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調査日程表

（2015 年 11 月 2 日〜6 日）
日時

訪問先

ノルウェー
11 月 2 日（月）
11：00〜13：00

National Institute for Consumer Research（SIFO）
ノルウェー国立消費者研究所

14：00〜16：00

Ethical Trading Initiative Norway（IEH）

イギリス（ロンドン）
11 月 3 日（火）
15：00〜17：00

Ethical Trading Initiative（ETI）

11 月 4 日（水）
10：00〜12：00

Consumer International（CI）
国際消費者機構

16：00〜17：20

Department for Environment, Food and Rural Affairs（DEFRA）
イギリス環境食料農村地域省

イギリス（マンチェスター）
11 月 5 日（木）
14：00〜17：00

SUMA Wholefoods

11 月 6 日（金）
10：00〜12：00
13：00〜14：00

Ethical Consumer, Ethical Consumer Research Association

15：00〜17：30

Sustainable Consumption Institute（SCI）
マンチェスター大学 持続可能な消費研究所
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平成 28 年 3 月

第１章

本調査の概要

１．調査の趣旨
人や社会・環境に配慮した「倫理的消費」への関心が高まっている。こうした消費行動の変化は、
消費者市民社会の形成に向けたものとして位置付けられるものであり、消費者庁の「『倫理的消費』
調査研究会」では、倫理的消費の内容やその必要性、社会での浸透を深めるための取組等につい
て検討が行われている。
本報告書は、上記研究会が実施している各種調査のうち、参考となる海外の状況について現地
でヒアリングした内容をまとめたものである。

２．訪問先
本調査では、イギリス及びノルウェーの関係機関を訪問し、倫理的消費の現状（定義・範囲）
や課題、倫理的消費の促進に向けた取組などについてヒアリングを行った。訪問先は以下の通り
である。
○イギリス
・Ethical Trading Initiative（ETI）
・Consumer International（CI）
・Department for Environment, Food and Rural Aﬀairs（DEFRA）
・SUMA Wholefoods
・Ethical Consumer , Ethical Consumer Research Association
・Sustainable Consumption Institute（SCI）
○ノルウェー
・National Institute for Consumer Research（SIFO）
・Ethical Trading Initiative Norway（IEH）

３．調査のポイント
調査の主なポイントは以下のとおりである。
（１）倫理的消費の定義・範囲について
訪問した各機関に「倫理的消費」の定義について尋ねたところ、使用される文言に多少の違い
はみられたものの、「消費者が自らの倫理観に基づいて商品・サービスを選択すること」という回
答であった。訪問した機関では、
「倫理的消費」に類似する用語として、他に「持続可能な消費」
、
「政
治的消費」という言葉が使われていた。
「持続可能な消費」は国連環境計画（UNEP）が推進する用語であり、
「倫理的消費」よりも広
範な位置付けにある。その場合「倫理的消費」は、労働者や生産者への配慮という社会的要素が
強く、「持続可能な消費」はさらに環境配慮の視点が含まれたものと捉えられている。
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本調査の概要

「政治的消費」は特にノルウェーで使用された用語である。
「倫理的消費」が個人が自己の倫理観・
道徳観に基づいて行う消費であるのに対し、「政治的消費」は消費の在り方そのものを変革すると
いった政治的な意図をもった消費として考えられている。
（２）倫理的消費の経緯と現状：英国、ノルウェーの調査から
英国では、1980 年代にボイコット（不買運動）の情報誌として雑誌 “Ethical Consumer” が発行
され、「倫理的消費」という言葉が生まれた。その後、1990 年代には、倫理的な企業の製品を積極
的に選択して買うバイコット（ボイコットの反意語としての造語）が広がっていった。英国の倫
理的消費市場（倫理的消費支出額）は、2013 年には 780 億ポンド（約 12 兆円）であり、調査開始
時 1999 年と比較して約 6 倍の規模に成長している。この金額は英国の年間総支出額の約 5％に相当
する。
エシカルが売れるためのアピールになるにつれ、倫理を標榜しながら実際には倫理的でない企
業が「エシカルウォッシュ」と呼ばれる偽装を働き、消費者からの批判が高まるようになった。
企業や製品の倫理性を規定する法制度がない中にあって、第三者が客観的な基準に従って倫理性
を確認し、保証する「認証」の仕組みが生まれ、消費者の不振を払拭しようとする企業が認証を
取得する動きが 2000 年代に入って広がった。
今日、紅茶の 80％、粉コーヒーの 50~60％、チョコレートの 50％、バナナの 33％が何らかのエ
シカルの第三者認証（エコラベル、フェアトレード、オーガニック等）を受けており、主流化し
つつある。その一方で、多種多様なエシカル・ラベルが市場に流通するようになり、消費者に混
乱をもたらしたのも事実である。この混乱はノルウェーでも同様の動きが指摘されていた。
市場を健全化し、企業にエシカルな動きを一層取り入れていくために公的規制をすべきかどう
か、という議論がある。現状としては、英国及びノルウェーは直接的な規制を行っていないものの、
今回ヒアリングを行った専門家からはいずれも、中長期的には倫理的消費は個人の自発的な選択
に任せるのではなく、公的規制によって実現すべき（倫理的な生産と流通を義務付けるべき）と
の見解が示された。英国では、先進企業のイニシアティブ等の働き掛けにより、サプライチェー
ンにおいて奴隷労働や人身取引がないことの確認を義務付ける「現代奴隷制法（Modern Slavery
Act 2015）
」が 2015 年に制定されており、倫理的消費に向けた環境整備が少しずつ進んでいる。
（３）倫理的消費の促進に向けた取り組みについて
訪問した機関からは、以下のアプローチ／方策が有効との指摘があった。
①

市民団体によるキャンペーン
倫理的消費の推進に有効な方策として、訪問した機関の多くが「市民団体によるキャンペー
ン」を挙げた。市民団体の活動が消費者の意識や消費行動を変化させ、最終的には企業をも
動かすという好例であり、代表例として町ぐるみでフェアトレードを推進する「フェアトレー
ドタウン運動」などの取組が挙げられた。

②

メディアの影響
英国ではテレビで放映されるドキュメンタリー番組が消費者の行動に変化をもたらすだけ
でなく、企業の対応も促す要因になっているという。倫理的消費に関する情報がソーシャル
メディア等も含めた媒体によって積極的に発信されることにより、その状況が促進される可
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能性がある。
③

消費者教育の公教育への導入
ノルウェーでは倫理的消費が進んでいる背景に「学校における消費者教育の取組」が挙げ
られており、公教育の場で環境問題や人権について身近な消費の問題を扱うことの重要性も
無視できない。

④

機関投資家の役割
大口の機関投資家が投資先を選択する際、経済的パフォーマンスだけでなく、社会や環境
にどのような影響を与えているかを判断基準にすることで、企業に倫理的行動を促すことが
可能となる。ノルウェーでは、年金基金を運用するに当たって、投資先企業に関する倫理規
定を設けており、反倫理的な企業への投資を禁じており、企業行動に与える影響は大きい。

⑤

マルチステークホルダー方式による推進
英国とノルウェーには、企業が発展途上国のサプライヤーと倫理的な取引を行うように促
す「倫理的貿易イニシアティブ」がある。これは、
先進的な企業と NGO、労働組合（ノルウェー
の場合は生協も含む。）、が協働するもので、両国とも政府が資金的な後押しをしている。イ
ギリスでは、これら先進的企業の働き掛けにより「現代奴隷制法」が制定されたことは注目
に値しよう。
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報告

報告

エシカル海外調査報告
東京都市大学、国際グリーン購入ネットワーク
中原 秀樹
近年のエシカルの源流を辿ると、90 年代の英国で社会的排除や失業問題の深刻化と企業の社会
的責任に対する関心の高まりの中で、1997 年に発足したブレア政権は CSR 政策に積極的に関与し、
98 年には「これからはエシカル（倫理的）アプローチが重要である」というエシカル・トレーディ
ング・イニシアチブ（ETI）を発表した。ブレア元首相が 80 年代末から 90 年代初めにかけて、外
交上の政策過程で道義的・人道的な国際介入を「エシカルアプローチ」と表現したのが始まりと
いわれている。
そして 2001 年の 9.11 事件以後、人間の安全保障上、国際社会は絶対的な弱者を「保護する責任
がある」との論議の中で「エシカルステイツ」（良心に誠実な国）などと盛んに使われ出したのが
流布への背景である。その後の事例でも直訳の「倫理」だけでは狭く、不十分で、より柔軟に「良
心的な / 良心に誠実な」などの意訳の方が釈然とする使い方をより多く見かける。国連のグローバ
ルコンパクト（地球への誓約）は、国連が人権、雇用、環境、腐敗防止に関する 10 項目を提示、
その達成目標を自ら地球の環境と社会に誓約し、その達成度を年次毎にセルフチェックして結果
を報告するという点で、典型例といえよう。
今回の海外調査の最大の関心事は、サステナブルオリンピックを開催しエシカル消費の先進国
と目されている英国において本当にエシカルアプローチというコンセプトが社会システムとして
定着しているのかを関係諸機関を現地調査することによって検証することである。以下筆者はエ
シカル消費を担うのは誰かというマルチステークホルダーという視点から調査先を分類し、報告
するものである。ノルウェーに関してはオムブズマン制度など英国と近しい関係にあることから、
EU 圏内での互いの影響度を考察するうえで今後のエシカル消費の研究に貢献するものであると考
える。

１．CSR/ エシカルアプローチ型活動組織
Ethical Trading Initiative（ETI：英国）
Ethical Trading Initiative（以下「ETI」という。）は、極度に貧しい労働者や奴隷制の強制労働、
児童労働など企業活動を取り巻く現実に対し、1998 年に設立された独立機関。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 団体からの会費、英国国際開発省（DFID）
や他国政府からの補助金、実施する研修費などで運営されており、倫理的な労働環境を企業やサ
プライチェーンに求める活動をしている。
ETI は「現代の奴隷制法 2015」
（Modern Slavery Act 2015）の法案作成、
成立にも関与しており、
また労働力供給事業者の監督制（Gangmasters Licensing Authority）にも、ETI は関わっている。
これは中国などから連れてこられた不法労働者が、食用貝の採取作業中に溺死した事件が大きく
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報道されたこともあり、労働者の元受け業者に対し就労条件やその状況を監視するために政府が
定めたものである。ETIは独立機関であるが、問題解決に対しイギリス政府と密接に連携している。
企業、サプライチェーンに対して倫理的な労働環境を求めることは、労働者の欠勤や事故の低下、
品質の改善、そしてエシカル（倫理的な）消費につながっていくと考えている。
ETI は企業、サプライチェーン向けの活動をしており、消費者向けの調査は行っていないが、
メンバー NGO の Oxham が 2009 年に実施した調査は、消費者のエシカルな取引への関心度が高まっ
ていることが読み取れる。
ETI メンバー企業数の増加には、これらの背景を企業が商機として捉えていること、そしてラ
ナプラザ崩壊事件をきっかけに世界での共通認識や末端で働く労働者の労働条件への関心と消費
者からの疑惑が生まれた。企業名を実際に挙げ、毎年労働者の賃金現状を報告する NGO 団体など
の活動、メディアでの問題提起、テレビでの多くのドキュメンタリーの放映などから生まれる消
費者のニーズに、企業は答えなくてはならないと考えるようになっている。
これまで、サステナブル調達から CSR 調達へ、そして国連によるグローバル調達、持続可能な
開発目標（SDGs 調達）、など似通った言葉が次々生まれている。これらは ETI の活動を裏付けす
る有益性があると考えている。国連主導で行われていくグローバル調達などは、労働者の権利尊
重は企業、そして政府の責任であると、との ETI の主張の枠組みとなっている。また SDGs 調達は、
これが今後の世界基準である、持続可能な開発目標であると、企業やサプライチェーンに対し伝
える根拠ともなっていくことが予測される。
Ethical Trading Initiative Norway（IEH：ノルウェー）
IEH は、企業の社会的責任や人権に関する関心が高まってきた当初「企業の無責任な行動によ
り人権侵害がおきている」と主張する NGO と「責任を果たすべきは政府だ」とする企業が対立し
ていた。そして生協グループや NGO、労働組合、経済団体（経団連）などの多種多様なステーク
ホルダーが参加することによって 2000 年に設立された（イギリス ETI 設立の２年後）。設立時は
５団体であったが、2015 年には 160 団体が加入。うち 110 団体は企業会員である。
IEH の主張する倫理的な貿易とは、「人権」
「労働者の権利」
「労働環境の保護」を尊重し、これ
に配慮する貿易のことで、これに取り組まない企業には社会的な信頼を失うリスクがあると指摘
している。労働者の人権問題や持続可能な社会の実現に個々の団体が取り組むのは困難だが、多
様なステークホルダーが集まることで、より良いサプライチェーンを構築することが IEH の目的
である。15 年前には認識されていなかったサプライチェーンへの関心が高くなってきていること
自体は大きな成果と考えており、企業も長時間労働による労働者の事故や製品の品質低下、スト
ライキによる生産停止などのリスク回避の観点から、サプライチェーンにおける人権侵害や環境
問題への関心度が高くなっているとのことである。
ノルウェー開発協力庁からは資金援助を受けており、一緒にセミナーを開催するといった協力
体制にある。IEH のアドバイザリーボード（助言機関）には政府メンバーが入っている。また、
イギリスとデンマークにある ETI や、関連する国連機関や非営利団体とも緊密に情報を共有して
いる。イギリス ETI の Base Code は人権や労働に関する内容になっているが、ノルウェー IEH は
環境配慮についても対象としている。
IEH が会員に課している規則は以下の５つである。
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①

