
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７回「倫理的消費」調査研究会 

議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者庁 消費者教育・地方協力課 

 



1 
 
 

第７回「倫理的消費」調査研究会 議事次第 

 

１. 日時 平成 28 年６月３日(金) 16:00～18:00 

 

２. 場所 消費者庁 共用 1208 特別会議室（中央合同庁舎第４号館 12 階） 

 

３. 出席者 

 

 委員等 

  阿部委員、飯泉委員、小倉委員、柿野委員、金丸委員（代理 塚田氏）、 

河口委員、島田委員、清水委員、末吉委員、竹内委員、長崎委員、 

中原委員、西村委員、平井委員（代理 村田氏）、福田委員、細川委員、 

松本委員、三木委員、宮崎委員、山口委員、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、金子消費者教育・地方協力課長 

 

 欠席委員 

  足立委員、生駒委員、佐野委員、潮谷委員、高山委員 

 

４. 議事 

  １.開会 

  ２.新委員の御紹介 

  ３.「倫理的消費」調査研究会中間取りまとめについて 

  ４.今年度の研究会での取組について 

  ５.細川委員報告「アニマル・ウェルフェアとエシカル消費について」 

  ６.「エシカル・ラボ in 徳島」開催について 

  ７.閉会 

 

５. 配布資料 

  資料１ 第７回「倫理的消費」調査研究会 出席者名簿 

  資料２ 中間とりまとめ（案）【委員限り】 

  資料３ 今後の研究会実施内容（案） 

  資料４ 細川委員提出資料「いのちを消費する者の責任を考える 

～アニマル・ウェルフェアとエシカル消費」 

  資料５ 「エシカル・ラボ in 徳島」開催について（案）【委員限り】 

 
 
 
 
 



2 
 
 

16 時 00 分 開会 

○金子消費者教育・地方協力課長  

皆様お揃いだと思いますので、早速ですけれども、第７回の「倫理的消費」調査研究

会を開催させていただければと思います。本日は金丸委員の代理でイオン株式会社グルー

プ環境・社会貢献部マネージャーの塚田公香様に、平井委員の代理で鳥取県生活環境部

くらしの安全局消費生活センター所長の村田弘子様に御出席いただいております。また

足立委員、生駒委員、佐野委員、潮谷委員、高山委員が所用により御欠席と連絡を受け

ております。このあとの進行につきましては、山本座長にお願いしたいと思います。 

 

○山本座長 

はい。会は２月以来でございまして、大変御無沙汰しております。ただいまより第７

回の「倫理的消費」調査研究会を開催いたします。議論に入る前に、今回の研究会より

３名の新しい委員が御参加されますので御紹介申し上げます。まず日本女子大学教授の

細川幸一先生です。細川先生、御挨拶お願いいたします。 

 

○細川委員 

はじめまして、日本女子大学の細川と申します。私は消費者問題や消費者政策等の研

究をしています。ここ数年アニマル・ウェルフェアについて関心を持っており、今日御

報告させていただく機会をいただきました。御承知のように消費者庁と一緒に消費者委

員会があり、今第４期が動いていますけれども、第２期の時に消費者委員会の委員をし

ておりました。その時に、こうした消費者の責任に関わることも消費者委員会でやった

らどうだということを提言しましたが、あまりにも消費者権利の侵害に関するものが膨

大であり扱えなかったということがありましたので、この会には期待しています。よろ

しくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

○山本座長 

それでは東京都生活文化局消費生活部長の三木暁朗様、御挨拶をお願いいたします。 

 

○三木委員 

三木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。東京都も倫理的消費には大変注

目をしておりまして、ここで議論したことを生かして都政に反映してまいりたいと思っ

ていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○山本座長 

３人目は、株式会社 FEM、株式会社 Control Union Japan 代表取締役の山口真奈美様で

す。お願いいたします。 

 

○山口委員 

山口でございます。環境 CSR 関係の他に、昨年はエシカルラベル認証についていろ

いろと発表させていただきました。今年、単年度参加させていただくことになりました
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ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○山本座長 

ありがとうございました。本日の研究会では三つの議題について議論してまいります。

第一は中間取りまとめ、第二は今年度の研究会での取り組みについて、第三は動物の福

祉とエシカル消費についてであります。第一、第二の議題では、皆様に御議論をいただ

き、第三の議題については、細川委員から御報告いただきます。それでは、事務局から

配布資料の説明をお願いします。 

 
○金子消費者教育・地方協力課長 

それでは配布資料の確認をさせていただきます。資料１は出席者名簿でございます。

資料２として当研究会の中間取りまとめの修正版をお配りしております。資料３が今年

度の当研究会の実施内容案、資料４が細川委員から提出いただいた資料です。資料５が

エシカル・ラボ in 徳島の開催案でございます。資料２と資料５につきましては委員限

りの配布とさせていただいております。また、これも委員限りのメインテーブルだけの

資料かと思いますけれども、委員の方々から２種類の資料を追加で配布いただいており

ます。一つ申し上げますと、昨日委員の皆様に当方で準備した資料を事前にお送りしま

したが、資料２の中間取りまとめのファイルについて、手違いがございまして表紙だけ

のファイルが送られてしまった先生方がいらっしゃるようでございます。申し訳ござい

ませんでした。また他の資料も含めて、基本的に表現の見直しやデータのリバイスが中

心ではございますけれども、内容を微修正した上で本日の資料としておりますので、お

手元にあるのが最終版ということで御覧いただければと思います。説明は以上でござい

ます。 

 

○山本座長 

皆様、資料は大丈夫でしょうか。 

それでは第一の議題である中間取りまとめに移りたいと思います。これは先生方から

たくさんの御意見をいただき、それを反映させるのに大変な時間がかかったということ

です。事務局で案が提出されましたので、まず課長から簡潔に説明をお願いしたいと思

います。 

 

○金子消費者教育・地方協力課長   

それではお手元の資料２に基づいて御説明をいたします。中間取りまとめについては、

昨年度の議論に基づいて中間取りまとめを準備していました。しかし、前回の研究会に

おいて非常にたくさんの御意見をいただきましたので、今回改めて内容を確認していた

だいた上で、中間取りまとめとした方が良いということで、お配りしてございます。大

きな修正点としては、全体的な構成でタイトルとその中身が合っていないというところ

が見受けられ、全般的に整理をした方が良いという御意見をいただきましたので、それ

を行いました。また、加えるべき内容として御意見いただいたものについて反映させて

いただくというかたちで修正をしてございます。 
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主だった修正点について御説明したいと思います。最初の表紙でございますけれども、

副題について御意見をいただきました。前回の案では「あなたの選択が日本の未来を変

える」というものでしたが、日本というより世界ではないかという御意見を踏まえて、

「あなたの消費が世界の未来を変える」と変更してございます。 

１ページめくっていただき、順次説明いたします。まず第１章の「はじめに」でござ

いますけれども、例えば、前回いただいた御意見の中で、次の第２章の倫理的消費の定

義の中で歴史的背景に触れていて、それで定義が分かりにくい文章になっているのでは

ないかというものがありましたので、これまでの経緯については他の章にあったものに

ついても、この第１章にまとめるようにしてございます。また世界の現状認識から話を

始めたほうがよかろうという御意見もいただきましたので、そのように整理させていた

だきました。 

続きまして第２章は、倫理的消費の定義に当たる部分でございます。この部分がはっ

きりしない一因に、先ほどの構成の問題があったので、最初に今までの議論の中でコン

センサスが得られていると思われるものとして、現行の消費者基本計画の中で書かれて

いる定義を持ってきました。そこから、これはどういうことなのかということを、これ

まで我々の研究会で議論してきた内容に即して補足の説明をしていくという流れにした

方が分かりやすいだろうということで構成を組み立ててございます。その中で、最初の

パラグラフで見ますと、生産から消費、廃棄までの一連のもののライフサイクルに即し

て説明をした方が分かりやすいだろうという御意見をいただきましたので、その流れで

説明を加えております。次のパラグラフで、具体的な事例を示すに当たって、どういう

カテゴリーにするかということについても様々な意見をいただきましたが、皆様の意見

を総合的に判断すると、原案の人、社会、環境、地域の四つでカテゴリーを分けたほう

がよさそうでしたので、元の案のままにしてございます。加えて、いろいろ具体例も御

提案いただいたのですが、これについては次の章の中で現状について言及する部分がご

ざいますので、その中に入れるのが整理としてよさそうだということで反映してござい

ます。最後に、倫理的消費という言葉が難しすぎるイメージを与えるのではないかとい

うことで、言い換えの議論をしたということを申し上げている部分が最後のパラグラフ

にございます。意見が決着しておらず歯切れの悪い終わりになっているので、ここを何

とかという御意見もいただいておりましたが、１年目の議論で、一つの言葉で倫理的消

費なりエシカル消費という言葉を言い換えるというのは難しいという議論になったので、

今のところはこのままにしてございます。今後さらにどういう言葉がいいかという議論

を深めるのであれば、事務方で案として考えているのは、パブリックコメントでどうい

う言葉がいいかという提案を候補のようなかたちで募り、それを基に議論を深めていく

という方法や、もうこれ以上深めてもということであれば、ここで一旦議論は止めてし

まうということもあるのかと思っております。いずれにしても、こういったいろいろな

議論をしたという文章も残しておいた方が、倫理的消費のイメージを読者の方に持って

いただけるのでいいだろうということで残してございます。 

第３章については、消費者や事業者、それぞれの立場からどういう意義があるかとい

うこと説明する部分として用意したものでございますが、現状を述べているパラグラフ
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ではないかという御意見もいただいています。確かに構成として、現状の消費者の意識

