先ほど来、例えば倫理的消費という言葉

をどうするかということで、三方よしの話もございましたけれども、思いやり

消費というのは、私は一つ分かりやすいと思いますし、たぶんそういうことに

スローガンを作るべきだと思うんですね。例えばＳＮＳであれば「いいね」を

つける。あなたの「いいね」を消費で示してください、それが世の中を変えま

すと。なにかそういうメッセージを国民皆が共有するようになるかどうか、そ

れがこの研究会の意味合いだろうと思います。 

それから、２番の（２）のところ、消費者の視点というところで、いろいろ

書いてあるところに今御指摘がございますけれども、例えばフードマイレージ

の視点も大切だと思うんですね。地産地消と書いてあるのですけれども、特に
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そういうことでエネルギーに対する負荷がかかっていることをもう一度思い起

こしてみましょう。たぶんこれは共感が得られるメッセージではないかと思い

ます。 

また、人に対する思いやり、子どもたちだとか障がい者だとか、高齢者だと

か、そういう人たちが、例えば障がい者が一生懸命作ったものなどに認証を与

える等々の何か工夫があっていいのではないかと。そういうところで世の中を

変えていくべきなのではないかと思います。 

最後の３番のところで色々書いてあるわけですが、私は渡辺先生や、中原先

生、あるいは柿野先生もそうでありますが、この中で得られたことを一つ軸に

して、提言としてきちんとまとめるべきではないだろうかと思います。  

一つには認証、あるいは基準というもの、これに切り込むのであればまずそ

こをどうするのかということを我々で議論をしていきましょうと。結論が出な

くても国民に対する問題提起があって、それに対して例えば、こういうことを

投資家に対して開示すべきだとか、そういうことにもつながってくるものだと

思います。それを埋め込んでおかないと、じゃあこれで世の中がどう変わりま

すかってところまで、アウトプットにいかないのではないかと。 

できれば法規制のことも扱うべきだと思います。この可否も含めて問題提起

だけでも十分だと思うんです。もう、そういうこともやっていくべきではない

かと。例えば、どうしても価格差がつくんですね。今ややこしいのは、渡辺先

生の御議論の中にもございますように、結局マーケットだけでは処理しきれな

い問題というのはどうしても残ると思うんです。価格だけで処理しきれない問

題、そういうところにどういうふうに制度的な裏打ちをつけるか、それは「い

いね」という気持ちで選んでもらうこともまた一つでありますし、それでも埋

めきれないギャップがあるときにどうするか。やはり法規制ということも一部

出てくることもあると思うんですね。その辺を、これは国の政策としてバシッ

とこれから出すべきではないか、そういうことを研究会として迫る、迫力があ

ってもいいのではないかと思います。 

先ほど島田委員が仰ったように、地方でもやるべきだということでもありま

すから、例えば地方でやるなら、こういうモデルケースを応援しましょうと、

そういう分かりやすい例示も入れていただいてメッセージを出すべきなのでは

ないかと思います。 

そのような形で、せっかく取りまとめるのであれば、今後の消費者庁が抱え

ておられる予算だとか、あるいは法的な手段だとか、あるいはその啓発活動等々

につながるようなことが我々の責務として出すべきではないかと思います。 

 

〇山本座長 手がたくさん挙がりました。それでは西村先生お願いします。 
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〇西村委員 この後の楽しい会に出席できないので申し訳ありません。今、潮

谷委員に教育の話を出していただきましたが、私もその立場の意見は非常に良

いと思いました。加えまして、消費者庁として消費者教育推進法ができて、そ

れに基づく審議会として消費者教育推進会議をやっています。消費者教育推進

会議に委員として参加していますが、そこでも消費者市民社会に向かって、ど

ういう教育活動をしていったらいいのかということが大きな議論で、特に今期

は若者の消費者市民教育ということで、その中でもこの倫理的消費の問題はか

なり重なり合います。消費者庁としても今後の政策に反映していくことができ

るような形に、この研究会で、誰のものにするというのではなくて成果を、消

費者教育推進会議の進み具合と合わせながら、関係性を持って議論を展開して

いただきたいと思います。先ほど渡辺先生の御報告で、学校教育における推進

という話がありました。その辺を大きく打ち出していただきたいということで

す。 

それからメディアの関係で、消費者庁の大臣が徳島県に視察に行ったことが

記事になっているのですが、エシカル・ラボは全然記事に出ないので、プレス

リリースのようなものではなく、中間取りまとめを作ったら、山本座長が消費

者庁で記者会見するなど、大きく意図的に出していかないと浸透は図れないの

ではないかと思います。 

 

〇山本座長 平井委員、西村委員、大変重要なポイントを御提案いただきまし

て、メッセージ性のある報告書を作らなければいけないということと、この委

員会で全部を議論することは不可能ですから、他の部会で議論していただける

ような、重要なポイントをここでまとめて提案するということだと思います。

竹内委員お願いします。 

 