報告

IEH が定めるガイドラインのレベルと同等以上の行動規範（倫理的なガイドライン）を策
定すること。

②

行動規範を実践すべく、サプライチェーン全体で改善に向けて積極的に取り組むこと。（改
善に終わりはなく、常に継続して改善を続けることが義務）

③

企業が自らの影響力を利用して倫理的貿易への支援を行うことより多くの企業の参画を目
指す・政治的に働きかけること。

④

具体的な目標や活動内容、達成の進捗状況や結果を毎年 IEH に報告すること。（報告書は公
表する）

⑤

会費を納めること

これまでに規則を守らず除名となった企業もあるが、児童労働が行われているという理由で除
名するわけではない。倫理的な貿易の実現のため、問題をどうやって解決・改善するかというプ
ロセスに取り組む姿勢を重視している。会員企業数についてはまだ少ないが、売上高では食品・
医療の分野では７〜８割の売上高を持つ企業がメンバーになっており、家具と衣料に関しても同
様とのこと。このため、業界全体に影響力を持つだけの企業をメンバーとして迎えることが出来
ていると考えている。また、公共調達で入札時に加盟企業が不利にならないよう、公共調達法に
おいて入札企業に対しガイドラインの有無などを最低限の要件として設けるという動きが出てい
ることはエシカル調達を推進するうえで参考になる。

２．企業行動評価型活動組織
Consumers International（CI：英国）
1960 年に設立された国際消費者機構（Consumers International、以下「CI」という。）は、世
界各国で活動している消費者団体の国際的な機関である。会員団体（以下「CI メンバー」という。）
は 250 団体 120 か国に渡り、国連の消費者保護ガイドラインへの助言も行っている。活動優先順位
はメンバーとの話し合いによって決定しており、主な活動は消費者の権利や保護を求めるもので
あり、倫理的な消費に対する活動は一部である。CI では通常、倫理的（Ethical）消費ではなく、
持続可能な（Sustainable）消費という呼び方を利用している。これは「倫理的消費」を使う場合、
製造現場の労働者の権利や男女の差別などの問題理解に傾きやすく、環境の視点に欠けているこ
と、社会的な要素を消費者にまずイメージされることが多いことなどから、CI メンバーや英国で
は持続可能な消費を一般的に使用している。最近は消費者がこれまで重要視してきた価格や安全
性に加えて、倫理的や環境に配慮した価値観を反映させた選択肢を求めており、Nielsen の消費者
動向調査からも先進国の中産階級を中心として、物・サービスに対する持続可能な消費に対する
需要が伸びてきている。
しかし消費者は情報過多に取り囲まれている。多すぎるラベル、メディアなどから発信される
様々な情報、何を信頼していいのか分からず消費者は混乱しており、情報提供側に対するそもそ
もの信頼性が問われている。SNS による消費者同士の口コミや掲示板などの情報共有力が、信頼
できる情報源としての存在が高まっており、CI は情報提供をただ流すのではなく、これらの発信
場所に積極的に関わっていきたいと考えている。また、サプライチェーンの課題として、確立さ
れた科学的なデータ収集自体が乏しいことを挙げている。問題や情報がサプライチェーンの各場
所に留まり、国際的に共有ができておらず、コミュニケーションの発信ツールは不十分であり、
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政府からの政策ガイダンスも不足している。持続可能な消費のためには、購買時点のみならず、
使用方法や廃棄、再利用など意思決定するタイミングにおいて、消費者の最適な選択を手助け出
来る情報を発信し、コミュニケーション手段の構築を深めていくことが必要である。消費者同士
の口コミやフォーラムは消費者力の向上でもあり、民間セクターや政府が責任をもって取り組む
必要がある。また、消費者同士の口コミだけでは問題解決にはまだ不十分であるため、消費者の
価値観と実際の行動との乖離を埋めるのが CI の努めである、と考えている。
Ethical Consumer（英国）
1987 年設立。設立のきっかけは、1980 年代、国際的な政治問題（南アフリカのアパルトヘイト
問題、エアゾールに入っていたフロン問題、動物実験）から、当時の学生の活動家３人がこの組
織をスタートさせた。ロブは南アフリカのアパルトヘイトのキャンペーンに関与、ジェーンは哲
学科で動物の実験に関するキャンペーン、コール氏は緑の党のメンバーであった。当時は英国は
サッチャー首相、米国はレーガン大統領のもと新自由主義の考え方をとっていたので、政府は市
場に参入すべきではなく、市場の中だけで問題を解決すべきであるという時代だった。人権問題
や動物擁護などは、政府の問題ではないという態度だった。
イギリスでのボイコット運動は、果物や野菜という商品からスタートし、その後すぐ、南アフ
リカで仕事をしている企業自体のボイコットへと発展した。そのような企業にお金を貸している、
融資会社や銀行がターゲットになっていった。1986 年にバークレー銀行（４大銀行の一つ）のボ
イコットが始まった。その年、突然バークレー銀行が南アフリカの支店を全部売却し、手を引いた。
その時に銀行から出てきたデータによると、この消費者ボイコットによって市場の 15 から 20 パー
セントのシェアを失ったと発表された。この事例によりボイコットの威力がマスコミを通じて伝
わり、ボイコットが増えていった。1989 年には動物実験、エアゾールの会社等、ボイコットが何
百件も出てきた。あまりに多くのボイコットが出てきて皆が混乱しているのが分かったので、「ど
のボイコットを選ぶべきか」という雑誌が必要とのことから、
「Ethical Consumer」が誕生したの
である。
エシカルな商品を買うだけでなく、ボイコットはお金がなくても、消費者にオプションとして
誰にも与えられている。だから貧しくてもアクションが取れないというわけではなく、市場の中
で選択肢を全く与えられないというわけではない。コインの裏表のように、
「良い物は買う、悪い
物は買わない」ということである。まさにボイコットとは誰にも公平に与えられる選択肢である
ということである。雑誌を出すにあたって、既存の活動を参考にした。1986 年にアメリカで出版
された「Rating America's Corporate Conscience: A Provocative Guide to the Companies Behind
the Products You Buy Every Day」
、1989 年の「Shopping for a better world」などを参考したと
のことである。

３．エシカル商品普及型活動
SUMA Wholefoods（英国）
1975 年に設立。当初は６人でスタート。SUMA Wholefoods（以下「Suma」という。
）はベジタ
リアン、フェアトレード、オーガニック、エシカルを専門とする英国最大の独立した自然食品の
卸売業者。リーズの町にあった小さな共同購入のグループが発端。当初はエシカルというより、
― 10 ―

第２章 「倫理的消費」調査研究会委員

報告

典型的なマーケットだったが、エシカルがスタンダードになってきた。現在の商品は全てエシカ
ルであるという。取引先と最初に話をする時からサプライチェーンがエシカルかどうか（雇用が
フェアであるか、雇用者をケアしているか、支払が公平であるか等）を確認して取扱いを決めて
いる。エシカルな会社としか取引をしない。扱っている製品がエシカルかどうか、原材料の調達
現場まで監査をしている。製品によってサプライチェーンの中で変更があって、取引をストップ
したところもある。維持が大変である。サプライヤーは約 3000 か所、英国内の顧客は約 5,000 人
である。倉庫は年間３日を除き、24 時間ノンストップで稼働している。
商品は全部 7,000 種類の扱いがあり、うち約 1,000 が Suma のオリジナルブランド、残りの 6,000
は他の会社から仕入れている。主な製品群は食品。ボディケアやシャンプー、化粧品。化粧品で
あれば、動物実験していないことを表す Cruelty Free（クルーエルティ・フリー）のマークがつ
いているものを扱っている。Suma を選ぶ理由として、顧客の 82 パーセントが「エシカルである」
ことが理由だとしている。口コミで広がっており、毎週 30 から 40、新しいアカウントができる（新
しい顧客が増えている）。顧客は男女同程度。女性が多いというわけではない。
収益は年平均 15％ずつ伸びている。過去に比較して伸びは増えてきている。増益の原因ははっ
きりと分からないが、メディアが自然食品や健康的なものに焦点を当てるようになってきたこと
が理由として考えられる。健康問題はライフスタイルの問題、ベジタリアンとかビーガンが体に
いいっていうのが分かってきて、そういうものを選ぶ人が増えてきたことも考えられる。狂牛病や、
最近では馬肉混入問題（牛肉と表示されながら馬肉が混入されていた）のニュースもイギリス人
に大きな影響を与えているという。特に 2012 年のロンドンオリンピックの時にフェアトレード商
品の購入を政府が決めたのは、大きなポイントで本当に忙しかったとのことである。東京オリン
ピックの調達方針次第で日本のエシカル消費・持続可能な消費の行方が決まるといっても過言で
はない。
またまた Suma の特徴の一つに、ワーカーズ・コーポラティブを導入し、社員約 200 人が同一労働、
同一賃金（臨時雇用も正社員も同じ）であるということがあげられる。Suma にはサプライチェー
ンに対する監査チームがあり、サプライチェーンがエシカルなのか、質問表で末端に至るまで正
しいかどうかをチェックする。訪問はせず、サプライヤーに質問する。品質の問題よりも、人権
の問題は見つけるのが難しいとのことである。チョコレートの西アフリカのサプライヤーで、そ
こから買うのはベストではないという判断をしたこともあったという。さらにエシカルの基準が
あり、「B オペレーション基準」では、例えば奴隷制度反対や人身売買、健康と安全、環境マネジ
メント、機会平等、エシカル等の 13 種類のポリシーや声明があるかどうかを確認し、情報開示と
トレーサビリティを適切に行っていることは偽装問題で絶えず揺れている日本企業はお手本にす
べきである。

４．エシカル消費を支える組織
National Institute for Consumer Research（SIFO）／国立消費者研究所（ノルウェー）
1939 年、アメリカで確立された「家政学」の観点からデンマークやスウェーデンに同様の組織
が設立されたことを受け、ノルウェーに設立された。国の公的機関であり、ノルウェーの子ども・
平等省に属する。2016 年１月からは、オスロ・アーケシュフース ユニバーシティーカレッジ（Oslo
and Akershus University College）に研究所が統合される。
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設立当初から「消費者の目線で商品選択の知識を情報提供」することが主目的で、この範疇に
おいて、倫理的・政治的な面から商品が選択できる情報も提供している。当初は、価格や消費に
関する調査のほか家事一般で使用する製品の調査（商品テスト）を約 10 年実施して一般消費者向
けに雑誌も発行していたが、1980 年頃から社会学だけでなく経済学や政治・科学分野の専門家が
メンバーに加わり、問題提起や政策提言などを行うようになった。
調査テーマは