について言及したあとで、それぞれの立場からの意義を述べる構成になっておりますの

で、第３章を現状と意義というタイトルに変えました。これに加えて、消費者の部分に

ついて言いますと、５ページの下の方のパラグラフの第二の意義に、質や価格という尺

度に加えて、倫理的消費という新たな尺度が提供されるようになると、消費の選択の多

様性が広がるというメリットがあるということを書いています。他のパラグラフでは書

いていたのですが、特に消費者にとって非常にメリットがあり、読んだ人にやってみよ

うと思ってもらえるような言い方にした方が良いという御提案もありましたので、意義

として一つ書き加えさせていただきました。 

続きまして、事業者の方は６ページからでございます。これも真ん中の二つ目のパラ

グラフでございますけれども、エシカルファッションや自動車メーカーの取組といった

具体的な取組例を提案いただきましたので、書き加えてございます。加えまして、事業

者としての意義についても一つ書き加えています。これも委員からの御提案でございま

すけれども、第三の意義として、ステークホルダーから信頼感や事業者のイメージの向

上につながるというメリット反映させてございます。 

行政の立場からのメリットをまとめるべきではないかということで、７ページ目にご

ざいます。こちらは元の文章では、消費者と事業者の新たな協調関係を築くことによっ

て、社会的課題の解決等が図られていくという文章を書いてございましたが、それがま

さしく行政の立場から見たときの意義だろうということで、それを行政の視線から見た

倫理的消費としてまとめたということでございます。その中で持続的な社会の実現や社

会活性化を達成していくのが行政としてのメリットという整理をしてございます。加え

て、行政の取り組みの現状について書き加えようということで、これまで発表いただい

た内容に即して、人権や環境に配慮したまちづくりや地産地消の取組についても触れさ

せていただきました。また、エシカル・ラボについてもう少し膨らませ、特に高校生、

大学生の若い方々からの発表の内容について書いた方が良いのではないかという御提案

をいただきましたので、これについても自らの行動につなげていくということを強調し

たかたちで書き加えたということです。 

第４章でございます。こちらについては、最初に海外調査のことに触れるということ

に違和感があるというイメージもございましたので、この調査から後に触れる我が国の

取組の示唆が得られるという流れが分かるようなタイトルにしました。加えて、方向性

の中で最初に国民による幅広い議論の喚起ということを書きましたけれども、前の３章

と４章に分かれて入っていたので、まとめて一つ項目にしました。また、10 ページの

（３）でございますけれども、消費者の意識のさらなる向上と書いてある部分について、

特に若者に対する取組ということが分かるようなタイトルにということでございました

ので、学校での教育などを通じたという文言を付け加えました。事業者の取組に関して

も委員の方から非常に詳細に御提案をいただきました。例えば、分かりやすく簡潔な表

示というのが 12 ページの最初の方に書いてございますし、あとはお客様部門と開発部

門の連携を深めていく必要があるといった、いくつかの御提案をいただきましたので反

映させたということでございます。 
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13ページの最後でございますけれども、第三者認証の話を別の項目の多様な主体の連

携やムーブメント作りで触れておりましたけれども、並びとしては、事業者と消費者と

のコミュニケーションの流れで説明するのが素直だろうと思いましたので、場所を移し

ました。 

第５章については、特に今年度の取組についての方向性が分かるようにもう少し書き

込んでほしいという御意見がございましたので書き加えてございます。 

以上が、変更点を駆け足で御説明したものでございます。また、お手元に配布させて

いただきましたけれども、今回佐野委員が御欠席ですが御意見をペーパーで提出されま

したので、委員の皆様のお手元に配布してございます。併せて御覧いただければと思い

ます。説明は以上でございます。 

 

○山本座長 

ありがとうございました。委員の先生方の多様な意見を全部反映させるというのは大

変な作業だと深く同情しております。やっと中間取りまとめが出てまいったわけでござ

いますが、これはあくまでも中間取りまとめですので、できればマイナーチェンジで来

週にでも公表したいと座長としては考えております。ただそうは言いながら、何か積極

的な御意見があればここで承りたいと思います。では、西村委員。 

 

○西村委員 

修正ということではないのですが、佐野委員のペーパーの最後のパラグラフにも書い

てあるのですが、海外調査の成果について本文にもっと挿入すべきだという御意見があ

りました。今回の中間まとめの参考資料には、海外調査の概要ということで 23 ページ

から 25 ページに概要のさわりが載っていますが、これは２年目の終了の時点になるの

か、この報告書とは別に海外調査報告書というのが出るという理解でよろしいでしょう

か。 

 

○金子消費者教育・地方協力課長  

その理解で結構でございます。１年目の調査内容でございますので、別途報告書を準

備してございます。別の日になるかもしれませんが、これについてもまとまったところ

で海外調査の報告書として公表したいと思っております。 

 

○西村委員 

ありがとうございます。 

 

○山本座長 

佐野真理子委員のペーパーを私も今さらっと読んだのですが、倫理的消費については

海外でもたくさんの研究が行われて、論文も出版されています。私なりに理解すると、

大きく二つの考え方があると思います。一つは佐野委員がおっしゃるように、新自由主

義の下で消費者に過大な社会的責任を負わせるべきではなく、国や地方自治体、行政が

きちんと社会的な仕組みを整備するのが重要だという論点です。世界政府がない以上、
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国ごと、あるいは、地方ごとにいろいろ制度が違う中で制度を徐々に改革するには、消

費者主権というか消費者の積極的なエシカルコンサンプションが極めて重要で、成果も

挙がっているという議論もあります。さらに 24 時間エシカルコンシューマーでいる人

はいないのです。ですから、いかにマーケティングや制度が消費者のエシカルな消費行

動を誘発・誘導するかという仕組みが重要だという意見もあります。佐野委員と西村委

員からの意見もございますが、私はこれが今年度の大きな議題になると思いますので、

中間取りまとめはこの程度の議論でいいのではないかと私個人的には思っております。

河口委員、手を挙げられましたか。 

 

○河口委員 

はい。手を入れだすと大変なことになると思うので、あまり手を入れないという前提

で、大体かたちはできたなというところですけれども、付け加えたらいいなと思うこと

があります。最初に SDGs が出てきたという話がさらっとあるのですが、SDGs の話が

多々語られる中で、ゴール 12 に持続可能な生産消費形態という話が出ています。昨日

はアジア開発銀行との SDGs のセミナーで、一昨日はグローバルコンパクトの SDGs の

セミナーがあったのですが、それぞれのゴールにおいて何をするかという議論が始まっ

ています。できればこのゴール 12 で持続可能な生産消費形態というのがあり、これか

ら各国政府や事業者がいろいろと動いてくるであろうという一文を入れたら良いのでは

ないかというのがまず第一点です。 

また、プレイヤーとして消費者と事業者と行政の三つあるのですが、海外ですと CSO

セクターというか NGO の力が非常に大きく、消費者の中に入っているのか、事業者の

中に入っているのかという感じなのです。書き方として三つ併記しているところ、例え

ば３章に消費者の視点、事業者、行政とあり、本当は４番目に市民セクターをどうする

か、何をやっているかということも入れていただきたいです。そうすると、次に何をす

るかという４章においても、市民セクターとどう関わっていくのかということも入った

ほうが良いと思います。基本はそこがエンジンとなっていると思います。 

さらに、事業者のメリットがいろいろと書いてあり、それはそうなのですが、逆にそ

うでないと事業者の方が調達できなくなるリスクが恐らくこれから発生してくるのでは

ないかと思います。オーガニックなものでないと買いたくないと消費者が言い、慌てて

オーガニックなものを東南アジアに買いに行ったら、もうオーガニックなものは全部売

り切れていますという動きになってくるのではないでしょうか。つい先日、スターバッ

クスがサステナビリティボンドというのを５億ドル調達したというニュースが『FORTUNE』

にも出ていました。それは何かといいますと、単なるグリーンボンドだけではなく、サ

スティナブルな調達をするために５億ドルをファイナンスするものです。つまり、これ

からどんどんフェアトレードやエシカルなコーヒーに替えていくために資金調達をして

いるのです。そしてそのうちの一部が農家をサスティナブルな農法に変換させるための

ローンプログラムに貸し出すというようなことを行っています。なぜスターバックスが

そういうことをやっているかというと、スターバックスの最大の顧客はミレニアル世代

であり、彼らはフェアトレードやエシカルに非常に感心が高いのです。お客さんのため
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にそういうものを提供しようとするとそのための資金を、サステナビリティボンドで資

金調達し、かつ、その客になるような人たちに向けてこのボンドを売っていくという話

になっています。単にエシカル商品を売った方が企業にとっては良い、というだけでは

なく、これをやらないと事業上もリスクかもしれないというトーンを少し入れたほうが

良いと思います。 

もう一つ消費者のところですけれども、若い世代の思考がかなり違うといういろいろ

なデータもあるので、一言若い世代は随分認識が違うということを入れたら良いと思い

ます。以上です。 

 

○山本座長 

ありがとうございます。確かに消費者のところにでも NGO という名前くらいは入れ

ないといけないかもしれませんね。それから SDGs の内容の中身に「持続可能な生産消

費」があるということも確かに入れておいた方が良いかもしれませんね。 

 

○河口委員 

最終報告に入るのでしたらそれでもいいですし、議事録に残していただくのでしたら

それでもいいのですが、本来でしたらそのくらいの内容は今回も入っていた方が私は望

ましいと思います。ただ現実的な作成上の問題もあるということで理解しました。 

 

○山本座長 

徳島県の飯泉委員がいらっしゃると思います。前の会議で市民社会が目覚めさせるよ

うなものにならなくてはいけないという御発言があったと思いますが、中間取りまとめ

の出来具合はいかがでしょうか。 

 

○飯泉委員 

ありがとうございます。今全体的に御説明を聞いていても、非常にはずも合うように

なりましたし、事例の位置もきれいになり、そして具体的な事例もだいぶ増えましたの

で、今座長がおっしゃるように、中間取りまとめということであれば、これで結構かと

思います。 

 

○山本座長 

ありがとうございます。その他の御意見をどうぞ。 

 

○阿部委員 

阿部です。事務方、本当に大変な取りまとめをありがとうございました。私は先ほど

の河口委員の御意見に賛同です。これは中間取りまとめなので、あとで入れていただけ

ればいいと思いますが、先ほど市民や NPO という話がありましたが、やはり今もこれ

からも社会の牽引として NGO、NPO の役割や市民社会組織の役割が非常に大きいと思

いますので、一言入れておいた方が良いと思います。今回頭出しをし、取りまとめの時

にはそれなりに続けるということでお考えいただければと思っています。 
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また、これも次のところで結構ですが、第２章の倫理的消費の一番最後に先ほど御説