〇竹内委員 私も 12 月 10 日から 12 日まで開催されましたエコプロダクツ展に

参加しておりました。グリーン購入大賞表彰式の対応や環境省、経済産業省、

グリーン購入ネットワークのブースに出ました。９日に開催されましたエシカ

ル・ラボに終日参加したかったのですが、オープニングと学生の発表だけ見さ

せていただき、大変盛り上がっていると感じました。その間何をしていたかと

いうと、研究会で発表させていただいた洗剤が、経済産業省側から展示要請が

あり、カーボンフットプリント登録、カーボンオフセットをして、経産省が推

し進めているベルマークの環境版のどんぐりポイント制度のキャンペーンに参

加、中四国 200 店舗の量販店でキャンペーン販売をしていただいた関係で出展

しました。このキャンペーンは、今年度のカーボンオフセット経済産業大臣賞



‐30 ‐ 
 

を受賞しました。 

次に環境省では、我々が日本で初めて詰め替え用の容器で販売しました洗剤

などに関して、環境負荷低減に良い商品ということで、依頼されて展示と講演

をしていました。エシカルランドでもＲＳＰＯの原料の部分で、持続可能な原

料を調達しているということで、展示しました。大日本印刷のところでは、非

常に環境にやさしい袋を使っているので展示しました。合計４箇所での展示と

講演のため、エシカル・ラボを全て見ることができずとても残念でした。 

今一番悩んでいるのは、エコマークなどの色々なマークが国内外にあること

です。環境に取組んでいることを消費者の方に知っていただきたく、環境や持

続可能原料調達先のマークを取得して商品に標記していますが、数が多すぎて

困っています。出来れば、ステイタスになるエシカル的なものにまとめていた

だければ何よりです。マークの取得、標記はそれぞれに費用が発生します。エ

コだけに特化せず、ミレニアム開発目標、「ＭＤＧｓ」セカンドステージの「Ｓ

ＤＧｓ」の開発目標等も織り交ぜたその時代時代に合致したマークの統一を希

望しています。弊社では持続可能な原料生産を目指しているＲＳＰＯ認証オイ

ルに集約しようと考え始めております。 

 

〇嶋田委員 今までお話を聞いていると、若者がキーワードだと思いました。

若者の方々がやりたいという空気、雰囲気を作ることが大切だと思います。今

日の小倉委員の資料の中で、12 ページのところに、若年層とシニア層の動機の

違いということで、「年代とのクロス」という表があって、20 代は「身近な人々

とのつながりの中で促される」割合が 23.5％ということで圧倒的に高い率にな

っています。この辺りにヒントがあると思いました。以上です。 

 

〇末吉委員 エシカルランドの話が竹内委員からありましたが、エシカル・ラ

ボと並行して、日本エシカル推進協議会のメンバー７人で、生駒委員も入って

いらっしゃいますが、エシカルランドを開催しました。エシカルランドのフェ

イスブックを作ったら、最終的に約 25,000 のアクセスがありました。「あなたの

エシカルな思いをＳＮＳで発信してください」と来場者に思いを書いてもらい

それを写真撮影する、ということをしましたが、大きな反響がありました。 

その中で多くの若者がエシカルランドを訪れてくれたのですが、エシカルと

サスティナブルの違いはどうなのか、自分達もエシカルを伝えていきたいけれ

ど、エシカルという言葉だとどうやって伝えていっていいかわからないという

意見が多数出ました。一般の人にとっては、サスティナブルの方がわかりやす

いようですが、エシカルの共通の何か、平井委員が仰っていましたが、何かス

ローガンのような、皆がエシカルとは何か分かるものを掲げ、伝えていくこと
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がとても大事ではないかと思いました。 

私はメディアの世界にもおりましたので、テレビ局にもエシカルの話を持ち

掛けております。例えばワイドショーやニュースの中でコメンテーターという

役割が必ず出てきますが、消費者庁の研究会の委員の方々もコメンテーターに

なってもらって出ていただくのはどうかなど、そういう話も挙がっております。

プレスリリースを一方的に出すという受け身の態勢だけではなく、マスコミに

対して積極的に記者会見を開いたり、番組に出演したりする機会を作っていく

べきだと思っております。 

 

〇山本座長 サスティナブルとエシカルの違いですが、チームマイナス６％と

言ったのは弱いサスティナブルで、それではもうだめな時代に入ったわけで、

パリ協定はいったん戻すということを目標にしているわけです。強いサスティ

ナビリティならエシカルとイコールだと思っています。 

 