①科学技術と持続可能性

②消費者政策と家計 ③消費者文化（食の問題）の３

分野に分けられる。研究テーマは自らが決めており、国からの指示などはない。SIFO が情報提供
する内容は、高齢者や青少年の消費に関する研究のほか、オーガニック製品やグリーン購入等の
環境分野に関する調査、フェアトレードに関する情報提供などで、倫理的消費を含む消費に関す
る行動を分析・比較したレポートを過去に取りまとめたことがある。
デンマークの「ブレント・スパー事件（1995 年）
」が北欧で最初のポリティカルコンサンプショ
ンと言われており、1999 年頃から学術的に関心が高まったが、一般市民レベルの動きではなかった。
現在は、グリーンピース等の環境グループによる「認証・認定」が産業のひとつになるほど拡大
している。政治家への働きかけなども増え、
政治が変わるといった働きも出始めている。また、ソー
シャルメディアやキャンペーンなどで一般の消費者へも広まり、
「倫理的消費（エシカルコンサン
プション）」や「政治的消費（ポリティカルコンサンプション）
」が浸透しやすくなっているとの
ことだ。倫理的消費が進んでいると言われる背景には、
ノルウェーの消費者教育がある。学校では、
環境教育などに熱心に取り組んでいる。ノルウェーで倫理的消費に対する認識が高いのは、いわ
ゆる中流階級が圧倒的多数であることも影響していると思われる。消費者は、安売り商品は環境
に良くない製品であったり、何等かの理由がある（場合が多い）ことを認識しており、消費者が
販売者に「倫理的な」商品を置くよう要求し、販売店が商品を置くことで消費者の認識が高まる、
といった好循環が生まれているとのことである。まさに消費者教育によって社会を変革できると
いうことである。
Department for Environment，Food and Rural Aﬀairs（DEFRA：英国）
イギリスでは、公共機関等での倫理的な調達に関して、英国環境・食糧・農林地域省（Department
for Environment，Food and Rural Aﬀairs 以下、DEFRA）が担当しており、一般での持続可能な
調達については環境省が行っている。倫理的な概念に基づく活動を専門で担当する省庁は無く、
様々な省庁が協力して行っている。公的機関の倫理的な調達については政府主導で積極的に関与
している。政府の食品調達は FSC や MSC であることが前提であり、また公立の省庁や学校、病院
などへの食品調達でも、できるだけその地域のもの、オーガニックのものを選ぶことを奨励して
いる。しかし「食品の調達の際に、なるべく英国産を選ぶことを奨励するのは貿易の障壁となっ
ている」という視点や、価格とのバランスが課題としてある。そのため、DEFRA の調達が倫理的
ではない、などの NGO 団体からの批判もある。
公共施設の食品調達、物品入札に関して既にガイドラインを設けているが、最近では椅子など
の備品調達に対しても、再利用や再生品の利用を奨励することが新たにガイドラインに付け加え
られた。また、省庁職員の交通手段に対しても、なるべく環境に配慮したもの、例えばハイブリッ
ト車や電気自動車の利用を推奨している。DEFRA では資源をなるべく効果的に使うことに重点を
おいており、環境は重要な視点のひとつである。
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倫理的な消費についての政府主導のキャンペーンは少ない。現在、キャメロン首相の公約の下、
インドネシアの森林保護のため、食品に使われるパーム油を出来るだけ減らそうとする活動が行
われている。これは政府が公約して進めている稀な例であり、今の保守党政権では、倫理的消費
について政府主導で積極的に活動を行うよりも、情報を提供し最終的な判断は消費者にゆだねる
姿勢をとっている。イギリスでよく言われる、「乳母のように国民にいうか、それとも国民が自由
に選択すべきか」という政治的哲学にのっとるものと思われ、労働党政権当時はもっと積極的に
政府主導で展開していたといえよう。
DEFRA としては国連の 10YFP に鑑み、消費者への正しい情報提供として、様々な認証機関や
そのラベルの検証、そして一見倫理的である活動（Ethical wash）、環境に良さそうだが中身が伴っ
ていないグリーンウオッシュ（Greenwash）などの問題検証などに取り組み、消費者の最適な意
思決定を手助けしていくということだが、日本でも大いに参考にすべき姿勢である。
Sustainable Consumption Institute（SCI：英国）
2008 年にマンチェスター大学に設立された持続可能な消費研究所（Sustainable Consumption
Institute 以下、SCI）は、社会的な消費の系統的な成り立ちや新たな消費の流れに対する持続可
能性について、幅広くシステマティクに調査研究している、世界でも珍しい研究所である。設立
当時、イギリスでは気候変動が大きなテーマとしてメディアで取り上げられていた。グリーン消
費から持続可能な消費へ、消費をいかに気候変動の問題と結びつけるか、という問題に対し、大
手スーパーマーケット、テスコの CEO が考え出したサステナブル消費基金を基に、この研究所は
スタートした。
SCI の調査分野は主に４つに分かれている。
１、消費者が選び、消費する日常のなかで、どのように持続可能性をより理解するか
２、主に社会資本システム、そして製品・サービスに対しての持続可能なイノベーション
３、持続可能な消費を社会的に支えるため、どのようなアプローチが出来るか
４、持続可能性に関する文化政治学
SCI の行う調査研究の多くは、組織されている社会的な行動というものに焦点を当てている。消
費者の当初の価値観や興味と、実際の行動が違ってしまうこと、いわゆる消費活動のギャップが
生まれるのはなぜか。実際の消費行動を規制したのは資金面か、それとも他の規制によるものな
のか、という視点で考えることが大切で、社会科学的な視点でみると消費者個々人の行動意識の
決め手だけを取り上げるのではなく、その消費活動が起きている背景を把握することが重要であ
るとしている大切である。消費は買い物だけではなく、例えば運転や、シャワーを浴びる、庭仕事、
料理など、様々なライフステージにあり、これらは各個人の選択というものを超えた社会的な規
範があるとしているのは興味深い。
テスコとは自社のリサーチをする必要はないけれども、必要であればデータを使えるというよ
うな関係であり、寄付金は 10 年間で 2500 万ポンドである。これはあまりサステナビリティに関し
ていい評判がなかったテスコが風向きを変えた企業戦略であるとのことだ。このテスコの動きに
対抗するようにでてきたのが、アメリカの世界最大の小売業であるウォルマートのサステナビリ
ティ・コンソーシアムである。こちらはウォルマートの「サステナブル商品インデックス」の開
発の中で、商品の持続可能性測定と報告を可能にするデータとツールを開発するための位置づけ
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として立ち上げられたもので、商品ライフサイクルに関する全世界の膨大な情報の収集・分析が
可能になることを目指して、サプライヤーや小売、NGO、政府等が共同しアリゾナ大学を拠点に
2009 年 7 月に立ち上げられた。
テスコは持続可能な消費の意義を社会学的な視点で解明しようとし、かたやウォルマートは
LCA という科学的な視点にたって持続可能な消費を実現しようとしている点は、実に興味深い違
いである。
英国では、ポリシーメーカー、例えばユニリーバやテスコのような会社が消費者の行動を変え
るのがどうしてこんなに難しいのか、という調査をしている。これは社会的なもの、文化的なも
のと、それから技術的なものの関係性があるからこそ、より複雑になってしまっていると考えて
いるとのことである。エシカル消費については、SCI の中で、
「倫理的」要素はもちろんあるが、
「持
続可能な消費」と、「倫理的な消費」には違いをつけている。これは、消費者団体が市場や政治的
な場において問題意識を持ってスタートするのが倫理的な消費であり、持続可能な消費では、社
会科学的な面からもっと幅広い内容をカバーしていると考えているためである。日々の社会的な
行動において、どのような影響力があるか、社会資本（インフラストラクチャー）としてはどう
であるか。機構はどうであるかと考えると、SCI としては、倫理的消費と持続可能な消費に、かな
りハッキリとした一線を引きたいということであった。もちろんエシカル消費はとても重要であ
るが、サステナブルな消費のほうが、もっと広い目で社会を見ており、持続可能な消費の中で起
きている問題は、倫理的消費の問題枠を超えているとのことであった。
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欧州調査のまとめ
東京経済大学
渡辺 龍也

１．倫理的消費とは
今回の調査において、訪問先では「倫理的消費」という言葉のほかに（ないしはその代わりに）、
「持続可能な消費」、「政治的消費」という言葉が使われていた。そこで、この三つの言葉の意味合
いについて整理することから始めたい。
まず「持続可能な消費」であるが、
「国際消費者機構（CI）」は通常、
「倫理的消費」ではなく「持
続可能な消費」の語を使っている。その理由は、「倫理的消費」は労働者や生産者への配慮という
社会的要素が強く、環境配慮の視点が弱いからで、
「持続可能な消費」は社会と環境の両面に配慮
した消費を含意しているという。
ただ、これに対しては、「持続可能な消費」は（国連環境計画が推進していることもあって）環
境配慮の要素が強い一方で社会的配慮の視点が弱く、
「倫理的消費」こそその両面に配慮している
という指摘もある（社会的配慮をより重視した消費は「社会的消費」という呼び名が別途ある）
。
また、英マンチェスター大学の「持続可能な消費研究所」は、
「倫理的消費」が主として個人的・
自発的な消費を意味しているのに対して、
「持続可能な消費」はより科学的で、より大きなインパ
クトや社会的・制度的変革をもたらす消費であると意味づけている。
次に「政治的な消費」であるが、「ノルウェー国立消費者研究所」は、
「倫理的消費」が個人が
自己の倫理観・道徳観に基づいて行う消費であるのに対して、
「政治的消費」は消費のあり方その
ものを変革するといった政治的な意図をもった消費であるとしている。それは、英国滞在中に非
公式にインタビューを行ったドイツ人の研究者が共有している見解でもある。
それらに対して「倫理的消費」は、細かなニュアンスの違いは別として、
「消費者が自らの倫理
的価値観に基づいて、社会や環境にプラスの影響を与えるモノやサービスを購入する（ないし、
マイナスの影響を与えるモノやサービスを購入しない）こと」を意味するということで見解の一
致が見られた。
以上を総合すると、「倫理的消費」は「消費者個人の自発的な選択」に重点が置かれているとこ
ろに最大の特徴があると言える。

２．倫理的消費の推移と現状
＜ノルウェー＞：ノルウェー国立消費者研究所からの聞き取り
ノルウェーを含む北欧では、1995 年に起きた「ブレント・スパー事件」が政治的消費／倫理的
消費の大きな契機になったという。この事件は、シェル石油がブレント・スパーという名の老朽
化した石油採掘プラットフォームを北海に投棄しようとしたのに対して、同国をはじめ欧州各国
でシェル製品に対するボイコット（不買運動）が起きたため、同社は投棄をやめてノルウェーの
埠頭の土台にリサイクルしたというものである。
その後、市民団体によるキャンペーンやソーシャルメディアの普及によって政治的消費は同国
の消費者の間に広がり、今日では政治を変えるようにもなっている。また、エシカルな認証が広
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がり、一つのビジネスにもなっているという。
＜イギリス＞：Ethical Consumer 誌からの聞き取り
イギリスでは、1970 年代からボイコットの形で倫理的消費の動きが出てきたという。代表的な
のが、①南アフリカのアパルトヘイト（人種隔離）政策に反対して南ア製品や南アと取り引きす
る英国企業のボイコット、②オゾン層を破壊するフロンを使った製品（冷蔵庫等）のボイコット、
③動物実験を行う化粧品会社のボイコットの三つだった。市民／消費者がボイコットを起こした
背景には、新自由主義政策を採る政府が、それらは政府が関わるべき問題ではないという姿勢を
取ったことがあるという。
その後イギリスでは、非倫理的な企業を懲罰するボイコットよりも、フェアトレードのように
倫理的な企業の製品を積極的に選択して買う「バイコット（buycott：ボイコットの反意語として
造られた造語）」が一般化していき、そうした消費者の変化を前に、企業側も 1990 年代から倫理的
な製品やサービスの提供に力を入れるようになっていった。
こうして、「倫理」が消費者にアピールし「売れる」ようになるにつれ、
「倫理」を標榜しなが
ら実際には倫理的でない行動を取る「自称倫理的」企業が現れ、消費者の不信や批判が高まるよ
うになった。いわゆる「エシカルウォッシュ」問題の出現である（汚れた壁に白い漆喰を塗って
汚れを覆い隠す「ホワイトウォッシュ」から派生した造語）。
企業や製品の倫理性を規定する法制度がない中にあって、第三者が客観的な基準に従って倫理
性を確認し保証する「認証」の仕組みが生まれ、消費者の不信を払拭しようと企業が認証を取得
する動きが 2000 年代に入って広がった。また、先進的な企業は、消費者の信用を高めるべく、
NGO や研究所に自らのサプライチェーンをチェックしてもらったり、改善すべき点を指摘しても
らったりするようになっている。従来は批判するだけだった NGO 等も、企業のサプライチェーン
の改善に協力するようになるなど、企業と NGO ／研究所等との間の「協働」が広がっているとい
う。
以上がイギリスにおける倫理的消費の歴史的推移であるが、同国の倫理的な市場は以下の通り
推移している

イギリス生協と Ethical Consumer 誌が行ってきた倫理的市場の調査対象は幅広く、地産地消や
ボイコットなども含まれ、特に近年は「エシカル・マネー」が占める比重が大きい。このエシカル・
マネーには、倫理的な金融機関である生協銀行や信用組合への預け入れや、倫理的なファンドや
株式への投資が含まれる。イギリスの倫理的市場（倫理的支出額）は、調査が始まった 1999 年の
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130 億ポンドから 2013 年の 780 億ポンド（約 12 兆円）へと 6 倍の規模に拡大し、2013 年の倫理的な
支出額はイギリスの年間総支出額の約 5％に当たるという。