明いただいたように、環境、社会、地域に配慮した云々とありますが、私はこれに異存

ありません。ただ、先ほど例示された SDGs は、今の世代内の公益性の問題だけではな

く、将来世代との問題です。これを非常に大きく意識しているという意味で、環境、社

会、地域といったときには、基本的には世代内と環境ということだと思うのです。です

から、私は公平性のときは、前回こちらで報告させていただいたときも、世代内、世代

間、それから環境という三つが大事だろうと思います。特に世代内の場合は地域との格

差もありますが、そういった意味で、この辺のことも次の取りまとめで考えていただけ

ればと思っております。 

さらに SDGs の中で、先ほど持続可能な消費の話がありましたけれども、例えば SDGs

の４項目には、今回 ESD を入れていただて有り難かったのですが、ESD も入っており

ます。すなわち、SDGs を具体化していくために ESD が非常に大事だということが入っ

ておりますので、もし補足されるのであれば、その辺りも入れていただけると有り難い

と思っています。以上です。 

 

○山本座長 

確かに阿部先生の観点からすると、世代内・世代間の両方が入っていた方が良いとい

うことですね。これは少し考えさせてください。 

清水委員お願いします。 

 

○清水委員 

はい。中間取りまとめにぜひ入れていただきたい言葉がございます。６ページの事業

者の視点から見た倫理的消費の項目に、消費者志向経営の推進という言葉を入れてほし

いと思います。消費者基本計画でも消費者志向経営を推進すると明記され、消費者庁で

も消費者志向経営の取組促進の検討会を開催し、板東長官も出ておられました。そちら

でも事業者は消費者志向経営を進め、消費者側は倫理的消費をするという車の両輪であ

るということが言われておりますので、この言葉を入れ込んでほしいです。消費者志向

経営という中には、グローバルな動きや世の中の動きを見ながら事業活動を行うという

ことや、消費者のニーズを捉えて倫理的消費に資するような製品、サービスを提供する

ことなどが全部含まれます。倫理的消費の推進には、事業者の消費者志向経営も重要な

ポイントとなりますが、これは消費者基本計画にも入っていて消費者庁も取り組んでい

ることなので、ぜひ入れていただきたいと思います。 

また、12 ページの事業者による消費者とのコミュニケーションの促進の項ですけれど

も、この中に「事業者が消費者の声を吸い上げ」という文が２カ所ぐらい出てきます。

吸い上げというのは上から目線のような書き方になりますので、声をしっかりと受け止

めや消費者の声を捉えてとか、上から目線じゃない書き方にしていただきたいです。 

それから、12 ページの真ん中から少し下あたりに、「とりわけお客様相談窓口におい

ては、顧客満足のレベルのみならず、倫理的消費に関する情報感度を高めることが求め

られる」と書いてあります。私どもは事業者団体ですので、内部でも検討したのですが、

私の発表のときに報告しましたけれども、現時点では消費者の意識もまだ低いですが、
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まずそもそも企業の従業員全体にそういう意識がございませんので、窓口の人だけの問

題ではないということです。事業者全体の意識を上げることが大前提であり、その上で

お客様の声を聞く部門と、他のセクションの製造や営業といった全ての部門が連携しな

がら、取り組んでいくということです。相談部門の感度の問題ではありませんので、そ

こは書き換えていただきたいと思います。以上です。 

 
 

○山本座長 

その辺りの重要な問題は紙に書いて、後で出してください。そうでないと対応できま

せん。はい、渡辺委員。 

 

○渡辺委員 

委員の英知が詰まった素晴らしい報告書になったと思いますが、最初の出だしのとこ

ろで言葉遣いが若干気になったので発言させていただきます。１ページ目の下から５行

目に消費者は一層豊かな消費生活を営むという書き方がありますが、その豊かさは何な

のかということもあるので、ここは一層持続可能なという概念の言葉にした方が倫理的

消費を理解するのにふさわしい言葉なのかなと考えました。 

 

○山本座長 

「豊かな」を「持続可能な」と変えるということですね。はい、わかりました。 

 

○渡辺委員 

また、その１行下で、消費者が自主的かつ合理的に選択できるとあります。この合理

的というのも何を尺度に合理性を図るかということもあるので、ここは意識的に選択で

きるとか、意識を持ってという言葉遣いの方がいいと思います。 

 

○山本座長 

ありがとうございます。その他は、いかがでしょうか。はい。末吉委員。 

 

○末吉委員 

とても細かいことで申し訳ないのですが、１ページ目の３段落目「一方で」というと

ころで、我が国のフェアトレードの市場規模として 2014 年の数字が出ていますけれど

も、2015 年の新しい数字が出ており 100 億円になっています。ですので、できれば最新

のものを入れておいた方が良いのではと思いまして指摘させていただきました。 

 

○渡辺委員 

その点に関して、2015 年の世界の数字が気になっていて、ここに来る 20 分前にも FLJ

に電話して世界の数字は出ているか尋ねたところ、まだ出ていないとのことでした。や

はり日本と世界が対比できないといけないので、この報告書を出すまでに 2015 年の世

界の数字が出ていればそれを使うとして、出ていなければ現在のままとした方が良いと
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思います。 

 

○末吉委員 

ありがとうございます。 

 

○山本座長 

その他にいかがでございましょうか。はい、どうぞ。 

 
○山口委員 

今ざっと拝見させていただきました。ラベルがつかない認証スキームもありますし、

13ページの下に第三者認識機関が民間の独自の動きという書き方があるのですが、オー

ガニックの方は農水省が作っている国の認証システムですので、書き方を少し注意しな

ければいけないと思います。そういった点をぱらぱらとお見受けしましたので、後でま

とまった文章でお渡ししたいと思います。このオーガニックや環境保全型の農業といっ

た、実際に日本国内で皆様の取り組まれている活動が、実は倫理的生産や消費につなが

るということが読み取れるような工夫が次の最終的なところで入れていただけるといい

かと思いました。以上です。 

 

○山本座長 

それは文章で書いて提出してください。その他にいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○葭内委員 

内容ではないのですが、音声読み上げで御覧になる方もいらっしゃるので、ネットに

載せる報告書として、ユニバーサルに（20 ページの）写真にキャプションを付ける方が

良いと思います。そして、具体的にどういう様子なのかを書いた方が良いと思います。 

 

○山本座長  

私は来週にはオープンにしていただきたいと思っております。その他、いかがでござ

いましょうか。 

それでは今まで何百も御意見を伺っておりますので、このくらいで中間取りまとめを

フィニッシュさせていただきたいと思います。あとは、私と事務局で最終案を作成しま

して、長官のお墨つきをいただいてから、来週ネットに掲載をしていただくという手順

でやりたいと思います。ありがとうございました。 

第二の議題は、今年度どういう内容でこの委員会に取り組むかということでございま

す。事務局から資料３の説明をお願します。 

 

○金子消費者教育・地方協力課長  

それでは、御手元の資料３に基づいて御説明したいと思います。今年度の検討事項と

して考えている推進方策の方向性を中間報告でまとめ、それを具体化するような議論を

今年度行っていく必要があるだろうという認識の下に作りました。１.の（１）がそれに
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当たるところで、周知・啓発方法としていくつか書いてございますけれども、これが特

に中間取りまとめで指摘をした部分でございます。加えて②ですけれども、前回の議論

の中でも国民的な議論を深めていくためにも、引き続きエシカル・ラボをやったほうが

良いという意見が出ました。また、今回は東京以外でやろうと言われておりましたので、

考えています。さらに、前回の議論でも言っていただきましたけども、最終報告に当たっ

て、具体的なデータで語れるようにというお話がございましたので、アンケート調査を

行ってみてはどうかということでございます。④にある検討課題は、今回細川委員にア

ニマル・ウェルフェアの話をお願いしますけれども、こういった積み残しとなっていた

課題を考えたいということです。これらを検討したうえで、２年目の最後には最終報告

をまとめたいということでございます。 

これを踏まえて今後のスケジュールでございますけれども、まず一つはこの７月に徳

島でエシカル・ラボの２回目を行います。これについては、後ほど準備状況の詳細を御

説明したいと思います。 

二つ目の消費者意識調査の実施についても、秋ぐらいにかけて並行して準備を進めて

おこうと思います。その上で、次回の研究会を 10 月くらいに開きたいと思っておりま

す。この中で特に先進事例でございますけれども、今回の中間取りまとめでまとめた学

校を中心とした教育の話や多様なスタイルの連携の事例について、これまでの１年目の

議論の中で手薄なところがあれば、我々がそれをヒアリングし結果を御報告するか、な

いしはゲストスピーカーで来ていただいて、ここで議論をする必要があるかと思ってい

ます。必要に応じてどういったところにヒアリングしたら良いかということを、また委

員の先生方のお知恵を拝借することがあるかもしれません。 

もう一つは、表示・認証に関する話ということで、要は消費者がエシカル商品を選択

するに当たりどういう情報が必要なのかという観点から、こういう表示が望ましい、逆

に望ましくないという整理をすることが必要だと思っており、これを８回目の議論の議

題として現在のところ考えています。 

そして次の９回目の議論というのが、残り２回ということになるので、そろそろ最終

報告の取りまとめに向けた議論をするということです。取りまとめ案の骨子に加えて、

特に今後の推進方策の具体化に向けた議論を行うということになります。 

それを踏まえて、２月頃になると思いますけれども、10 回目を最終回として、最終取

りまとめを行いたいということを現在考えています。説明は以上でございます。 

 

○山本座長 

はい、ありがとうございました。私もつい最近ドイツ人の方から教わったのですが、

チューリッヒにプシュというのがあるそうです。英語バージョンはないらしいのですが、

ネットにアクセスすると、様々な環境やエシカルラベルの情報がドイツ語とフランス語

でぱっと出てきます。要するにスマホでエシカル認証ラベルや環境認証ラベルの情報が

全部分かるということです。このように IT で瞬時に製品サービスの環境社会関連の情

報が分かるという試みが、今世界ではいろいろとあるのです。そういうことをぜひ、こ

の調査研究会でもサーベイしてはどうかと考えております。 
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いかがでございましょうか。もう少しこういうことをやった方が良いのではないかと

いう御示唆がございましたら、積極的に御発言をお願いしたいと思います。はい、まず

島田委員。 

 