〇金丸委員 まず表現なのですが、先ほど河口委員から話があったように、良

心的な消費というのも良いのではないかと思いました。教育の話も同様に思っ

ておりまして、子どもたちがそれを当たり前のように考えるようになることが

重要で、10 年後、20 年後彼らが大人になったときにこれが当たり前の世界であ

る、消費であるということが大事だと思っています。例えば技術的なことでい

えば教科書に載せることが大事だと思います。事業者としては評価や応援をい

ただくと助かりますし、買いたいと思っていただくお客様の声は大事で、必要

とされているのであればどんどん作って売ることができると思っております。

以上です。 

 

〇阿部委員 この後の懇親会に出られませんので今発言させてください。先ほ

ど何度か出ましたが、まず教育でＥＳＤですが、ＳＤＧｓの中で４番目の目標

にも入っておりますし、持続可能な消費と生産、これはまさにＳＤＧｓの中心

哲学で、そういうことも含めて、ＳＤＧｓを言葉として入れていただきたいと

思います。 

例えば２の（２）で、社会の傾向として、ローカル志向が広がってくるだろ

うということで、そういう意味で、東京から地方に５割ぐらいの人ができれば

移住してみたいという調査結果もあるので、仕事での付き合いよりは、地域コ

ミュニティを大事にしていくという傾向がこれから出てくるのではないか。そ

の意味あいを込めて、地産地消があげられていますが、持続可能な地域やコミ

ュニティを指向するエシカル消費というニュアンスが入ると良いと思います。

これからＳＮＳがもっと普及していく中で仕事のスタイルが変わり、ＳＮＳを
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通じたコミュニケーションを楽しむ人が増えてくると思いますが、これらは倫

理的消費にもつながっていくだろうと思います。 

もう１点ですが、消費者庁のことです。倫理的消費の視点から他の組織との

連携も非常に重要ですので、省庁、あるいは多様なステークホルダーを超えた

連携に取組んでいただきたいと思います。以上です。 

 

〇小倉委員 フェアトレードに関してなかなか日本では根付かないというお話

がありました。これまでの議論でも出ていますが、生産の現場と消費の現場が

離れすぎていて、生産の現場が見えにくくなっているのではないかというよう

なことを少し書き込んでいただけたらいいのかなと思います。生産の現場では

今何が起きているのかきちんと伝えていくことが大切だと思います。 

アニマルウェルフェアや、障がい者の支援が出てきましたが、子ども消費者

に向けて本当にひどいマーケティングが行われていないか、そういったことに

も目を向けていく必要があると思います。 

 

〇葭内委員 国連でもこれからは、若者の教育に重点をおいていく方が話は早

いということで指針が出ています。ただ、既にＥＳＤなどの組織があり、今お

話がありましたが、それに関わるユネスコスクールのようなシステムがありま

す。しかし実際のところはユネスコスクールというのは従来の環境教育を教え

ていることが多かったりします。この委員会を開いた意味はそこではなく、も

う一歩先の人権などもっと皆に関わるものを理解してもらうところだと思いま

す。例えばフェアトレードという言葉は、小学校でも学習するので生徒は言葉

を知っていますが、実際のところ本当の意味は分からなくて、価格がフェアな

だけだと思っていたり、フェアトレード製品の価格が高いのではないのかと思

っています。１日の最低賃金はフィリピンだと 1,100 円から 1,200 円ぐらいしか

ないのですが、それをクリアしていれば良いというと皆驚いています。本当の

ところは理解されていなくて、環境、フェアトレード等、そういう教育が小学

校から続いてきて、なんとなく感覚として大切そうだ、というのは感じている

のですが、もう一歩進んだところを打ち出したいので、例えばエシカルハイス

クールを作るなど、消費者庁ならではの、強い打ち出し方が必要です。エシカ

ルという言葉は海外ではサスティナブルとも使ったりするなど、日本のエシカ

ルの持つ意味あいは和製エシカルのようなことがあると思いますが、それでも

かまわないので、日本ではエシカルと呼んで、若者から家庭へ、社会へと広げ

て理解させるための施策を具体的に打ち出せれば良いと思います。 

 

〇山本座長 申し訳ありません。時間になってしまいましたので、議論はここ
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で打ち切らせていただきます。お願いなのですが、当然議事録は取っておりま

すが、皆様方の中間取りまとめにこういう論点をぜひ入れるべきだという御意

見を、今日発言された御意見でも、短くても長くても結構ですので、事務局に

メールで年内にお送りいただき、それを取りまとめて、第６回までにより詳し

い中間取りまとめの案を御提示させていただきたいと思います。スケジュール

について事務局よりお願いします。 

 

○岡田消費者庁消費者教育・地方協力課長 次回の第６回の会につきましては、

明日以降調整させていただきまして、連絡させていただきたいと思います。 

 

〇山本座長 それでは長時間にわたりましてありがとうございました。これで

閉会にさせていただきたいと思います。 

 18 時 05 分閉会 