３．エシカルの「主流化」
エシカルな第三者認証（様々なエコラベル、フェアトレード、オーガニック、レインフォレスト・
アライアンス、ウズ、エコサート、IMO など）を規模の大きな企業が獲得し、大手の小売業が積
極的に倫理的な製品を扱うようになるにつれ、倫理的な製品はニッチな市場から主流の市場へと
進出していくようになった。エシカルの「主流化」である。イギリスでは今日、紅茶の 80％、
粉コー
ヒーの50〜60％、チョコレートの50％、バナナの33％が何らかのエシカル認証を受けているという。
その一方で、エシカル認証が一つのビジネスとなって次々と認証スキームが誕生し、多種多様な
エシカル・ラベル製品が市場に流通するようになったことで、消費者には、どのラベルが何を意
味し、他のラベルとどう違うかの見極めが容易につかない状況が生じている。そうした「ラベル
の乱立」状態の改善（統一ラベルの作成など）を求める声が消費者から強まっているものの、政
府は「規制｣ には及び腰で、市場によって淘汰されるのを待つ状況にある。
倫理的な製品が主流化する意味について、マンチェスター大学ブルックス世界貧困研究所のス
テファニー・バリエントス教授は、イギリスの経験から次のような興味深い分析をしている。倫
理的な製品は、そうでない製品に比べ割高であるため、経済が停滞した時には消費が減少する傾
向がある。イギリスでも 2008 年のリーマンショック後の経済停滞期に、倫理的な製品の一つであ
るオーガニック製品は消費が落ちた。ところが、もう一つの倫理的な製品であるフェアトレード
製品はむしろ消費が増えたのである。オーガニック製品は健康にも良く、消費者の自己利益にな
ることから経済停滞の影響を受けにくく、一方で途上国の生産者や労働者に配慮したフェアトレー
ド製品は消費者の自己利益には直ちに結びつかないため影響を受けやすいと考えられていた。実
際には想定と逆の現象が起きた理由について同教授は、フェアトレードの方がオーガニックより
も主流化していて、その分「規模の経済」が働いて従来品との価格差が小さく、価格競争力があっ
た（逆にオーガニックは価格差が大きく価格競争力に劣っていた）ためと分析している。
このように、倫理的な製品がニッチの市場にとどまることなく主流の市場に広がる（＝主流化
する）ことは、倫理的製品が消費者の手に届きやすくなるだけでなく、経済停滞に対する「レジ
リエンス（抵抗力）」も高まり、景気に左右されずに社会や環境に対する好影響が維持されること
を意味している。

４．倫理的消費と公的規制
１で述べたように、倫理的消費は消費者個人の自発的な購買行動に依拠したものである。そう
した性格を持つ倫理的消費にのみ焦点を当て「過大評価」することは、非倫理的／非持続的な消
費を生み出している政治経済社会システムの問題を個人の姿勢や価値観の問題に還元し、システ
ムの問題から人々の関心を遠ざけてしまう、とマンチェスター大学持続可能な消費研究所のダニ
エル・ウェルチ博士は指摘する。
今回聞き取り調査を行った専門家が、中長期的には、倫理的消費は個人の自発的な選択に任せ
るのではなく、公的規制によって実現すべき（倫理的な生産と流通を義務づけるべき）ものであ
るとの見解をおしなべて示したのも、そうした理由によるものと言えよう。
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とは言え、公的規制全般を最小限に抑え、市場原理を最大限働かせることを重視する「新自由
主義」政策が世界の主流となっている中で、倫理的な公的規制を実現するのは非常に難しい状況
にある。たとえ「意識の高い」国がより厳格な社会・環境基準を設けて規制しようとしても、自
国の企業が厳格な基準を遵守することでコスト高となって他国の企業に対して競争上不利となる
のであれば、規制するのを躊躇せざるを得なくなるからである。
それは、グローバル化した今日においては、一国レベルで倫理的な規制を行うのは困難で、世
界同時に（少なくとも主要国が同時に）規制を導入する必要があることを意味しているわけであ
るが、新自由主義政策を採る主要国が倫理的規制で合意することは、少なくとも近い将来は予見
しがたい。
そうした状況にあっては、消費者による倫理的な消費と先駆的な企業の取り組みの広がりが倫
理的規制実現の呼び水になる、と Ethical Consumer 誌編集長 兼 Ethical Consumer Research
Association 代表のロブ・ハリソン氏は言う。同氏によれば、公的規制実現に至る道は次のような
ものである。
１）倫理的消費（バイコット＋ボイコット）が社会に広がる
２）それが企業へのプレッシャーになるとともに、企業のビジネスチャンスにもなる
３）企業が倫理的な調達や生産、マーケティングに乗り出す（当初採用する倫理的基準は低レ
ベル）
４）消費者や市民団体が企業に対してより高レベルの倫理的基準を採用するよう働きかけ、先
駆的な企業が高レベルの倫理的基準を採用する
５）先駆的な企業は、高基準を満たすためにコストがかかり、他の低基準／無基準の企業に対
して競争上不利になることから、高基準が一般化する（＝他企業も遵守が求められる）こ
とが自己利益となり、政府に対して高基準での規制を望むようになる
６）より多くの先駆的企業が公的規制を望むことで、政府も規制を導入しやすくなる
要約すれば、民間（消費者や企業）の自発的な倫理的イニシアティブが社会に広がって「デファ
クト・スタンダード化」することが、公的規制に結びつくということである。問題は企業が高い
基準を採用するインセンティブがあるかどうかであるが、高い基準の採用は競争上不利になる面
はあるものの、「スキャンダル｣ のリスクを下げたり、社会的評価を高めたり、安定的な供給が確
保されたり、品質や生産性が向上したりといったメリットが得られるため、イギリスにおいても
ノルウェーにおいても、企業は必ずしも高基準の採用に後ろ向きではなく、むしろ前向きに考え
るようになっているという。

５．効果的な倫理的消費の推進
調査先に対して、これまでの経験に照らして、どういうアプローチ／方策が倫理的消費の推進
に有効であるかを尋ねた所、以下のアプローチ／方策が有効との回答があった。
ａ）市民団体によるキャンペーン
多くの調査先が挙げたのが市民団体によるキャンペーンである。ノルウェー国立消費者研究所
は、市民団体による消費者向けキャンペーンが倫理的消費の拡大に大きな役割を果たしたと言う。
英国環境・食糧・農林地域省も、NGO やフェアトレード財団、英国土壌協会、MSC（海洋管理協
議会）
、FSC（森林管理協議会）等の市民団体が行ったキャンペーンが有効だったと指摘している。
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マンチェスター大学の持続可能な消費研究所は、活動家グループが市民の意識を変え、個人的な
消費を集団的な力として、企業を変えてきたと分析する。Ethical Consumer 誌も、消費者の力を
組織化することが有効であると指摘し、その一例として、まちぐるみでフェアトレードを推進す
る「フェアトレードタウン運動」を挙げる。同運動は、英国環境・食糧・農林地域省もボトムアッ
プ式に倫理的消費を広げた成功例としている。このように、単なる消費者啓発のキャンペーンに
とどまらず、個人的・自発的な消費を組織化して集団的な力とすることが、倫理的消費の普及・
拡大に大きな役割を果たすと言うことができる。
ｂ）メディアの影響
マスメディアやソーシャルメディアの影響力も有効とされる。マンチェスター大学の持続可能
な消費研究所は、消費者の関心にメディアが応えて報道し（例えば衣料産業での児童労働やラナ
プラザ崩壊の惨事について）、それが消費者をさらに啓発し、企業を動かしていると指摘する。ノ
ルウェー国立消費者研究所は、ソーシャルメディアの影響力も大きいと言う。
ｃ）消費者教育および公教育への導入
ノルウェー国立消費者研究所は、同国で倫理的消費が進んでいる理由として、消費者教育と、
学校での環境教育を挙げる。Ethical Consumer 誌は、子どもを対象に衣服に関する公教育を行う
のが効果的と指摘する。衣服は子どもが最初に買うものの一つで、自分たちが着る身近な衣服が、
実は児童労働で作られていたり、いわゆるファスト・ファッションが生産者や環境に悪影響を与
えている現実を学ぶことができるから、としている。
ｄ）機関投資家の役割
マンチェスター大学のバリエントス教授は大口の機関投資家の役割も大きいと話す。投資先の
経済的パフォーマンスだけでなく、社会や環境にどのような影響を与えているかを投資時の判断
基準とすることで、企業に倫理的行動を促すからである。
ノルウェー国立消費者研究所によると、同国政府は年金基金を運用するにあたって投資先企業
に関する倫理規定を設けており、1）非人道的武器の生産に関わる企業、2）児童労働など人権を
侵害する企業、3）戦争・紛争時に個人の権利を侵害する企業、4）深刻な環境破壊を行う企業、5）
悪質な贈収賄に関わる企業、6）タバコを製造する企業、7）その他基本的な倫理概念に反する企業、
に投資することを禁じていると言う。
ｅ）マルチステークホルダー方式による推進
マンチェスター大学の持続可能な消費研究所は、NGO‐企業‐地方政府（自治体）のパートナー
シップが有効だと指摘する。先進的企業は中央政府よりも持続可能性／倫理性に関してはずっと
熱心で、消費者の信用を得るべく信頼できる NGO 等との関係を強めているという。
イギリスとノルウェーには、企業が発展途上国のサプライヤーと倫理的な取引を行うよう促す
「倫理的貿易イニシアティブ」がある。それは、先進的な企業と NGO・労働組合（ノルウェーの
場合は生協も）が協働するもので、両国とも政府が資金的な後押しをしている。
同イニシアティブは、企業が遵守すべき最低限の倫理基準／ガイドラインを設定し、加盟する
企業はそれ以上の自社基準／行動計画を作成して自社のサプライチェーンを倫理的なものにし、
その遵守状況を定期的に自らチェックして報告するというものである（イギリスの場合は事務局
による調査もアトランダムに入る）。NGO ／労働組合は、途上国内のパートナー NGO ／労働組合
とともに、途上国のサプライヤーが労働者との対話を行ったり、労働組合がない場合は労働組合
― 19 ―

海外における倫理的消費の動向等に関する調査報告書

を作るのを支援したり、企業のサプライチェーンをチェックしたり、といった形で協力する。
10 社足らずでスタートした両国のイニシアティブには、現在イギリスでは 90 社、ノルウェーで
は 110 社が参加（自国企業だけでなく他国／多国籍企業も参加）するまでになった。ノルウェーの
場合、食品や衣料、家具の分野では参加企業が業界の売上高の 7〜8 割を占め、業界全体に影響力
を持つようになっているという。
そうした先進企業は政府への働きかけも行うようになっており、ノルウェーでは公共調達で参
加企業が不利にならないよう、入札企業が倫理的ガイドラインを有することを入札要件とするよ
う求め、公共調達法改正のための公聴会を実現したという。イギリスでは、移民労働者を搾取し
てきた労働斡旋業者を免許制にすることや、サプライチェーンにおいて奴隷労働や人身取引がな
いことの確認を義務づける「現代奴隷法」の制定（2015 年）に参加企業が積極的に関わったという。
それらは、
「４．倫理的消費と公的規制」で記述した、先進的企業の働きかけによって公的規制が
実現する実例と言える。
ｆ）公的調達
調査先自体が指摘したわけではないが、政府や自治体が進んで環境や社会に配慮した倫理的な
調達を行うことも、倫理的消費の普及・拡大をリードする役割を果たすと言える。ただ、新自由
主義政策が主流となる中で、税金の効率的な支出（Value for money の原則）や、供給先の平等な
取り扱い（倫理的な企業／製品の優遇は不平等とされかねない）を求められている政府や自治体は、
訴訟を恐れて倫理的な公共調達には以前よりも消極的になっているという（Ethical Consumer 誌
および英国環境・食糧・農林地域省）。
以上は、イギリスおよびノルウェーの経験であり、日本とは置かれた状況に違いもあることから、
直ちに日本社会でも適用可能ないし有効とは言えないものの、参考とすべき点は少なからずある
と言えよう。
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１．Ethical Trading Initiative（ETI）
対応者：Ms. Sabita Banerji（Knowledge and Learning Advisor）
Mr. Damien Egan（Training Manager）

（１）組織の概要
（組織について）
Ethical Trading Initiative（ 以 下「ETI」 と い う。
） は、
極度に貧しい労働者や強制労働、児童労働など企業活動を
取り巻く現実に対応するため 1998 年に設立された。メン
バーになっている企業や労働組合、NGO 等からの会費や英
国国際開発省（DFID）及び他国政府からの補助金で運営
されており、倫理的な労働環境を企業やサプライチェーン

ETI メンバー（ホームページより）

に求める活動をしている。
ETI 設立の背景には、当時 18 年ぶりに労働党に政権が変わって国際開発の問題に対し光が当て
られるようになり、労働組合や NGO、企業内での問題意識が高まったことなどがある。昨今の不
況や緊縮政策もあり、英国国際開発省（DFID）からの補助金は 2015 年で一旦終了することが決まっ
ているが、別枠での補助金継続が見込まれている。
会員企業数は設立時の約 10 倍に増加しており、イギリス資本の企業だけではなく外国資本の多
国籍企業も含まれる。現在の会員企業数は約 90 社、その総取扱高は 1,570 億ポンド（約 29 兆 3,000
億円 1）と巨額である。NGO 会員は 17 団体あり、40 か国以上の国で企業活動や労働組合のサポー
トを行っている。

（２）事業内容
ETI では、国際労働機関（ILO）の規
範に基づいた行動規約を作成している。
行動規約には、労働者の権利や労働条件、
労働環境の改善（児童労働や職場での差
別廃止など）に関する項目を盛り込み、
メンバー企業に対してはこれらの実現に
責任を持って取り組み、サプライチェー