○島田委員 

どういうステップを経て人がこういう行動に立ち上がっていくかといいますと、私の

考えでは、まずは消費が大きな問題を抱えているという認識です。つまり、クールビズ

は今この場を見てもネクタイしている人が誰もいないように、大きく普及したわけです。

それは何かというと、地球温暖化があれだけわーっと広がり、何かできないものかとい

う意識があり、そこにクールビズという具体的な行動の提案があって、広がっていった

ということだと思うのです。倫理的消費の場合には非常に多彩な問題があると思います

が、根底にある問題認識をどう広げていくのかです。なかなか難しいですが、その工夫

を考えないことには、大きく広がるものにはならないという気がしております。問題が

あり、消費者の果たすべき役割、責務というのがあるというところに、しっかりと広め

る工夫が不可欠ではないかと思っております。 

 

○山本座長 

今の御指摘は、私も大賛成であります。今、読んでいる論文に、The cost of living in the 

Anthropocene という論文があります。今、人類の産業経済活動がいろいろな問題に影響

を及ぼしているわけですが、地球的な境界を踏み越えると、どれだけのコストやインパ

クトが発生してくるかという論文です。具体的に今の地球温暖化の話で言うと、ネガティ

ブなインパクトがあるのです。例えば海洋の酸性化が進んでおり、海洋酸性化が進むと

漁業や観光にこれだけの影響や問題が出る。しかし、そればかりではなく、それに対し

てどういうエシカル消費をしなければいけないかを考えるべきだということが島田委員

のお話ですね。 

はい。では、中原委員。 

 

○中原委員 

 まず、今年度の実施事項をもう一度チェックしてみました。例えば（１）の①にある

多様な主体によるムーブメント作りということが報告書の 10 ページから書かれている

のですが、倫理的消費を担うセクターは、先ほど河口委員が言われた通りで、何々から

見た視点のフレームのやり方と、担い手として見た視点というのは、少しずれてくると

思います。例えば国連ですとマルチステークホルダーミーティングというのをよく開く

のですが、その主要な社会政策が担い手に対して何ができるのかという踏み込んだ議論

をするべきだと思います。今後のスケジュール等見ながら、これで最終に入ってどこで

やるのかなと、少し不安になる点があります。この辺りは倫理的消費を担うセクターと

して、市民団体も当然入ってくるわけでありますが、では事業者はどうするのかという

話のときに、今島田先生が言われたように、例えば温暖化の損失の話があるとするなら

ば、倫理的な市場での行動をやらなかったために、どれぐらいの被害が出たのかという

ことを示すべきです。フォルクスワーゲンや三菱でもいいですし、差し障りがあるのな
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らば海外の事例を挙げればいいと思いますが、ただこれから、国際的な一つの調達のや

り方ということを、日本の企業もやらざるを得ないのです。このやり方を誤ってしまう

と名指しで批判されるということも、しっかりと事業者の自覚として、事業者の視点と

して入れておく必要があるのではないかと思います。そのためには、①の最後の表示、

認証ラベルを通じて、消費者が必要とする情報が適切に提供される環境作りが大切とい

うことです。13 ページを見ているのですが、この辺りをよほど充実させないといけない

と思います。例えば要求される要件としてのモニタリングは、どうやってきちんとやる

のか。第三者認証はいいけれども、監査の仕組みはどうやっているのかといったように、

少し突っ込んだことをやらないと、後で、何なのエシカル、何なの倫理的消費と言われ

かねないです。ぜひ、今後のスケジュールの中に、今言ったような視点を入れ込んでい

ただければと思います。 

 

○山本座長 

では、渡辺委員。 

 

○渡辺委員 

今中原先生から、マルチステークホルダーという話があり、私も大事だと思います。

この多様な主体によるムーブメント作りというのが最初の周知・啓発方法にありますけ

ども、これを継続的な運動にしていくためには、若干月並みかもしれませんけれども、

倫理的消費週間や月間というものを作り、そこでこのマルチステークホルダーの議論を

いろいろなテーマで毎年積み重ねていくのが良いと思います。また、ただの議論に終わ

らずに、議論から具体的な新しいイニシアチブが起こっていくように、一例を挙げれば、

イギリスに倫理的貿易イニシアチブというのがありますけれども、そういったものをこ

のような場から生み出していくとか、各地でいろいろな世代、特に若い世代の倫理的消

費の取組を発表し、相互に経験を学んで広めていくようなことを、１年に１回でも期間

を作って進めていくのが良いのかと思います。 

 
 

○山本座長 

今の渡辺委員の御提案は、私も大賛成です。そこで勝手にしゃべって終わりではなく、

責任を持って A4１枚くらいに提案をまとめて、事務局に提出してください。では河口

委員。 

 

○河口委員 

いろいろな御提案が出てきて、それぞれもっともだと思います。しかし、佐野委員の

指摘の中にもあったのですが、きれい事を言ってもしょうがないよねということです。

確かにきれいな話なのですが、現実は広まっていないのです。中間報告でエシカル消費

がありますという頭出しをしたところで、しかし何で本当に進まないのかなと思うので

す。みんな、表向きはいろいろと言うのですが、やはり本気で進めようとしたら、本音

ベースでどうなのかというようなことを引き出す仕掛けが必要ではないかと思います。
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以前私が御紹介した、「５％じゃ、ダメですか？プロジェクト」は、クローズドな会議

にして、チャタムハウスルールで企業の人にも来てもらったのですが、外に名前を出さ

ないというかたちでした。やはり本音を引き出そうと思うと、なかなか抵抗があります。

こういうところではなかなか本音が言えなかったりするので、企業側が何でできないの

か、それは調達サイドの問題と、生産サイドの問題と、あとマーケティングにいろいろ

な障害があるためだと思うのです。いくつか代表的な業態を出して、その業態の関係者

の人たちを覆面にして、本当に何で問題なのかということを抽出していただきたいです。 

また消費者を代表して佐野委員は、消費者は実は意識が高いですとおっしゃるのです

が、私の周りの消費者を見ても、必ずしもそうではないと思ってしまいます。消費者が

何でやらないのかという問題もあります。ただ知ればいいのか、買えるものがないのか、

いろいろあると思うのですが、何で進まないのかという本音ベースの実態を調べるワー

キングやプロジェクトをぜひやっていただきたいです。また、消費者の意識調査もすご

く大事なのですが、それをできれば企業にもぶつけていただいて、それに対しての企業

はどう考えていくのかという調査もぜひお願いしたいと思います。以上です。 

 

○山本座長 

今の観点では、消費者の意識調査も入れるということですよね。企業側の本音は、先

日の ACAP 清水委員の膨大な資料で、企業側がなぜやれないのか、やりたくないのかは

大体尽きているのではないかと私は思います。やはり消費者が購入しないからやらない

のだと私は思います。しかし、非常に重要なポイントではあります。はい、では阿部委

員。 

 

○阿部委員 

ありがとうございます。先ほどから出ていますけれども、多様な主体によるムーブメ

ント作りをぜひ議論していきたいと思っています。前の会合でも言いましたけれども、

既にいろいろな組織等が、この倫理的消費に関連する活動をしています。なので、消費

者庁にイニシアチブを発揮していただきたいのですが、そういったところとどうやって

連携してくのかです。つまり、他の倫理的消費に関連する活動しているところはどうい

うところがあるのか、また、どこまで巻き込んでいくかが非常に大事ではないかと思い

ます。いろいろ関わっている私からすると、例えば先ほど ESD という話を出しました

が、これは今学校でも地域でも非常に進んでいるという話を、前回御報告いたしました。

地域・市町村が、丸ごと ESD コンソーシアムを作って、学校や地域でマルチステークホ

ルダーが関わっているというようなことが生まれています。例えば、そういうところに

この倫理的消費の考えを伝えると、ESDをやっているところは皆さん大体同意されます。

また、今春 ESD 活動支援センターというのを環境省が設置しました。そこでも、こうい

うことがメインになっていく時に、当然消費者庁あるいは消費者教育推進センターが中

心になりながら巻き込んでいくかたちです。つまりこれから倫理的消費の円卓会議を開

くこともあり得るかもしれませんが、なるべく単独でやるのではなく、消費者庁が中心

になりイニシアチブを取りながらも、他との連携が非常に大事だと思います。そうして

いかないと、広がりは出てこないと思います。この倫理的消費はまさにマルチカッティ
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ングイシューですから、そういう意味でこのムーブメント作り、あるいはその次の消費

者の意識向上に向けた情報発信等といったときに、どう巻き込んでいくかという選択を

ここで考えていくことがよろしいのではないかと思っています。以上です。 

 

○山本座長 

はい。その他はいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○松本委員 

やはり今回の議論の中でも、倫理的消費の範囲は非常に広いと思いました。たとえば

地産地消とフェアトレードは、全然違う概念のように見えるけれども同じ倫理的消費に

含まれるということです。前回「エシかるがも」の提案がありましたが、様々な倫理的

消費を束ねるようなロゴなりマークなりキャッチフレーズなりがあると良いのではない

かと思っています。そういうものを国の方でも検討いただければ、全体がわかりやすく

なって良いかと思っております。 

 

○山本座長  

はい、進め方について、その他いかがでしょう。では清水委員。 

 

○清水委員 

はい。今年度実施事項の②シンポジウム、③調査はスケジュールに落とし込まれてお

りますけれども、①のムーブメント作り、情報発信、コミュニケーションの促進につい

ては、実際にスケジュールに落とし込まれていないと思います。何をやろうか考えるこ

とが今年の議題ではなく、実際にムーブメントをする、情報発信をする、コミュニケー

ションの促進の場を持つという具体的なことをやれるように、スケジュールに落とし込

んでいただきたいと思います。エシカル・ラボについても、徳島県で１回だけ開催する

のではなく何かツールを作り、それぞれの都道府県でも１回は開催できるような後押し

をするというように、少し具体的に動けたらと感じました。よろしくお願いします。 

 

○山本座長 

これは、吉井審議官いかがですか。 

 

○吉井審議官 

皆さんの意見を踏まえて、消費者庁もできる限りのことはやりたいと思っているので

すが、体制・人員も限られている中でどこまでできるかということもあろうかと思って

います。委員の皆さん方に御協力・御支援いただかなくてはいけないような部分も多々

あろうかと思いますので、またいろいろと相談・議論をする中で、具体的に決めていき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○山本座長 

課長はどうですか。 
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○金子消費者教育・地方協力課長  

審議官と同じです。 

 

○山本座長 

はい、どうぞ。 

 

○飯泉委員 

今の件について、実は私も意見を言おうかと思っていたのですが、出ました。例えば

今後のスケジュールの第８回に倫理的消費の先進事例の紹介ということで、具体的な名

前が出ているのですが、来ていただいて話すと、所詮は机上の空論になる場合が多いで

す。そのためエシカル・ラボを使ったり、全国の消費者月間で集中的に行うという方法

もあります。この期間に各都道府県、各市町村がいろいろなイベントを結構熱心にやっ

ており、消費者庁の皆さんもおいでいただいたりしています。例えばこうした場で教育

機関の人、あるいは若い人たちがどうしているかといったテーマを挙げてもらい、先進

的だと思うところへ、消費者庁の皆さんだけでなく委員の皆さん方何人かで行っていた

だくのが良いと思います。その一番いい例がエシカル・ラボの世界ですが、年に 1 回だ

けではなく、ぜひ年間に何回もいろいろなかたちでやりたいです。もう実際にやってい

ますが、それが割と知られてないのです。やる方としたら知ってほしいです。これをう

まく合わせれば、意外といいものができるのではないかと思いますので、ぜひ現場主義

でやっていただければと思います。 

 

○中原委員 

いいですか。 

 

○山本座長 

はい、どうぞ。 

 

○中原委員 

先日 30 日に開かれた消費者庁のシンポジウムで、この倫理的消費の第３分科会は希

望者が非常に多くて入れなかったという声を参加者の何人かから聞きました。そういう

意味では、今非常にこの倫理的消費に対する関心度が高まっているだけに、今、知事が

おっしゃったようなかたちで広げていくのも良いと思います。だから、後手ではなく先

手的なやり方をもう少しやっても良いのではないかと思います。 

 

○山本座長 

はい、ありがとうございました。いただいた御意見をできるだけ反映させて、今後の

スケジュールに反映していただきたいと思います。 

それでは、時間もありますので、次の議題の細川委員からアニマル・ウェルフェアと

エシカル消費について、お話をいただきます。資料４を御参照ください。細川先生、15

分でお願いいたします。 
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○細川委員 

今日は発表のお時間をいただき、ありがとうございました。先ほど御紹介させていた

だきましたように、私は消費者法や消費者行政の研究をしています。この問題にはあま

り関心がなかったのですが、実は３年くらい前にあるきっかけで『いのちの食べ方』と

いう映画を見た時に、我々は毎日肉を食べているのに、いわゆる食肉が生き物だったと

きにどういう扱いを受けているのかということに、あまりにも関心がないということに

気付いたということがあります。この中でもペットを飼われている方が、結構おられる

と思いますけども、ペットはすごくかわいがっているのに、我々は平気で肉を食べてい

るのです。このような区別がどこから来るのかということにも関心があり、こういうこ

とを始めています。 

まず、問題意識でございますけれども、昔は肉というとお正月やお客さんが来た時だ

けしか食べられなかったというようなことを聞きますけれども、今は当たり前のように

毎日肉を食べていて、スーパーにきれいに並んでいます。それをおいしそうと思います

けれども、つい昨日あるいは数日前までは生きた生き物だったということを、消費者は

分かってはいるはずですけれども、実感としてはないのが実情です。特に子どもたちは

そうでしょう。そうした中で、我々はどう考えたらいいのかという問題意識があります。

数年前に、中国の食品加工メーカーが、非常に環境の悪いところで落ちた肉を拾ってま

た戻すということが明らかになり大問題になりました。そういった意味で、食の安全の

不安も増しているのですが、その背景には消費者が安い食肉を求めるあまり、生産者が

コストを引き下げるという、効率最優先の生産が行われているということがあったと思

います。そして、それは食肉加工業だけはなくて、生き物を扱う畜産でも追求され、多

くの家畜は大量生産のための畜産工場ともいえる閉所で飼育されているのが実態です。

ペットと違って、家畜は単なる産業動物、あるいは経済動物とも言いますけれども、動

物らしい行動を抑制されて苦痛に満ちた、かつ短い一生を送っているということになり

ます。我々の消費者の権利に加え、消費者の責任が議論されていますが、この豊かで便

利な私たちの社会の裏側で犠牲になっているものに、我々消費者は無関心でありすぎる

ように思います。日本人は食べ放題が大好きですけれども、考えてみれば食べ放題の焼

き肉やしゃぶしゃぶというのは、ある意味命の食べ放題でありまして、命を好きなだけ

殺しますということであります。そういうことを認識して食べている消費者がどのくら

いいるのかなと思います。私は命を消費する者の責任と名付けていますが、こういった

実態を見つめて、自らの消費行動を警鐘することも、エシカル消費を考える上で重要な

地位を占めているものと、私は確信しております。ただ、ここで非常に問題なのは、根

源的にはなぜ人間は動物を殺していいのか、あるいは殺してはいけないのかということ

に行き着くわけです。しかし、ここではそれには立ち入らず、消費者とそういった動物

たちという点で、お話させていただきたいと思います。 

まず、アニマル・ウェルフェアという考えですけれども、一般的に人間が動物に対し

て与える痛みやストレスといった苦痛を最小限に抑えることによって、動物の厚生を実

現する考えとされています。多くの動物は人間の利益のために飼育され屠殺されていま

すので、本来の特性や行動、寿命なども大きく制限されています。そして、このアニマ
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ル・ウェルフェアは、殺してはいけないという考えではなく、人間に対する効用、動物

の利用を認めつつも、動物の感じる苦痛の回避、除去などにより極力配慮しようという

考えですので、その点で動物愛護とは異なります。そしてこの訳語ですが、動物福祉、

あるいは家畜福祉と訳されています。しかし、ぱっと聞くと福祉という言葉が、社会保

障という言葉と重なり、拒否感があるということで、アニマル・ウェルフェアと、その

ままカタカナで表記したり、あるいは農水省では「快適性に配慮した家畜の飼養管理」

といった、狭い意味で訳しています。私は動物厚生がいいのではないかと思います。 

次のページですが、今どういう動物を対象に議論があるかということですが、一つは

愛玩動物です。愛玩動物も消費者の手に渡ったあとは愛玩動物ですが、それまでは経済

的な利益のためにペットショップで売られるということですので、これもある意味産業

動物と言って良いと思います。今、悪質なブリーダー等の問題があり、飼育や繁殖を劣

悪な環境で行い愛玩動物として売るという問題があります。 

さらに、実験動物です。化粧品をはじめ、人間社会のために動物が実験に使われてい

るのです。これも、アニマル・ウェルフェアの概念が入ってきて、例えば動物を使用し

ないで済むような置き換えや、数を減らす、苦痛をなくすという 3R の促進も行われて

います。 

次は展示動物です。寿命を全うするまで飼うということが大原則ですけども、この中

心は動物園や水族館で、やはりその動物の本性に配慮した飼育や展示方法を見直すとい

う動きがあります。 

あとに、野生動物。野生動物はワシントン条約等で守られているのですが、外来種を

駆除するということが、よく話題になります。これも駆除してはいけないと言っている

わけではなく、駆除する場合は可能な限り苦痛を与えない方法で安楽死させるという原

則であります。 

次が畜産動物ですけども、これはかなり大きな影響を与えておりまして、欧米では研

究が進んでいます。正常な行動が発現できない狭い囲いの中で飼育することを避けると

いうことと、屠殺においては極力苦しまない方法で行うということです。毛皮利用にお

いては、かなりいろいろな問題があります。今は毛皮動物も家畜化しているので、毛皮

がとても安いのです。残酷な飼育方法、あるいは生きたまま毛皮をはがすという方法も

行われています。現在は精巧なフェイクファーの登場もありますので、事業者、消費者

ともに控える傾向にはあります。 

では、何を目的としてアニマル・ウェルフェアは行われているかということですけれ

ども、1922 年とだいぶ古くから英国で提唱された有名なもので、これがどの国でも五つ

の原則として紹介されています。一つが飢えおよび渇きからの自由。２番目が不快から

の自由。３番目が苦痛、損傷、疾病からの自由。４番目が正常な行動発現の自由。最後

に恐怖および苦悩からの自由ということです。農業関係者に聞くと、これは理想だけれ

ども実現するのはかなり大変だと言います。では、日本での動きはどういうことがある

かというと、まず一つは「農業と動物福祉の研究会」という民間団体が、主に畜産関係

者や大学の畜産関係学部の先生方が中心となり発足しています。国際機関としては、OIE

という組織が動物のこうした問題を扱っています。それに対応する NGO として ICFAW
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というものがあり、これに参加する日本の NGO として、「農業と動物福祉の研究会」