企業向け研修に使用しているテキスト

ンにおける労働環境について報告書を提
１

1 ポンド＝ 187 円で計算

― 21 ―

海外における倫理的消費の動向等に関する調査報告書

出するよう求めている。会員企業が自らのホームページで「ETI のメンバーである」と掲げるだ
けでは不十分であり、ETI 主催のミーティングやプログラムへ参加せず、報告書の提出義務を怠っ
た場合などは ETI から勧告を行う。過去には改善がみられず除名された例もある。
労働者が自身の権利を認識していないことも多く、彼らが自らの権利を要求するために上司に
掛け合うことが非常に難しいため、ETI では企業と労働者の対話を促している。ETI は会員企業
に対して、ステークホルダー間で話合いの場を持つようアドバイスしており、会員企業が行うプ
ロジェクトを支援したり、様々なステークホルダーが集まって議論するプログラム等を用意した
りしている。
企業を取り巻くサプライチェーンは巨大かつ複雑であり、全てに倫理的であれと謳うのは難し
いが、互いに協力し合って段階的かつ持続的に行動することを目指している。
なお、ETI では政府への働き掛けや情報共有も積極的に行っている。
「現代奴隷法（Modern
Slavery Act 2015）
」２の成立に当たっては、ETI と会員 NGO である国際反奴隷協会（Anti-slavery
International） が 積 極 的 に 関 与 し て い る。 ま た、「 労 働 力 供 給 事 業 者 の 監 督 制（Gangmasters
３
Licensing Authority）」
の検討過程にも ETI は多くの意見を寄せた。

（３）倫理的消費の広がりについて
企業やサプライチェーンに対し倫理的な労働環境の整備を求めることが労働者の欠勤や事故の
防止につながり、品質改善等の好循環が生まれ、最終的には倫理的消費が拡大すると考えている。
会員団体が 2009 年に実施した調査では、消費者の「エシカルな取引」への関心が高まっている
ことが明らかになっている。また、イギリス国内大手スーパーの Sainsburyʼs のレポートに「消費
者の倫理的な視点は不況時に低下すると思われていたが、実際は不況時でも倫理的な視点が保た
れていた」という報告もあり、企業側も「エシカルな取引」を商機として捉えていると思われる。
また、倫理的消費の拡大にはメディアが大きな影響を及ぼしている。バングラデシュのラナプ
ラザ崩壊事故（2013 年）を受けてテレビで多くのドキュメンタリーが放映され、生産現場で働く
労働者の労働環境への懸念が生まれた。NGO 団体が公表する労働者賃金の現状などもメディアで
クローズアップされ、企業に対し厳しい視線が向けられている。
このようなイギリス消費者の倫理観には、大英帝国時代における奴隷制度への罪悪感や他国と
比べ労働組合が機能していること、そして平等であることを重視する国民性などが背景にある。
例えば、インドでは出自によってその後の人生が決まってしまう。それは宿命でどうにもできな
いという考え方もあるのかもしれないが、イギリスでは「どのような境遇であっても同じ人とし
て平等に扱われるべき」という考え方が強い。
しかしイギリスにも、倫理的な購入を尊重していると答えた人の消費行動が実際は倫理的消費
といえるものではなかったり、過酷な労働の先に生まれた商品であるということを伝えられても
イギリスで活動する企業のうち、世界での売上高 3600 万ポンド ( 約 67.2 億円 ) を超える企業に対して、そのサ
プライチェーンにおいて奴隷と人身取引が行われていないことを確認した声明をだすこと、また、この法律の基
準ステップを満たしていない場合は、その旨を企業声明に明記することを規定している。
３ 中国などから連れてこられた不法労働者が食用貝の採取作業中に溺死した事件を受け搾取したきた労働斡旋業
者の免許制の検討が始まった。
２
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価格が安ければやはり購入すると答えたりするという現実はある。消費者を啓発、教育すること
は大切だが、教育を受けた消費者から求められる製品を提供できる企業の存在が重要である。

（４）今後の展望と課題
衣服業界に特化したオランダの団体フェア・ウェア・ファンデーション（FWF）やアメリカの
公正労働協会（FLA）は ETI と同様の活動をしており、今後積極的に連携を図ることとしている。
近年、あらゆる物資の消費量は中国のみならず世界各地で変化しており、欧米からの影響力は
低下している。現在、ETI はインドに組織を立ち上げようとしているが、今後の倫理的貿易に関
する発信はイギリスからではなく、アジアや各地域発の ETI の活動拡大にシフトチェンジしてい
くと ETI は考えている。
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２．Consumer International（CI）
対応者：Mr. Ian Fenn（Sustainable Consumption Project Coordinator）

（１）組織の概要
1960年に設立された国際消費者機構（Consumers
International、以下「CI」という。）は、世界各
国で活動している消費者団体等で構成する国際機
関である。登録団体（以下「CI メンバー」という。）
は 250 団体 120 か国にわたり、国連の消費者保護
ガイドラインへの助言等を行っている。CI として
の活動優先順位はメンバー間の話合いで決定して
おり、消費者の権利や保護を求める活動が主であ
り、倫理的な消費に対する活動は一部である。
Ian Fenn 氏

（２）倫理的消費について

CI では通常、倫理的（Ethical）消費ではなく、持続可能な（Sustainable）消費という文言を利
用している。「倫理的消費」という文言は、製造現場における労働者の権利や男女差別などの問題
理解に傾きやすく環境配慮の視点が欠けている、社会的な要素をイメージされることが多いなど
の理由から、CI メンバーやイギリスでは「持続可能な消費」という文言を一般的に使用している。
CI はその活動において４つの優先分野（デジタル世代、金融サービス、安全で健康的な食生活、
公正と保護）を定めており、これら全てに持続可能な消費は関係している。調査会社の Nielsen が
行った消費者動向調査では、先進国の中産階級を中心に持続可能な消費に対する需要が伸びてい
ることが明らかとなっており、消費者がこれまで重要視してきた価格や安全性に加えて、倫理的
や環境に配慮した価値観を反映させた選択肢が求められていると言える。
しかし、消費者は多くの情報に取り囲まれている。どの情報を信頼すればよいか混乱しており、
情報を提供する側に対するそもそもの信頼性が問われている。最近では、口コミや掲示板が消費
者同士の信頼できる情報共有の場として存在感が高まっている。
また、サプライチェーン側には、個々の問題や情報がサプライチェーンの各場所にとどまり、
広く共有できていないという課題がある。コミュニケーションの発信ツールはまだまだ不十分で、
政府のガイダンスも不足している。
持続可能な消費のためには、購買時点のみならず使用や廃棄、再利用などのタイミングにおいて、
消費者の最適な選択を手助けする情報を発信することが必要となる。消費者が集まる口コミサイ
トやフォーラムは消費者力の向上につながる可能性があり、民間セクターや政府が責任を持って
取り組む必要がある。CI の努めは、消費者の価値観と実際の消費行動との乖離を埋めることであ
ると考えている。
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（３）ＣＩの取り組み
CI メンバーは各国 250 団体に及ぶところ、北ヨーロッ
パ、東南アジア、南米のメンバーが持続可能な消費に
関連した取組を積極的に実施している。特に南米では、
北ヨーロッパや東南アジアと違い、学校レベル、コミュ
ニティレベル、ローカルレベルでの積極的な活動が行
われているのが特徴で、この方法はアフリカでも取り
入れている。
消費者教育ネットワークの PERL（Partnership for
Education and Research about Responsible Living）
でも、気候変動による問題と併せて食に関する教育を
行うなど、地域に合わせて様々な側面で働き掛けてい
るが、先進国に比べて発展途上国における倫理的・持
続可能な消費への関心はまだまだ低い。
また、CI メンバーの取組は「鶏肉に入れる抗生物質

ＣＩの食に関するプロジェクト
（ホームページ）

の軽減」や「ジャンクフードや塩分、砂糖を減らした
食生活」、「携帯電話の料金体系に対する問題」などが多く、持続可能な消費とは少し離れた内容
になりがちである。ただし、食に対する活動は消費者に理解されやすく、具体的な行動につなげ
やすい。実際に、政府と連携した子供の健康的な食生活を推奨する活動は成功を収めており、持
続可能な消費は食の分野に組み合わせて活動することが多くなっている。
消費者の権利や保護を主張する活動に比べ、消費者の責任に対する活動が不足しているのでは
ないか、という指摘がある。CI では、消費者の権利と責任を別に考えるのではなく、４つの優先
分野における活動を通して、持続可能な社会の実現に向けて消費者が最適な意思決定ができるよ
う取り組みたいと考えている。

（４）持続可能な消費と生産に関する 10 年計画（10YFP プログラム）
政府と民間企業のつながりを深めるための建設的なプラットフォーム構築への取組として、国
連の The 10-year framework of programs on sustainable consumption and production patterns
（以下「10YFP プログラム」という。）がある。10YFP プログラムは、2012 年に開催された国連持
続可能な開発会議（リオ＋ 20）において、世界全体として低炭素型ライフスタイル・社会システ
ムの確立を目指すことを目的に採択された枠組みであり、６つの分野に分かれている。
各地域の改善を目指したプロジェクトが国レベルで立ち上がり、CI は活動するワークグループ
のサポートを行い、政府に対しては資金提供や政策実現を呼び掛けている。CI はドイツとインド
ネシアの観光局とともに 10YFP プログラムを実施しているが、日本を含む各国の 20 機関がアドバ
イザー委員会として集まっている。
なお 2016 年度には、10YFP プログラムのワークグループが実施した「先進国における中産階級
の若者ライフスタイル調査」の結果が公表される。今後は発展途上国でも同様の調査を行う予定
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であり、単なるライフスタイルの比較ではなく、各国の消費者の価値観と実際の行動との乖離（バ
リューアクションギャップ）などを調査することになっている。

（５）今後の課題と展望
消費者や民間セクターだけでなく、政府が法律や政策の強化をもっと推進すべきだ、という議
論がある。実際に、砂糖やジャンクフードの規制を求めるキャンペーンでは、政府が企業に対す
る働き掛けを行って成功を収めた経緯がある。食に対する問題が消費者の共感を得やすく支持さ
れやすいのに対し、持続可能な消費についての取組は未だ道半ばである。CI は国際的な機関とし
てのプラットフォームをいかして国連と協力し、政府に対する働き掛けを今後広げていきたいと
考えている。
企業に対しては、直接的な監視活動を行うのではなく、ポジティブな行動（例えば 10YFP プロ
グラム等への参加）を呼び掛けている。CI メンバー内でも「企業に対してもっと監視活動を強化
すべき」とするメンバーと「協力関係を築くべき」とするメンバーとで議論があり、今後どうやっ
てバランスをとるのかが課題である。

（６）ロンドンオリンピックについて
ＣＩでは、2012 年のロンドンオリンピックがもたらした市民行動の変化等に関する調査結果が
あるか把握していない。ただ、「健全なスポーツ」や「持続可能な」などの良いメッセージがオリ
ンピックのような大きなイベントで掲げられても、スポンサー企業は大手ファストフード店であ
るというような皮肉的な問題もあった。インフラ面だけでなく、特にロンドンではリサイクルへ
の理解が向上したと感じており、ロンドンオリンピックはサステナビリティを掲げる良い機会で
あったと個人的には思っている。
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３．Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)
対応者：Mr. Simon Johnson（Resource Eﬃciency EU）

（１）組織の概要
イギリスでは、公共機関等での倫理的な調達に
ついては英国環境・食糧・農林地域省（Department
for Environment, Food and Rural Aﬀairs、以下
「DEFRA」という。）が担当し、一般的な持続可
能な調達については環境省が担当している。倫理
的な概念に基づく活動を専門で担当する省庁はな
く、様々な省庁が協力して行っている。
Simon Johnson 氏

（２）倫理的消費について

イギリスにおける倫理的な消費は増えている。しかし、オーガニック食品は経済の不況期には
消費が減ったというレポートや、倫理的消費を大切にしていると答えた消費者の実際の購買行動
においても現実には価格が重要視されているといった調査結果もある。倫理的な消費の傾向は、
消費者が経済的にどのくらい余裕があるかという要因とメディア報道などによる短期的な影響に
左右されやすい。倫理的といわれる商品の信頼性を疑問視するメディア報道もあり、消費者は倫
理的な消費に対して猜疑的になっているという結果もある。
このような状況に鑑み、DEFRA では国連の 10YFP プログラムでは様々な認証ラベルの検証や
エシカルウォッシュ（Ethical wash）、グリーンウォッシュ（Greenwash）などの問題に取り組み、
正しい情報が消費者に提供できるよう取り組んでいる。
また、イギリスのフェアトレードタウン運動はフェアトレードのものを買いたいという市民の
要望に自治体が応えるというボトムアップ方式で成功した良い事例である。しかしようやく不況
から抜け出した現在の状況で、消費者が今後どのくらいフェアトレードであることを経済的に優
先できるかどうかは不透明で、この活動が今後どこまで拡大するか分からない。