が活動しています。また、畜産技術協会がアニマル・ウェルフェアの考え方に対応した

指針を 2011 年に出していまして、６種類の動物で設定されています。畜産技術協会に

おいては、乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、採卵鶏をレイヤーといいます。ブロイラーと

いう名称をよく聞きますけれども、これは肉を取るために開発された鳥です。一方でな

るべく卵を産むように作られた鳥がレイヤーと言います。それと、馬です。これは日本

馬事協会による指針があり、一応動きはあるけれども国がやっているのではなく民間に

委ね、ガイドライン示し、できたらその通りやってください程度のものが日本の実情と

いうことになります。 

３ページにいきますけれども、この OIE はいろんな基準を作っていて、アニマル・ウェ

ルフェアに関しては、今 15 の基準があります。しかし、日本ではしっかりこの対応が

できておらず、国内においてこれらの基準が周知されておらず、正式な翻訳も存在しな

いという状況です。消費者庁と消費者委員会ができたのも消費者行政の一元化という目

的で作りましたけれども、この動物愛護は対外的には外務省、貿易や検疫の問題になる

と厚生労働省、家畜を育てるというと農林水産省、動物愛護法は環境省、動物の移動に

なると国土交通省というように、なかなか足並みがそろわず、お互いにお前のところだ、

うちだなんていうやり合いをして進まないという実態があります。 

それでは、どういうことが問題になっているかということで、いくつかの例を挙げま

した。例えばブタの妊娠ストールによる飼育ということで、ここに写真を入れました。

すごく狭いところで飼育されて、ほぼこの中で一生を送るのです。これは、当然身動き

できない、向きも変えられないのです。そうすると餌を与えるのも簡単ですし、糞尿の

掃除も１カ所糞尿の掃除をすればいいということで、人間のことしか考えていないので

す。卵を取る鳥もそうですけれども、バリケージという狭いかごの中にぎゅうぎゅう詰

めで飼われているのです。しかも、本当はニワトリは止まり木に止まりたいという習性

があるのですが、下側も網でそれも叶わず、爪も切ってもらえず絡まります。当然卵は

転がるようにできていますから、床は傾いています。ニワトリがどの程度不満に思って

いるかは分かりませんが、これも非常に苦痛を与えているのではないかと言われていま

す。また、アンゴラウサギから取る毛はアンゴラウールと言われていますけれども、こ

れは CBS がかなり報道して話題になったものです。毛皮ではないので普通は繊維とし

て使います。刈ればいいのですが、むしり取った方が高く売れるらしく、中国でウサギ

が悲鳴を上げるように鳴いて苦しんでいるのに、平気でむしり取っていることが明らか

になり、複数のアパレルメーカーが取扱いを中止したというニュースもございます。４

ページ目ですが、羽毛布団も非常に安くなりました。昔は 100,000 円、200,000 円だった

のに、今は 29,000 円などで通販で売っています。実はこういったものも家畜化されて、

生きた鳥からダウンをむしり取るとか、あるいはあとで出てきますけれども、フォアグ

ラのために飼われている鳥から採取されるということが批判の対象になっています。さ

らに、化粧品の動物実験で、これはウサギの目を使ったシャンプーの毒性実験ですけど

も、こういったものも批判されております。ちなみに、資生堂からも委員がおられます

けれども、資生堂は何年か前に動物実験の廃止を明らかにしまして、これは非常に動物
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愛護団体も高く評価しています。リーディングカンパニーがこういうことを示すと、他

も従ってくるので評価が高いです。それ以外に、家畜には基本的に麻酔はしないそうで

す。だから、ブタは麻酔なしで歯を切る。しっぽを振ると糞尿を巻き上げ人間にとって

邪魔だから、切ってしまう。また、雄は暴れるので、去勢を麻酔なしでちぎったりナイ

フで切るということが、平気で行われております。また、ニワトリについても、自分の

体をつついてしまうので、くちばしを切除してしまうとか、強制換羽といって卵を産ま

なくなってしまったニワトリを１回断食させて毛を全部生え変えさせると、また産み始

めるのです。死ぬまでになるべく産ませようという有効利用です。だから、卵は物価の

優等生と言われていますけれども、非常に安いということでございます。また、私も初

めて知ったのですが、レイヤーは卵を産ませるためだけのニワトリなので、雄は育てて

も肉にならないのです。すなわち、レイヤーとして生まれた雄のひよこは人間にとって

不良品なのです。したがって、人間の勝手でひよこを産ませておきながら、生まれた途

端、雄だからといって、全部すりつぶして殺しているのです。こういう実態を知ってい

る消費者はどのぐらいいて、卵を買っているのかと思います。逆にフォアグラの場合は、

雄しか使わないのです。だから、ひよことして生まれた雌は、すぐすりつぶされて殺さ

れて肥料になっているという実態です。フォアグラの飼育方法は、かなり有名になりま

したけれども、強制的に餌を飲み込ませて太らせ、肝臓を病気にさせて、何倍にも肥大

させたものを、おいしいと食べており、これも虐待だということです。さらに、家畜が

飼育場を出て屠殺するまでに、当然殺す動物だから餌はあげないのですが、水も与えら

れないということがかなり問題となっています。このようにいろいろ問題があるわけで

す。 

最後にアニマル・ウェルフェアとエシカル消費ということですけれども、人間がどの

ように自分たちが欲するものを手に入れてきたかと考えてみると、人間の歴史は略奪の

歴史だったと私は思います。今でも戦争、紛争が起きていますが、領土、エネルギー、

食料などを略奪するということを行ってきました。人間まで奴隷として略奪してきまし

た。残念なことに地球レベルでは、今でもこうした紛争や略奪等は起きていますが、そ

うした状況で生きていくということは、逆に自分たちが他者から攻撃され、略奪される

可能性もあるということです。しかしそこは人間も学んで、平和な手段でものを手に入

れることを学んだのです。それが生産ということになるかと思います。ここが人間と動

物の違いで、いろいろな道具を発明して、動物を捕らえたりしてきました。手掴みでは

うまくいかないので、いろいろな道具を開発してきました。自然界に生きている動物で

は全く足りないので、我々は畜産、あるいは農耕ということを行い、生産性を高めてい

きました。その結果が、我々のこの現代社会の豊かな消費生活になったというわけで、

生産性が寄与しているのではないかと思います。 

平和学という議論がありますけれども、最近の成果として消極的平和と積極的平和と

いう概念が出てきています。昔の平和学というのは、戦争と平和の問題でした。戦争の

ない状態をいかに作り出すかというところに関心があったのですが、ここ 20 年、30 年

の議論は、戦争がない状況は消極的平和で、積極的平和を目指すべきだということになっ

ています。これは構造的暴力論と言われますけれども、たとえ争いがなくても、貧困や
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抑圧、差別されている状態は真の平和ではないとして、積極的平和が求められています。

そして、平和な手段とされている生産においても、労働者の搾取、あるいはここでも議

論されてきたと思いますけれども、環境破壊等が問題になっているわけですから、それ

らがエシカル消費の重大な関心事であることに疑いはないと思います。産業動物は人間

の利益のためだけに繁殖させられ、人間の利益が最大になるように飼育され、消費者向

け商品として屠殺され、商品となっています。動物を殺して食するのは、人間が生きる

ために当然という主張が一般的ではありますけれども、現在の効率優先の工場畜産とい

うのは、動物の生き物としての尊厳を軽視し、単なる利益を生み出すモノとしてしか扱

わない傾向であります。そして、その工場畜産を行わせているのは、食肉等を求める消

費者であり、私たちはスーパーの食肉が生き物であったときに、彼らが人間からどのよ

うな扱いを受けてきたのかを知る必要があるのではないかと考えております。こういう

話をすると、食物連鎖だからということをよく言います。しかし、人間は一方的に動物

に対して命の略奪を続けておりまして、世界中で人間の利益のために失われている命の

数は、年間 600 億と言われております。この倫理的消費調査研究会で、動物という意識、

感覚を持ち、地球上に人間と共に生きる存在が、どのような扱いを人間から受けている

のかの検証を行うことは当然と考え、今日発表させていただきました。実は１年くらい

前に他の機会で発表させていただいた時に山本先生がおられて、その時の山本先生の御

発言の中で、この食肉という問題は環境問題からも考えなければならないというお話が

ありました。いわゆる農作物を食べるのではなく、農作物を食べさせた肉を食べるとい

うことは、水、あるいはエネルギーの大量消費にもなっていますし、また、排泄物によ

る汚染が非常に大きな問題になっています。今後中国やインドを含め、ますます人間社

会が豊かになって、誰でも食肉を毎日のように食べられるようになるということ自体が、

持続可能性として課題となるという問題提起もいただきました。そういう視点からも、

この食肉という問題は我々が注目していくべき課題ではないかと思っております。どう

もありがとうございました。 

 

○山本座長 

はい、ありがとうございました。30 年以上前に私が中国へ行った時には、中国人が毎

日一つ卵を食べたら世界が終わるとか、中国人が本気でビフテキを食べ出したら世界が

終わるというような本がたくさん書かれていたのですが、まさに現在そうなりつつあり

ます。この問題は大変重い問題で、議論するとたくさんの時間が必要なのですが、まず

イオンの塚田様、今の細川委員のお話を聞かれて、いかがですか。 

 

○塚田氏（金丸委員代理） 

貴重なお話をありがとうございました。こういった視点もあるということは、担当部

署にお伝えをしていきたいと考えております。 

 

○山本座長 

はい。何か率直な感想でも、御意見でもありますか。はい、どうぞ。 
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○葭内委員 

はい、お話ありがとうございました。実は今日の午後、アニマル・ウェルフェアの授

業を高校でしてきたばかりでした。熊本応援として被災した益城町で放し飼いされてお

り、きちんとした餌を食べた卵と、阿蘇の草を噛んできちんとした飼い方で育った牛乳

などを使いながら、ほうじ茶のプリンを作ってきました。その時、生徒にアニマル・ウェ

ルフェアの話をして、平飼いとケージくらいは知っているかと思って聞いてみたら、ケー

ジと平飼い自体も全然知りませんでした。ヨーロッパでは、既に卵の法規制があり、き

ちんと放し飼いや平飼いなのかケージなのかが、卵にプリントされて消費者が選べるよ

うになっています。日本では消費者の食の安全や、先ほどおっしゃったような環境の話

も、選択肢や情報自体が全くありません。その中で、もしいろいろな省庁が法規制をし

ていく場合には、いろいろな課題があると思います。どうしたらいいかと考え、まず学

校では知らせようと思い取り組みをしています。 

クラスの中で何人かだけ問題を知っていたので、どうしてそのケージなどの話を知っ

ているのか聞いたところ、やはりメディアで知っているという話がありました。アニマ

ル・ウェルフェアはぜひ入れてほしいのですが、それ以外にもいろいろなムーブメント

作りをしていく中で、メディアの力をもう少し使ったらいいではないかと思いました。

以上です。 

 

○山本座長 

今、細川先生が動物の命について議論されたわけですが、このアニマル・ウェルフェ

アばかりではなく、植物も命です。結局動物は植物を食べています。その世界全体の植

物の生産量は、学問的にはネットプライマリプロダクション、純一次生産量といいます

が、そのかなりの部分を人類が消費する段階にきているのです。地球の表面の雪や氷に

覆われていない土地の 42％を人類が占有しているので、この状況が続くということは、

当然動物植物が絶滅に追いやられていることは間違いないわけです。そのポイントオブ

ノーリターンは、恐らく 2025 年だろうという論文も出ています。ですから、大変深刻

な問題で、この倫理的消費というのは、この人類の生存、あるいは他の生命体の生存を

深刻に考えなければいけないということです。有名な生物学者のウィルソンは最近本を

出版しています。『Half-Earth』という、地球の表面の半分をサンクチュアリ、自然保護

区にして、他の生物に明け渡すべきだという大変過激な本を出版しています。 

他に何か御意見ありましたら、いかがですか。はい、どうぞ。 

 