イギリスにおけるエシカル消費 ( 支出 ) の推移（1999〜2013 年）
※ Ethical Consumer 誌から抜粋
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（３）効果的なキャンペーンについて
政府主導の倫理的な消費に関するキャンペーンは少ない。現在、キャメロン首相の公約の下、
インドネシアの森林保護のため、食品に使われるパーム油をできるだけ減らそうとする活動が行
われているが、これは政府が関与しているまれな例である。今の保守党政権では、倫理的消費に
ついて政府主導で積極的に活動を行うのではなく、情報を提供して最終的な判断は消費者に委ね
る姿勢をとっている。イギリスでよく言われる「乳母のように国民に言うか、それとも国民が自
由に選択すべきか」という政治的哲学にのっとるもので、労働党政権の時代はもっと積極的に政
府主導でキャンペーンを展開していた。
効果のあったキャンペーンやアプローチには、NGO やフェアトレード、英国土壌協会（Soil
Association）などが行った活動が挙げられる。海洋管理協議会（MSC）が行ってきたマグロの漁
獲規制キャンペーンや、森林管理協議会（FSC）の持続可能な森林開発のキャンペーンなども歴
史がある。
また、ジェイミー・オリバー氏やヒュー・フェンリー・ウィッティングストール氏などの有名
人や著名人を起用し、テレビ番組とタイアップしたキャンペーンがある。例えば、漁業で屑魚と
してただ廃棄されていた魚への規制強化を求めるキャンペーンは、大手テレビ局でヒュー氏が担
当している食品廃棄に関するドキュメンタリー番組の視聴効果もあり、サプライチェーンの調達
やスーパーで購入する消費者の行動にも変化をもたらした成功例といえる。

（４）公共機関における倫理的な調達
倫理的な調達は政府主導で積極的に推進している。政府の食品調達は FSC や MSC であることが
前提であり、また公立の省庁や学校、病院などへの食品調達でもできるだけその地域のもの、オー
ガニックのものとするよう奨励している。しかしどうしても価格が高くなってしまうことや「英
国産を奨励するのは貿易の障壁になる」という指摘もあり、NGO 団体からは DEFRA の調達が倫
理的ではないと批判を受けている。
公共施設の食品調達や物品入札に関してはガイドラインを設けているが、最近では椅子などの
備品調達においても、再利用や再生品の利用を奨励することが新たに盛り込まれた。また、省庁
職員の交通手段についても環境に配慮したもの（例えばハイブリット車や電気自動車の利用）を
推奨している。DEFRA では資源をできるだけ効果的に使うことに重点を置いており、環境は重要
な視点の一つである。

（５）今後の展望と課題
倫理的消費のために規制を強化するのではなく、小さな活動の積み重ねで社会を変えていくこ
とが現在の欧州・そしてイギリスの方針である。しかし、倫理的消費を拡大するためには資金や
労力が必要であり、それを企業（特に小売業）が自ら広げるべきなのか、又はメディアや消費者
からの要求に答えて広げるべきなのかという議論がある。例えば、イギリスでは酪農家に充分な
対価が支払われていないと問題になっているが、果たしてスーパーや小売業が酪農家に支払う対
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価の分を上乗せした価格の牛乳を消費者は買ってくれるだろうか。
法規制をもって倫理的な消費を促していくのか、キャンペーンなどの自発的な広がりを効果的
な方法として選択するのか、政府にとって一番大きな問題である。政府は企業に対する影響力は
あるが、消費者自身を変えていくのは難しいと個人的には感じている。
また、倫理的な消費やそれを促す行動への取組は、健康的な食生活を促す取組と併存している
ように感じる。例えば、砂糖や塩分を控えて健康的な食生活を送ろうとするキャンペーンにおいて、
政府は食品メーカーに対して関与や規制をすべきである、又は、消費者に対して健康的な食生活
について情報発信し消費者自身の責任で選択させるべきである、といった議論がある。国全体の
利点としてどうあるべきかという議論や政策的なアプローチは、倫理的な消費に対する取組とよ
く似ている。
現在の保守党政権下では、政府は食品メーカーを規制するのではなく、消費者へ情報を与えた
上で個々の責任に委ねる方針をとっている。日本では倫理的消費について、おおまかに「社会・
環境に配慮した消費」を意味しているとのことだが、
「何が倫理的であると定義するのか」
、
また「消
費者自身が選択し行動することが『倫理的』ではないのか」という観点に戻り、今後取り組む必
要があるだろう。
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４．SUMA Wholefoods c/o Cooperative Group, Elland
対応者：Ms. Shereen Hatton（Brand Coordinator）

（１）組織の概要
SUMA Wholefoods（以下「Suma」という。）は、
ベジタリアン、フェアトレード、オーガニック、
エシカルを専門とするイギリス最大の独立した自
然食品の卸売業者で 1975 年に設立した。設立当
初からエシカルを意識していた訳ではない。リー
ズの町で 6 人のグループが起こした小さなマー
ケットが、現在はサプライヤーが約 3,000 か所、
イギリス国内の顧客は約 5,000 人という規模に拡
大した。倉庫は年間３日を除き、24時間ノンストッ
プで稼働している。

SUMA オフィス

Suma で扱う商品は全てエシカルである。取引
先との最初の打合せにおいて、サプライチェーンがエシカルかどうか（雇用がフェアであるか、
雇用者をケアしているか、支払が公平であるか等）を確認し取扱いを決めている。エシカルな会
社としか取引をしないという理念があり、扱っている商品が本当にエシカルなものかどうかを確
認するため原材料の調達現場まで監査を行っている。
扱う商品は約 7,000 種類あり、うち約 1,000 種類が Suma のオリジナルブランド、残りの 6,000 種
類は他の会社から買い付ける商品である。約5,000種類がビーガンの商品で、約650〜750種類がフェ
アトレード商品、オーガニックは約 3,000 種類である。

Suma で扱っている商品
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主な商品群は食品だが、ボディケア用品やシャンプー、化粧品も扱っている。化粧品であれば、
動物実験していないことを表す Cruelty Free（クルーエルティ・フリー）マークがついているも
のを扱っている。
個人向けの商品は Amazon で販売している。Amazon を活用する選択はベストではないが、個
人の家に送るシステムは今の段階では Amazon が効率的と考えている。今後は Suma 独自のオンラ
インシステムも考えていきたいと思っている。配送可能な最低購入額は１回250ポンド以上であり、
Suma の顧客は通常１週間か２週間おきにまとめて買い物をするケースが多い。Suma を選ぶ理由
としては、顧客の 82％が「エシカルである」ことを理由としており、口コミで広がって毎週 30 か
ら 40 人の新しい顧客が増えている。顧客層は男女同程度である。
収益は年平均 15％ずつ伸びており、その伸び率も増加している。増益の原因は明確には分から
ないが、メディアが自然食品や健康的なものに焦点を当てるようになってきたことが一つの理由
として考えられる。健康とライフスタイルの関係や、ベジタリアンやビーガンが体に良いという
ことが分かり、そういうものを選ぶ人が増えてきたことも考えられる。また、狂牛病や馬肉混入
問題（牛肉と表示されながら馬肉が混入されていた）のニュースもイギリス人に大きな影響を与
えていると思う。
商品を開発してプロモーションする時には、競争力を考えている。高所得者層だけでなく、多
くの人が買えるようにすることが重要であり、利益率は落ちてしまうが一般の消費者に買っても
らうことが自分たちのビジネスの目標の一つでもある。Suma のパスタ等はスーパーマーケットと
比べても競争力がある商品である。

（２）ワーカーズ・コーポラティブという働き方
Suma はワーカーズ・コーポラティブという働き方を採用しており、社員約 200 人が同一労働、
同一賃金（臨時雇用も正社員も同じ）である。シングル・ペイメント（年齢等に関係なく全員同
じ給料）の会社としてはヨーロッパで１番大きい会社であり、役職はなく、何か決定をする時は、
必ず皆が決定に参画している。
ドライビング、オフィス、倉庫の３つの部門があり、１週間の中で色々な仕事を組み合わせる
ことも可能である。シフトは１週間前に組み直すので柔軟性
がある。
給与は一定の生活水準を送る上で必要となる賃金最低額よ
りも高い。最低でも１週間に３日勤務が必要だが、勉強や旅
行で長期に休養することも可能で、働く人たちへの福利厚生
が充実している。他のイギリス企業と同様に定年はない。
現在は年２回に分けて６人程度を雇用しているが、毎回応
募者は 400 人ほどある。倉庫で３か月仕事をして商品を覚え
てもらい、その後６か月間は試用雇用期間として他の部門で
仕事をする。９か月後に社員全員が投票して採用者を決定す
るが、75％以上が賛成しないと採用にならない。その時の基
準は、何を学んだかではなく、ここでの期待にマッチしてい
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るかどうかであり、すなわち、協調性があるか、学ぶ姿勢があるかという点が重要になる。
同様の企業形態には百貨店のジョン・ルイスがある。Suma には役員会などはなく全員が平等で
あるため、個人的には Suma の組織が最もエシカルだと感じている。2014 年にはコープでも賞を
とり、この地域のローカル・ビジネス賞も受賞している。

（３）サプライチェーンに対する監査について
独自の監査チームを設け、質問票を作成してサプライヤー企業の末端に至るまでエシカルが守
られているかをチェックしている。訪問はしておらず、外部の監査機関に依頼する場合もある。
その情報が正しいかどうか、質問票で何かおかしいと思われるような所があれば訪問調査にも発
展するが、多くは品質の問題である。しかし、品質の問題よりも、人権の問題を見付けるのが難
しい。過去には、西アフリカのサプライヤーからチョコレートを買うことがベストではないと判
断したケースもある。
Suma では基本的にまず企業に対してコンタクトを取り、本当にエシカルな考え方をしているか
どうかを確認している。商品を複数扱うサプライヤーであれば、各々の商品に対して監査を行う
こともある。
監査に使用する質問票「B オペレーション基準」では、例えば奴隷制度反対や人身売買、健康
と安全、環境マネジメント、機会平等、エシカル等の 13 種類のポリシーや声明があるかどうかを
確認している。個々の内容に関する厳しい基準までは特に設けていないが、監査システムがしっ
かりしているか、報告書を出しているかという点を確認している。

表

Ethical Supplier Questionnaire -Suma が取引先に求める方針・声明の例

Anti-slavery and human traﬃcking

奴隷労働反対と人身売買

Health and safety

健康と安全

Environmental Management

環境マネジメント

Equal Opportunities

機会平等

Ethical

エシカル（倫理的）

Training & Development

研修と開発

Diversity

ダイバーシティ

Supplier Approval

サプライヤーの承認

Supply Chain Management

サプライチェーンマネジメント

Timber Sourcing

材木の供給源

Palm Oil

パームオイル

GMO Policy

遺伝子組み換えに対する方針

Animal Testing

動物実験
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（４）今後の展望と課題
大企業ではなく、コープのような独立している小さな会社とできるだけ取引するようにしてい
るが、たどっていくと大きな会社の資本が入っていると分かるケースが多い。結局、問題なのは
コマーシャルで、大企業は実際のところ方針がいくつもあって矛盾していることが多いと感じて
いる。実際に、大手チョコレート会社はフェアトレード認証をとっているが、パーム油に RSPO
認証（Roundtable on Sustainable Palm Oil ／持続可能なパーム油のための円卓会議）のようなエ
シカルなものを使っていない。Suma ではエシカルに供給されているものしか使わない。
しかし、重要なのは多くの会社がエシカルな商品に目を向けるようになることだと考えている。
チョコレートにフェアトレードのものがあるということが分かれば、他の商品はどうしてフェア
トレードにならないのか、と考えるきっかけになるだろう。
自分たちの価値を維持しつつ、拡大することが Suma の課題である。コープの形態では、小さい
グループでは簡単にできることも規模が大きくなると難しくなる。同じ理念をもつ企業であれば
ぜひ連携を広げたいと考えている。
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５．Ethical Consumer, Ethical Consumer Research Association
対応者：Mr. Rob Harrison

（１）組織の概要
1987 年設立。1980 年代、国際的な政治問題（南
アフリカのアパルトヘイト問題、エアゾールに
入っていたフロン問題、動物実験）に関心を持つ
学生の活動家 3 人が組織をスタートさせた。
設立当時、イギリスでは南アフリカで事業を
行っている企業へのボイコットが盛んに行われて
おり、企業に融資している会社や銀行もそのター
ゲットになった。1986 年にはバークレー銀行に対
するボイコットが始まり、このボイコットによっ
てバークレー銀行は市場の 15〜20％のシェアを
失ったと発表された。この報道を受けて各種のボ

Rob Harrion 氏

イコットが活発になり、動
物実験やエアゾールの企業
に対するボイコットが何百
件も行われた。あまりにも
多くのボイコットが行われ
るようになり、混乱する消
費 者 に 向 け て「 ど の ボ イ
コットを選ぶべきか」とい
う雑 誌 を作 っ た こ と か ら
「Ethical Consumer」 が 誕
生した。
当 時、 す で に 消 費 者 は
マーケットの中で「組織さ
れた力」と認識されていた

Ethical Consumer 誌

創刊号

ため、エシカルとコンシューマーを合わせた雑誌名は挑戦的で面白いアイデアに思えた。エシカ
ルとコンシューマーが合わさった言葉は当時なかったが、
「エシカル・インベストメント」（ベト
ナム戦争のころ、武器に投資しないという教会のキャンペーン）というものはあったので、そこ
から思い付いたのかもしれない。
当初はスポンサーもなく、設立から 25 年間はずっと負債を抱えていた。広告を掲載しない限り
商業的に成り立たたず広告の掲載を決めたが、今では広告主に対しても厳しい評価を行うため読
者にも理解が得られている。
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また、当初の事業形態はワーカーズ・コーポラティブであったが、2009 年からコープと株式会
社というマルチステークホルダー・コーポラティブという形態になり、株の売却で負債を返済す
ることができた。その後、リサーチサービスをキャンペーングループに対して提供するというビ
ジネスをスタートさせ、現在は雑誌収入とリサーチ収入で半々となっている。
現在の雑誌発行数は約 5,500 部であり、ウェブサイトへのアクセスが毎月 10 万程度ある。
スタッフは有給スタッフが 12 名、契約スタッフが８名。ボランティアも数人いる。

（２）EEthical Consumer におけるエシカルポリシー
雑誌で取り上げるエシカルポリシーは時代に
よって変化している。最初の活動の柱には、南ア
フリカの人権問題、Oppressive regimes（抑圧的
な政権）、労働組合との関係、労働条件と賃金、
土地に関する権利、無責任なマーケティング、動
物の権利等があった。その後、環境や核兵器問題、
政治的献金のような内容も入るようになり、現在
は「エシスコア」として、環境、動物、人、政治
等の大項目と小項目が設定されている。
なお、一番のスコアをとっている会社の商品に
は「BEST BUY」の認証マークを有料で提供し

初期のエシカルポリシー

ている。ただ
し、本当はベ
ストではない
が相対的な比
較でスコアが
一番となった
場合はベスト
バイマークの
添付を断るこ
ともある。

現在のエシスコア（MOBILE PHONES を例に）
ベストバイマーク

（３）倫理的消費に対する消費者の意識
フェアトレード・ファンデーションが実施した消費者調査によると、97％の人がフェアトレー
ドを理解している。しかし「エシカル消費」となると、
理解している人はもっと少ないと思われる。
我々は消費者に「自分が買う選択をすることによって、それが社会にどういう影響を及ぼすか」
ということを理解してもらうべく情報提供を続けている。
最近のイギリスでは、ボイコット（不買行動）よりも倫理的な企業の製品を積極的に購入しよ
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うという、いわゆるバイコットが行われる傾向がある。しかし、エシカルな製品は他の製品に比
べ価格が高い傾向がある。そうすると所得の低い層には手が届かず選択しづらいということにな
るが、実はマス・マーケットにアピールするように作られたエシカル製品は普通の商品と 10 パー
セント程度の価格差しかない。英国では大半が中流階級層なので、エシカルの製品がメインスト
リームになる可能性はあると思っている。

（４）エシカル市場と企業の対応
紅茶やコーヒーは成熟したエシカルマーケットであり、紅茶を扱う企業の 80％はフェアトレー
ドやレインフォレスト・アライアンス等のエシカルな認証を受けている。コーヒー豆（挽いたもの）
は現在 50〜60％程度であるが、ネスレやクラフトのような大企業は、2020 年までに自社製品のほ
とんどをエシカルな認証に変えると宣言している。また、チョコレートも歴史のあるエシカル商
品だが、
認証を受けているのは３分の１程度となっている。なお、コットンについてはフェアトレー
ドコットンやオーガニックコットンがあるが、まだ十分に機能しているとは思えない。おそらく、
次の認証スキームで動きだすのは衣料品だと思っている。
エシカル認証については、消費者や労働組合が大企業と話し合ってエシカルのスタンダードに
ついて協議する方法（マルチ・ステークホルダー・イニシアチブ）がうまく機能している。将来、
認証マークはもっと増えると思われるが、認証スキームが増えれば競争が発生する。フェアトレー
ドを例に挙げれば、国際フェアトレードラベルではなく、もっと簡単なスキームを使っているも
の（レインフォレストなど）を選ぼうとする企業が実際に出ている。問題は、より多くの企業に
どうやって高いレベルのスタンダードを取ってもらうかということである。一番の解決策は規制
だと思うが、マーケットがグローバル化している現在は難しい。それもイギリスだけの規制では
なく、一斉にしなければ意味がないものになる。

（５）今後の展望
最近では、多くの人が政治的な視点で世界を見つめるようになっているが、グローバルな問題
は解決が困難で、規制には時間がかかることが多い。このため、まずは消費者の力で社会変革を
起こすエシカル消費を広めることが重要だと感じている。
おそらく「エシカルとは何か」という議論をしても、誰にとっても同じ結論が出ることはなく、
社会全体がエシカルであると合意するものもない。しかし、エシカルを議論するためにはモラル
に関する話合いを避けて通れず、議論ができる環境を整えていく必要があるだろう。
アメリカで生まれた「B コーポレーション」という取組がある。「B」はベネフィットの略であり、
株主に対する利潤を最大化すると同時に社会貢献も行うというもので、イギリスでも約 300 の企業
が契約したと聞く。企業である以上、利益を最大限に生むことが基本姿勢ではあるが、この取組
によって更なるエシカル市場の開発が期待されている。
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６．Sustainable Consumption Institute (SCI)
対応者：Dr. Daniel Welch（Research Associate）
Dr. Alison Browne（Research Fellow & SCI Knowledge Exchange Coordinator）

（１）組織の概要
2008 年に設立された持続可能な消費研究所（Sustainable Consumption Institute 、以下「SCI」
という。）は、社会的な消費の系統的な成り立ちや新たな消費の流れに対する持続可能性について
調査研究している研究所である。
設立当時、イギリスでは気候変動がメディアで取り上げられ、グリーン消費から持続可能な消
費への転換や消費をいかに気候変動の問題と結び付けるかといった問題が議論されていた。これ
を受け、大手スーパーマーケット・テスコの CEO はサステナブル消費基金を設立し、この研究所
がスタートした。SCI の調査結果は企業や政策立案者、ＮＧＯに向けて発信している。
現在は社会科学者、ビジネススクール出身者、地理学者、人間心理学者など、様々なバックグ
ラウンドを持つ研究員が在籍している。
SCI の調査分野は主に４つに分かれている。
１．消費者が選び、消費する日常の中で、どのように持続可能性をより理解するか
２．主に社会資本システム、そして製品・サービスに対しての持続可能なイノベーション
３．持続可能な消費を社会的に支えるため、どのようなアプローチが出来るか
４．持続可能性に関する文化政治学
設立後の動きは二つの段階に分けられる。第一の初期段
階はテスコとの繋がりが強かった時期である。テスコから
の寄付金は 10 年間で 2500 万ポンドであった。第二段階は
2012 年以降、マンチェスター大学の他部門と連携し、調査
機関として収入を確保できるようになったことでテスコと
の関係が弱まり、調査研究だけを行うセンターとなった時
期である。
現在は、テスコからの寄付金がなくなる年までに、自分
たちのマネージメントチームで特別なファンドを見付け、
仕事を増やすことを目指している。

機関誌

― 37 ―

海外における倫理的消費の動向等に関する調査報告書

（２）倫理的消費と持続可能な消費について
エシカル消費の成功事例は耳にするが、SCI としては個人の倫理的関心がマーケットを牽引した
のではなく、あくまでも市民団体のキャンペーン（例えば集団としてのボイコット）などがあっ
たからこそ影響を与えることが出来たのだと考えている。
SCI では、消費者団体が市場や政治的な場において問題意識を持ってスタートするのが「倫理的
な消費」であり、「持続可能な消費」は社会科学的な面からより幅広い内容をカバーしており、エ
シカル消費はとても重要だが、持続可能な消費のほうがもっと広い視点であり、持続可能な消費
の中で起きている問題は倫理的消費の問題枠を超えていると考えている。
SCI の調査研究は、「組織されている社会的な行動」に焦点を当てている。消費者の当初の価値
観や興味と実際の行動が違ってしまう、いわゆる消費活動のギャップが生まれるのはなぜか、実
際の消費行動を規制したのは資金面か、それとも他の規制によるものなのか、といった視点で研
究を行っている。
エシカル消費が消費者に認識されている理由には、マスメディアの存在が大きい。イギリスの
消費者には、大手ブランドやスーパーマーケットは倫理的な商品を最初に受け入れ、提供するも
のであろうという期待が根底にある。だからこそ、スーパーやブランドが何らかの基準に反して
いるなど問題があれば、すぐにメディアが取り上げる動きがある。企業側も消費者の監視の目や
プレッシャーを常に感じている。今後、エシカル消費がビジネスの中で拡大し、消費者の期待に
応える企業やブランドの重要性が高まることは間違いない。
現在のイギリス政府の政策では、個人の意思決定や個人の判断が果たす役割を過大評価しすぎ
て構造上の問題を見落としているのではないかと感じている。例えば、食品廃棄の問題は個々人
の考え方や行動が原因ともいえるが、社会的な構造から消費を見ればスーパーの売り方に問題が
あると指摘し、解決策を探すことが可能になる。
労働党政権では食品廃棄について積極的な活動及び資金提供していたが、今の保守党政権では
法規制廃止も含めて縮小する方針で、DEFRA や環境関係等への補助金もかなり減少している。
SCI は政府が法規則を撤廃することに賛同していない。しかし持続可能な消費については、社会構
造のなかで個々の消費だけを切り取って判断することは難しい。消費行動は政府のポリシーや規
則でその意思決定が決まる訳ではなく、その地域の事情など様々な要因に左右されている。

（３）ロンドンオリンピックについて
2012 年のロンドンオリンピックについて、SCI では持続可能な消費の観点からの調査は行って
いない。ロンドンとマンチェスターで状況が異なるかもしれないが、個人的な感想としてはイギ
リスの国民や消費者にとってサステナブルオリンピックという認識はあまりなかったと考えてい
る。メディアではサステナブルオリンピックについて触れていたし、企業も立派なデモンストレー
ションを行ってはいたが、消費者へのアピールが弱くせっかくの機会を無駄にしたのではないか
という印象がある。これは、国がどれぐらいの予算を投入していたかにも関係していると思う。
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１．National Institute for Consumer Research (SIFO)
対応者：Ms. Lisbet Berg（Reseacher Professor）
Mr. Eivind Jacobsen（Director of Reserch, PhD）
Mr. Arne Dulsrud（Senior Resercher Fellow, Phd）

（１）組織の概要
National Institute for Consumer Research（以下「SIFO」という。）は、ノルウェーの子ども・
平等省に属する公的な組織である。デンマークやスウェーデンに家政学の研究機関が設立された
のを受け、1939 年ノルウェーにも設立された。
SIFO の事業目的は「商品選択に関する知識の情報提供」であり、設立当初は価格や消費に関す
る調査研究や家事一般で使用する製品の商品テストを実施するほか、消費者向けの雑誌を発行し
ていた。1980 年頃からは政治・経済や科学分野の専門家がメンバーに加わって各種の調査研究を
実施し、問題提起や政策提言などを行っている。近年は倫理的・政治的な面からの商品の選択情
報も提供している。
SIFO で扱う調査テーマは主に①科学技術と持続可能性②消費者政策と家計③消費者文化（食の
問題）の３分野に分かれており、在席している約 40 名のスタッフのうち８割以上が社会学・経済
学の専門家である。研究テーマは、消費者からの要望や社会的な必要性、研究員の企画を勘案し
て独自に選定している。年に１度は消費者から調査研究のテーマに関する意見を募集しているほ
か、消費者オンブズマン及び消費者委員会とも情報交換を図っている。研究結果は国に報告し、
国から販売者等へ指導が行われるということもある。
なお、SIFO は 2016 年１月からオスロ・アーケシュフース ユニバーシティーカレッジ（Oslo
and Akershus University College）の研究所に統合された。

（２）ノルウェーにおける倫理的消費について
消費者の消費行動は、何かを変えたいという意図を持って消費を行う「政治的消費（Political
Consumption）」 と、 個 人 が 倫 理 的 に 納 得・ 満 足 で き る 消 費 を 行 う「 倫 理 的 消 費（Ethical
Consumption）」に分類される。北欧において、これらの消費行動の引き金となったのは「ブレント・
スパー事件（1995 年）」４と言われており、1999 年頃からノルウェーでも学術的な関心が高まった
経緯がある。当初は一般市民レベルの活動はさほど多くなかったが、現在ではソーシャルメディ
アやキャンペーンなどで政治的消費や倫理的消費に関する情報が消費者へ伝わるようになり、幅
４ 北海に建設された大型の石油プラットフォーム（ブレント・スパー）が老朽化により海上投棄されることにな
り、その処分方法をめぐってヨーロッパを中心に大きな議論が起こった。
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広く浸透している。
ノルウェーで倫理的消費が浸透している理由に
は、学校で行われている消費者教育が考えられる。
学校では環境教育などに熱心に取り組んでおり、
自らの消費行動について考える機会が多く設けら
れている。他国と比較すると、中流階級の家庭が
圧倒的に多いことも影響していると思われ、安い
商品には何らかの理由がある（場合が多い）こと
を多くの消費者が認識している。また、市民団体
による消費者向けキャンペーンの影響力も大き