○河口委員 

補足でもあるのですが、この話に関しては、昨年この委員会をやっている時に、実際

に JAVA といった団体も来られて資料も作っていただきました。一度こういう場でお話

ししようということだったので、先生が来られて御発言されて、すごく良かったです。

今もお話があった通り、ヨーロッパではケージフリーは当たり前になっているというこ

とです。アメリカのマクドナルドやウォールマートは全部ケージフリーにするというこ

とも公表しています。それから、先日見たところでは、ダノンはウシの飼料を全部ノン

GMO にするということも宣言していたりするので、100％動物福祉になっているかは分
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からないけれども、そういう動きがあります。また、パタゴニアのサイトにいくと、ダ

ウンをどうやってむしっているのかが本当に動画で見えます。そこで売っているのは、

フェアダウンといって、そういうむしり方をしない人道的なダウンの取り方をしている

ということです。 

一方先生が言われた通り、牛肉というのは１キロ作るのに 10 キロの穀物が要るとい

うようなことも言われています。そのため、ヨーロッパのセレブによる、週に一回ベジ

タリアンで肉を食べないというキャンペーンをみたことがあります。それは、宗教的と

か自分でベジタリアンが良いというよりは、環境上の問題から牛肉といった生態系ピラ

ミッドの頂点のものを少しずつ減らして、もっと低いものにしたら、みんなに行き渡る

という発想もあります。しかしやはり植物と動物を食べないと人間は生きていけないし

暮らしていけないということでは、非常に身近なものですし重要なポイントなので、い

ろいろなところで触れていただきたいです。オーガニック等が入っていても、まだ日本

のクライテリアとして、こういう問題や観点はなかなか入りづらいというところもあり

ますので、問題提起ができればと思いました。 

 

○山本座長 

はい、どうぞ。 

 

○山口委員 

皆さん、御存じかもしれませんけれども、海外の事例で、ダウンについてはレスポン

シブルダウン、RDS という基準ができました。日本よりも海外では生きたまま羽を抜か

ないとか、動物福祉的な要素での認証の広がりがあります。割と繊維の業界でも、そう

いうものしか扱わないという動きが、ダウンだけではなくウールもあります。あと、農

業の方ではグローバルギャップというのが知られており、基準の中では畜産もあります。

宮崎大学さんは、ウシとミルクでその認証を取られていて、基準の要素にアニマル・ウェ

ルフェアの要素が入っています。そういうものを少しずつ拾い上げて、シェアできるよ

うな場がもっとあったら良いと思います。 

２点目として全体的な話なのですが、倫理的消費の前に倫理的な生産がなくてはいけ

ないと思っています。そのためには先ほど河口先生もおっしゃっていたように、倫理的

な調達をどうするのか、その全体的な基準をどうするのかというところも併せて検討し

ていかないといけないと思います。エシカル・ウォッシュだけをフォーカスしてしまう

ようなことにならないよう、注意が必要なのではないかなということと、せっかく SDGs

の広がりがあるので、それと併せてやったらいいのではないかと感じました。ありがと

うございます。 

 

○中原委員 

いいですか。 

 

○山本座長 

はい、ありがとうございます。どうぞ。 
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○中原委員 

さっき、山本先生がおっしゃったウシの飼料の問題ですけども、中学や高校に時々出

前で話をして、ウシは何を食べると聞いたら、穀物、トウモロコシを食べると言うので

す。牧草を食べるという正解がないのです。私たちはいつの間にか人為的にウシにトウ

モロコシやダイズを与えて、飼料化する。それをどんどん食べさせると、げっぷを吐い

て、ウシのげっぷは温暖化の大きな原因になっているということで、我々にも影響を与

える。では、穀物の飼料をやめてからどうするのかというと、ヒツジの骨を使って食べ

させたら、狂牛病になってしまったのです。科学者は狂牛病にならないと言っていたの

に、96 年に人に移ったじゃないかという話になりました。今度は人間の命と安全という

ことなのです。だから、今日の問題提起を受けて、我々としては自分たちの都合によっ

てやったものが、人間社会、もしくは地球に戻ってくるということを認識しなければい

けません。そこで今、グリーンピースの方からメールが来ているのですが、オーガニッ

クウォッシュみたいなものを今やっているとのことです。生協さんもいらっしゃるし、

イオンさんだけじゃないと思うのですが、わずか数％の話を針小棒大に捉えて叩くこと

が大事なのか、それとも育ててこのエシカルな製品を市場に蔓延させることが大事なの

かという視点をきちんと持っておくべきです。私は企業の努力を無駄にしても良くない

と思いますし、かといって、こういう事実を我々はきちんと知っておかないと、消費者

にそういう肉や卵を買いたくないと言われたら、市場に信頼性の無さがある以上、疑わ

ざるを得ません。まさに今日話したムーブメント作りで企業は担い手として何をやるの

か、消費者は担い手として何をやるのかというのは、今後の課題としてぜひこの委員会

で話していただければと思います。 

 

○山本座長 

はい。もちろん今日の細川委員の話で、全て終わりにするわけではないので、これは

事務局でまたお考えいただきたいと思います。どうして日本はこういう問題についての

取り組みが、少なくとも欧米に比べて相当遅れを取ってきたかという分析が必要ではな

いかと思います。その他何か御意見がありましたら、もう一つぐらいいかがですか。よ

ろしゅうございますか。ありがとうございます。 

それでは、最後の議題は、エシカル・ラボ in 徳島でございます。事務局から資料の５

を御説明いただいて、そのあと飯泉委員に少し補足していただきたいと思います。 

 

○金子消費者教育・地方協力課長  

それでは、資料５に基づきまして、御説明いたします。前回のこの研究会の中でも、

飯泉委員からぜひ徳島でと御提案をいただきましたし、我々もちょうど７月頃に職員が

そちらの方で勤務してございますので、今年は徳島でエシカル・ラボを行おうというこ

とでございます。現段階でおおよそプログラム等調整はできているところですけれども、

一部未調整のところがございます。それが固まり次第、委員の皆様には詳細をお伝えし

ようと思いますが、資料では現在固まっている内容について書いてございます。日時と

しては、７月 24 日を考えておりまして、徳島の会場に加えて、テレビ会議のシステム
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を使って東京の会場でも傍聴の方に入っていただけるようなかたちにします。加えて鳥

取県とも中継でつなぎまして、平井委員に御参加いただき、三元中継で行うということ

を考えてございます。この内容としては、特に今回は徳島で開催するということで、地

域の取組を取り上げるような機会をいただいているということと、東京で昨年行ったと

きにも、特に高校生、大学生といった若い人からのメッセージが強く印象を持たれたと

皆様から伺っておりますので、今回も若い人のメッセージを取り上げます。そういう機

会を持つべく、準備を進めてございます。説明は以上でございます。 

 

○山本座長 

それでは、徳島県の知事さん、一言お願いいたします。 

 

○飯泉委員 

はい。私からの提案というよりも、前回の委員会で中原委員からお話があって、それ

だったら皆さんが徳島、鳥取でやったらどうだろうかということでお引き受けさせてい

ただきましたという経緯でございます。また、板東長官にはエシカル・ラボの地方開催

をお考えいただき、本当にありがとうございました。私も前回のエシカル・ラボはこち

らの東京で平井知事と一緒に参加させていただきましたが、こうしたエシカル・ラボが

地方で開催できたら、消費者教育が進むだろうなと思っていたものが、もう翌年に具現

化をされるということで、心から感謝を申し上げたいと思います。 

今、山本座長からもお話がありましたように、一番センシティブな若い皆さん方がど

ういう活動をしているのかを、この機会に委員さん方はもとより、全国の皆さんに知っ

ていただければと思います。その意味では今回徳島の皆さんだけというのではなく、テ

レビ会議を使って東京、また鳥取の皆さん方にパネラーとしても参加いただくという試

みは、まさに今、新しい働き方であるテレワークも推進していくと思います。先ほどか

らフェアトレードの話をはじめとして、多くのエシカルについての環境問題という話も

出ていたわけでありますが、この地球温暖化を考えていきますと、そもそも人が動くと

いうことが一番環境には悪いということにもなります。そうした意味では私も関係メン

バーでありましたが、世界最先端の ICT 国家宣言も平成 25 年６月に閣議決定されて、

数次にわたって更新されています。こうした点で、ぜひ日本が環境においても、またエ

シカルにおいても、そして、何よりこの情報通信を通じた様々な活動においても、この

エシカル・ラボから発信ができればと考えています。特に若い皆さんとして、私がこう

いう場で御紹介させていただくのは、例えば徳島商業高校とカンボジアの日本友好学園

です。学校経営がなかなか難しいという中で、カンボジアのいろいろなフルーツと徳島

の技術を活用しておまんじゅうを作り、徳島のマルシェで売るというものです。しかも、

２校だけではなく、徳島県はドイツのニーダーザクセン州でのベートーヴェン第９アジ

ア初演が契機となりまして、実は来年ちょうど 10 周年を迎えることとなります。そこ

のシェーラベルク校が友好提携しておりますので、ドイツ、日本、そしてフェアトレー

ドとしてカンボジアの皆さん方をしっかりと支えています。学校が潰れそうだと言って

いたのに、この売り上げによって、実は今学校の先生をカンボジアで３名雇っていると

いう現状です。また、城西高校につきましては、ちょうど今回、東京オリンピック・パ
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ラリンピックのエンブレムが、純和風になりました。我々からすると、最初からそうし