オスロ市内スーパーの様子

く、「消費者が販売者にエシカルな商品を店で扱
うよう要求する」、「販売店がエシカルな商品を扱
い、消費者の認識が高まる」といった好循環が成
り立っている。
オーガニック食品や製品を扱う生産者・企業の
認証マークに「DEBIO」という表示があるが、最
近ではこの表示を見て購入する消費者も増えてい
ると感じられる。北欧５か国共通で利用されてい
る環境ラベルの「ノルディック・スワン（Svanen）」
も 消 費 者 の 認 識 度 が 高 い。 な お、「 キ ー ホ ー ル
（Nokkelhullet：鍵穴）」に対しては、あまり健康
的ではないといわれる商品にこのマークが表示さ
れているとかなりの批判が寄せられた。
現在ノルウェーでは、衣類や食品（遺伝子組み
換え）、パームオイルに関する倫理的消費のキャ
ンペーンが活発に行われている。市民団体が実施
した「子ども奴隷キャンペーン」では、インドの
生産工場と連携し、環境や労働条件に配慮された
衣料品を購入しようと広報していたが、特に衣類
の場合は国内に出回っている商品との間で２〜３
倍以上の価格差があり高くてとても購入できない
という問題も生じている。このような背景もあっ
てか、倫理的消費に熱心なのは若者よりもシニア
層、男性よりも買い物をすることが多い女性と言
われている。
現在はグリーンピース等の環境グループによる
認証・認定事業が産業として拡大しており、政治
家への働き掛けなども増え、政治に影響すると
いった動きも出ている。
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ノルウェー政府が倫理的消費に関与している例としては、政府年金基金の運用に係る指針５や環
境配慮型消費（グリーン購入）があるが、グリーン購入の取扱量はスウェーデンやデンマークと
比較するとまだまだ少ない。

（３）消費行動に関する SIFO の研究内容
SIFO では、高齢者や青少年の消費に関する研究のほか、オーガニック製品やグリーン購入等の
環境分野に関する調査を実施している。
今回のヒアリングで提供された資料のうち、倫理的消費に関連する部分の要約を以下に示す。
「選択と無視」（2000 年）
調査内容：様々な表示マークに対する消費者の認識度を調査
概

要：調査の結果、多くの表示マークが大半の人に知られて
おらず、分かりにくいと考えられているという結果が
得られた。特に、自分が選んだ以外の分野（関心のな
い分野）に関しては、多くの人々が表示マークを無視
すると述べていることから、SIFO では「現在の多様
化している表示マークに対応するには大変な努力と知
恵が必要で、消費者は「選択」によってうまく対応し
ている。しかし、それと同時に、多くの人々が表示マー
ク全体に対して興味を失っていることも明らかで、そ
うなった場合は「無視」というアプローチ法が選択さ
れている」としている。

報告書

FAIRTRADE

DEBIO

表示の認識度（抜粋）
投資先企業の選定にあたり、
（ａ）非人道的武器生産に係る企業（ｂ）児童労働など人権侵害を制度的に行う
企業（ｃ）戦争・紛争時の個人の権利を侵害する企業（ｄ）深刻な環境破壊を行う企業（ｅ）悪質な贈収賄に係
る企業（ｆ）その他基本的倫理概念に反する企業（ｇ）タバコを製造する企業 は投資先とすべきでないとされ
ている。
５
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Svanen

Nokkelhullet

表示の認識度（抜粋）

「消費者成熟度調査

2005〜2009 年」
（2010 年）

調査内容：12 の消費分野について消費者が有する知識を調査
概

要：12 の消費分野のうち「環境倫理的な消費」の分野では、
可変的な環境に優しい消費、フェアトレード及び流通
しているオーガニック商品に関する情報を常に持つこ
とが重要で、消費者は自分の利益を優先することなく、
市場における様々な選択をすることが必要とされる。
すなわち、これらの消費者は価格、品質及び自分自身
の利益を超えた考えを持っているということになる。
経済的な市場では、良い買い物をするためには経済上
合理的に考える必要があるが、良い環境倫理的な買い
物を促進するのは反射性であり、手に入れた製品が社
会や自分以外の人々にとってどのような影響を持つか

報告書

に関する知識と洞察力を持つことが前提となる。環境及び倫理に関して知識が豊富
な客層は、主に高学歴な中流階級の年配女性である。
また、フェアトレード商品について詳しいと答えたのは、女性ではわずか 22％、男
性では 14％である。この消費分野は比較的新しい分野ではあるものの、2005 年から
2009 年にかけてこの分野に対する関心が増えていることが明らかとなっている。
2007 年の環境倫理的な消費者知識（を持つ消費者）の急増は、国連の環境委員会が
この気候変動はおそらく人間が引き起こしたものであるといった結論を出した環境
報告書を公表した後で、より環境に優しい消費に対する興味を促すような影響を与
えた可能性がある。
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２．Ethical Trading Initiative Norway (IEH)
対応者：Mr. Per N. Bondevik（Managing Director）

（１）組織の概要
Ethical Trading Initiative Norway（以下「IEH」
という。）は、生協グループや NGO、労働組合、
経済団体（経団連）などの多種多様なステークホ
ルダーが参加して 2000 年に設立された。個々の
団体が労働者の人権問題や持続可能な社会の実現
に取り組むのは困難だが、多様なステークホル
ダーが集まることでより良いサプライチェーンを
構築できると IEH では考えている。設立時は５団
体であったが、2015 年には 160 団体（うち 110 団
体は企業会員）となり、年々拡大している。
活動資金はメンバー会費と政府（ノルウェー開

Per N. Bondevik 氏

発庁）による援助であり、スタッフは 12 名。オフィス内で何かを行うというよりは企業に出向い
てセミナーを実施したり、企業とともにサプライチェーンを訪問していることが多い。なお、
ステー
クホルダーに政府は入っていないが、ETI の助言機関には政府がメンバーとなっており、政府と
合同でセミナーを開催するといった協力体制にある。
イギリスとデンマークにある ETI や関連する国連機関、非営利団体とも緊密に情報共有してお
り、現地の文化や状況に関するリソースを提供してくれる NGO や労働組合、コンサルタント等の
パートナーも 57 か国に 77 団体ある。

（２）事業内容
企業の社会的責任や人権に関する関心が高まってきた当初は、
「企業の無責任な行動により人権侵害が起きている」と主張する
NGO と「責任を果たすべきは政府だ」とする企業が対立していた。
しかし、2005 年に国連事務総長特別代表に就任したジョン・ラ
ギー・ハーバード大学教授が発表した「企業活動と人権」に関す
る３つの枠組み（保護 /protect、
尊重 /respect、
救済 /remedy）や、
「 ビ ジ ネ ス と 人 権 に 関 す る 指 導 原 則（Guiding Principles on
Business and Human Rights）」
（2011 年）を受け、これにのっとっ
た取組が各地で始まった。企業の人権に関する取組をサポートす
る動きも高まり、IEH も各種の企業向けガイドラインを作成して
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いる。
倫理的な貿易とは「人権」、「労働者の権利」
、「労働環境の保護」を尊重し、これに配慮する貿
易をいう。これに取り組まない企業には社会的な信頼を失うリスクがあるといえる。IEH では倫
理的な貿易を推進するため、以下の業務を実施している。
１．人権や環境に配慮するためのガイドライン（ILO の基本条約に準拠）の作成
※

イギリス ETI のガイドラインは人権や労働に関する内容であるが、IEH では環境配慮
も盛り込んでいる。

２．会員企業に向けたリスク評価や実践方法に関するコースを開催
３．会員とサプライチェーンによる取組に関するセミナーを開催
※

北米からイタリアへ渡った移民労働者・出稼ぎ労働者の問題や農業セクターで発生し
ているマフィアによる搾取問題など。

４．倫理的な貿易の実践のためのツールやリソースを企業に提供
※

サプライチェーンの検証は会員企業自身が実施する。IEH は、企業がサプライヤーを
訪問する際にどこに注目すべきかといった注意点やどのように現地でモニタリングす
ればよいかといった情報を提供する。
＜ IEH における倫理的貿易のためのアプローチ（５つのステップモデル）＞

① COMMIT：社内やサプライチェーンにおいて倫理的貿易への関与を宣言する
② ASSESS：リスクアセスメントを実施し、改善の必要な領域を特定する
③ ADAPT：企業における取引習慣を見直し、適応させる
④ COLLABORATE：結果を踏まえ、サプライヤーと共に問題を解決する
⑤ MEASURE・REPORT・COMMUNICATE：実践した内容を報告書にまとめ、メンバー間
で情報を共有する

ガイドラインに掲載されたアプローチ図

（３）これまでの取組
会員企業が労働者に対してきちんとした公平な賃金を払うよう働き掛けるほか、労働者が自分
の賃金について正しい情報を持っていないような場合は、公正な賃金を把握して交渉できる能力
や労働組合を立ち上げる支援などを実施している（児童労働をなくすための絶対的な義務を企業
に課すのではなく、改善のための働き掛けを行っている。）。
個別の成果も出始め、15 年前には認識されていなかったサプライチェーンへの関心が高くなっ
てきていることは大きな成果と考えているが、業界全体といった大規模な成果がまだ出ておらず、
まだまだ取り組むべきことが多い。
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第４章

ノルウェーにおける倫理的消費に関する動向

（取組例）
・会員企業のサプライチェーンにおいて労働組合が存在しないケースや、組合があってもその
代表者が企業側から任命されているようなケースでは、労働組合を設立する方法や民主的な
人選に対するサポートを実施。企業側には労働組合との対話の場を持つように働き掛けを行
うなど、労働者と使用者の対話を促している。（バングラデシュ、コスタリカ）
・移民労働者の労働条件の改善に向けた取組（イタリア）
・ノルウェーの病院がドイツから購入しているゴム手袋について、製造地のマレーシアでベト
ナムの移民労働者が非倫理的な労働を強いられている実態が明らかになったが、話合いで問
題が解決されたケースがある（そのドイツ企業はサプライチェーンに対するチェック体制を
導入するようになった。）。

（４）会員企業について
最近は、企業の側も長時間労働による労働者の事故や製品の品質低下、ストライキによる生産
停止などのリスク回避の観点から、サプライチェーンにおける人権侵害や環境問題への関心が高
まっている。
IEH が会員に課している規則は以下の５つである。
１．IEH が定めるガイドラインのレベルと同等以上の行動規範（倫理的なガイドライン）を
策定すること。
２．行動規範を実践すべく、サプライチェーン全体で改善に向けて積極的に取り組むこと。
（改
善に終わりはなく、常に継続して改善を続けることが義務）
３．企業が自らの影響力を利用して倫理的貿易への支援を行うことより多くの企業の参画を
目指す・政治的に働き掛けること。
４．具体的な目標や活動内容、達成の進捗状況や結果を毎年 IEH に報告すること。（報告書は
公表する）
５．会費を納めること。
これまでに規則を守らず（会費を払わない等）除名となった企業もあるが、児童労働が行われ
ているという理由で除名するわけではない。倫理的な貿易の実現のため、問題をどうやって解決・
改善するかというプロセスに取り組む姿勢を重視している。より多くの企業が ETI に参加できる
よう間口も広くしておきたいが、「常に改善を継続する」という項目についてはこれまで厳密に
チェックできていなかったので、審査方法などを検討しているところである（ちなみにイギリス
の ETI では、規則が遵守されているか会員企業の２割にランダムで確認評価を行っている。）
。
ノルウェーでの会員企業数はまだ少ないが、売上高では食品・医療の分野では７〜８割の売上
高を持つ企業がメンバーになっている。家具と衣料に関しても同様であり、業界全体に影響力を
持つだけの企業をメンバーとして迎えることが出来ていると考えているが、同業者の間ではお互
いに情報を開示しないという問題がある。
IEH が労働条件の改善などにコミットすると会員企業にはコストがかかり、非会員企業との間
で競争上不利になるといった側面もある。しかし、評価リスクや風評被害のリスクを下げること
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ができるとか生産性が向上するといったメリットもあるため、必ずしもサプライチェーンの改善
に取り組むことが企業にとってマイナスと捉えられることはない。
IEH が政治的な働き掛けを行った例では、公共調達法に社会的配慮に関する項目を盛り込むこ
とを話し合う公聴会が開かれた例がある。公共調達法において、入札時に会員企業が不利になら
ないよう、入札企業に対してガイドラインを設けていることを要件とする動きがある。
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