ておけば、盗作問題などなかったのにと思うところでありますが、組市松紋の藍色です。

藍染め、藍色というのは、ジャパンブルーで、この名前が使えるのが阿波藍のみといっ

た点があります。実は自ら藍を栽培して、これを加工して、藍染めのいろいろな製品を

作り出すということを城西高校の皆さん方が実践されております。実はエシカル消費と

いうのぼりも、実は藍染めで染め抜いております。こうした実際の取組であるとか、あ

るいは徳島外の東京や鳥取の大学生の皆さん方のこうした活動を、この機会に御紹介で

きればと考えております。また、さまざまな事例紹介以外にも、パネルディスカッショ

ンやパネル展示を考えております。 

これまでにはエシカル消費の新しいかたちとして、障がい者の皆さん方が中山間地域

で独居老人となった方を支えようという活動をしています。中山間地域はコンビニもスー

パーもなかなか難しいということですが、そうなると独居老人の皆さん方の生活がまま

なりません。こうした皆さんのところに、特に知的障がいをもたれた皆様方が、ミニバ

ンを使っていろいろな日用の商品、あるいは食品を積んでいきます。徳島の場合には中

山間地域でも Wi-Fi が使えるものですから、タブレット型端末を活用しまして事前に御

用聞きをして、必要なものをタイムリーにお持ちするだけではなく、そのときに対面で

行いますので、障がい者の皆様方は、そこで社会性だけではなく、対面販売の技術を身

につけることができます。また、高齢者の皆さんにとってみると、若いお子さんたちと

接することができますので、そこで大きな刺激を受けます。そうした点は、今後の地域

包括ケアシステムにも非常にプラスになると思いますので、こうしたシステムをまず県

西部からスタートして、今では全県下に広めたところであります。こうした点について

のパネル展示を考えております。ぜひ、多くの皆様方に現場主義で参加いただきです。

そして若い皆さん方が、このエシカル消費に対してどのような意識を持って、どのよう

な行動をしているのか、ぜひ生で、またテレビ会議システムを通じて御覧いただければ

と考えております。この委員の皆様方にも様々なかたちで御協力をいただくと思います

ので、ぜひ当日もよろしくお願い申し上げたいと思います。以上でございます。 

 

○山本座長 

詳細な御説明ありがとうございました。今日はこれで議題が全て終わるのですが、若

干時間がありますので、竹内委員からせっかくですので TCGF 主催ジャパンデーの開催

結果を少し御説明ください。 

 

○竹内委員 

皆様方、御手元に資料を配付させていただきましたが、１枚のカラーで作っているも

のです。TCGF は、世界の食品や消費財メーカー、流通企業など約 400 社が加盟してい

るネットワークです。日本では約 80 社が加盟していますが、日本の大手企業はほとん

ど入っている大きな団体です。実は私どもサラヤという会社は、洗剤を作るための原料

にパーム油という油を使っているのですが、このパーム油の原料の生産地であるボルネ

オ島で、今から 11 年ほど前にテレビ朝日の取材で、原料調達先が大変なことになって

いるという取材を受けました。食品メーカーに取材に行ったそうなのですが、どこも受
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けてくれなくて、弊社だけがたまたま受けました。弊社の社長が現地の状況を写真で見

た時に、森林が大きく伐採され動物たちの住む生息地域がどんどん消失していき、大変

な問題が起こっているということを目の当たりにしました。原料調達先に関して見てい

るだけではなく、我々が手を打ち何とかならないかということで、川沿いのプランテー

ションの畑の買い戻しを、11 年ほど前から始めています。１社だけでずっとやってきた

のですが、１社だけだとなかなか大きな土地です。たまたま 2005 年に RSPO という持

続可能な原料調達に関してのラウンドテーブルが立ち上がりまして、当社もそこに入っ

ていろいろと提案をしてきたのですが、結局提案が何も受け入れられなかったのです。

何を言いたいかというと、１社だけ動いても全然だめなのです。私はたまたまグリーン

購入ネットワークの代表理事をさせていただいている中で、原料調達先のボルネオ島だ

けではないのですが、ヤシ畑によって大変なことになっているということを、日本の他

の企業の方々も気が付き始め、何とかみんなで立ち上がろうじゃないかということで、

グリーン購入ネットワークの中の会員で立ち上げました。現地の状況の説明と共に、オ

イルを買うときはその持続可能なオイルを買おうじゃないかという動きを始めています。

活動内容を報告するにあたって、TCGF に掛け合ったところ、ぜひそこで紹介してくれ

ということで、その結果のレポートになります。板東長官にも来ていただきまして、各

省庁の方々にも来ていただきました。実は、これが端を発しまして、今年の 9 月 27 日

に 500 名ぐらい集めて、さらに日本の企業は認証オイルを買おうじゃないかというイベ

ントを計画して進めることが決定しました。これによって、１社だけでなくオールジャ

パンによって、認証オイルを使うことが今後当たり前になるよう、進めています。です

から、原料調達の話が先ほどありましたけども、ぜひ消費者庁のこういう場を借りなが

ら発信して、持続可能な消費だけではなく、原料調達も持続可能でなければだめだと思っ

ていますので、そういった啓発活動を今後とも煮詰めていきたいと思っています。よろ

しくお願いします。以上です。 

 

○山本座長 

はい、ありがとうございました。その他、何か御発言がございますか。では、西村委

員。それから渡辺委員。 

 

○西村委員 

先ほど御紹介があった７月予定のエシカル・ラボ in 徳島に関してですが、可能であれ

ばということで、２点注文をさせていただきたいと思っています。というのは、２年ぐ

らい前でしょうか、熊本で国際フェアトレードタウン会議が開かれたときに、若者ボラ

ンティアの方が 200 人以上参加して、案内から何からやってくれて、ものすごい活気が

ありました。前回のエシカル・ラボ東京をビッグサイトでやったときは、もちろん受託

の業者さんがいて、セットされた中で開かれました。しかし、先ほど河口委員のお話あっ

たように、この分野はミレニアム世代の感度が非常に高いのです。そういう意味で、で

きたら若者をボランティアとして、案内や受付に使っていただくということを含みに入

れて、盛り上がる仕掛けをぜひお考えいただきたいと思います。それが一点でございま

す。 
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それからもう一点は、先ほど飯泉知事から御発言ありました徳島商業のカンボジアの

御報告でありますけれども、私も１回文科省の消費者教育フェスタで御報告を見させて

いただいています。文科省も消費者教育を進めようということで、一生懸命頑張ってい

ます。そういう意味では、消費者庁のエシカル・ラボにおいても、文科省との教育体制

をぜひ何らかのかたちで組み入れていただければと思います。以上でございます。 

 

○山本座長 

では、渡辺委員。 

 

○渡辺委員 

簡単に２点ほど、提案と伺いたいことがあります。意識調査を８月から 10 月にかけ

て行うとなっていますが、調査するときにはどういう調査をするか、調査の具体的な項

目、内容について、できれば委員の皆さんの意見を反映したものにした方が良いと思い

ます。原案は消費者庁の方に作っていただくとして、早めに回覧していただいて、委員

の意見を反映させ、より良い調査をお願いしたいというのが一点です。 

もう一点は、今日動物のアニマル・ウェルフェアの話がありましたけれども、エシカ

ル消費にもさまざまな分野があって、我々も全体像をなかなかつかめない部分がありま

す。最終取りまとめに向けて、どのような課題ないし分野があるのか、どういうステー

クホルダーがいるのか、具体的にどんなイニシアチブが行われているかを、ぱっと見て

分かるようなエシカルマッピングを作るのが良いのではないかと思っています。これも

素案を事務局で作っていただいて、エシカル消費の全体像が我々も一般の消費者も分か

るようなものを作ったらいいかと思いました。以上、提案です。 

 

○山本座長 

アンケートについては、事務局で原案を作って、委員に流して御意見をいただくよう

お願いしたいと思います。エシカルマッピングは、最初に昨年度開始したときには、私

なりのエシカルマッピングを提示しました。ぜひ、先生方からマッピングを出してもらっ

て、それを事務局が集大成するという方向でいきたいと思います。渡辺先生もエシカル

マッピング出してください。 

それでは最後に、板東長官から何か御発言を。 

 

○板東長官 

本日も活発な御議論をいただきましてありがとうございます。１、２点、お願いも含

めてなのですが、一つは先ほど中間まとめの案の御議論のときに、最初からお話があり

ますし、課長からも申し上げたのですが、普及を考えていくムーブメントを作っていく

上で、皆さんに親しまれるようなネーミングやキャッチフレーズの工夫の余地があれば、

もう少し追及したいというところでございます。実は河野大臣からも徳島でラボをやる

なら、良い案があったら、そこでお披露目をするようなことも考えたらということもい

ただいています。まだ絞り込む良い案のところまではいっておりませんので、社会的に

注目していただくためにも、良い案がありませんかと皆さんから出していただくことに
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より、ムーブメントとしての一つの手段にもなるかなということがございます。ぜひ皆

様からも、ネーミングなり、略称なり、キャッチフレーズなり、案があれば、改めてい

ただければと思います。そういうものでなくても、例えばこういうかたちで一般に対し

て働きかけていき、もう少し参加を求めていけばというようなことでも、何か御提案が

ございましたらいただけると有り難いと思っております。なかなか倫理的消費、エシカ

ル消費が普及するためには、人口に膾炙（かいしゃ）していただくために、まだハード

ルがありそうだと思っておりますので、ぜひ親しまれるための何かお知恵があれば、い

ただければと思っております。たまたま、この間 ACAP の「私の提言」という論文募集

の中で、エシカル消費が知られていないから「エシ活」という言葉を提案された大学生

がいらっしゃいました。エシ活がいいかどうかは別にいたしましても、そういうフレッ

シュな感覚で、若い人たちからも御提案いただくというのも一つ案かなと思っておりま

す。 

それから、先ほどアニマル・ウェルフェアについても御説明いただきましたけれども、

改めてやはり一つひとつの事柄・分野に突っ込むと、結構奥が深く、またいろいろなテー

マがあるので、なかなかここで突っ込むのは難しいかなという感じはしております。先

ほど渡辺先生から御提案をいただき、また山本座長からも逆に投げ返していただきまし

たように、こういうテーマがあり、こういう課題があり、こういう取組が現在いろいろ

なところで行われているというところは、分かりやすく整理をしていくことが必要だと

いうことを、改めて感じました。また、国内のいろいろな事例や取組はラボなどでいく

つか取り上げさせていただきますけれども、まだまだ十分に収集、整理できていないと

思います。こういう点についても、こういうテーマでこういう取組があるよというよう

な、御紹介するのに良い事例がございましたら、言っていただければ最終報告書が少し

厚みがあるものにできると思いますので、ぜひ、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。お願いばかりで申し訳ございませんが、何とか先ほどの実践を進めていく上で、我々

も起こせるような具体的なアクションの検討をしたいと思っております。どうもありが

とうございました。 

 

○山本座長 

それでは、課長、今後のスケジュールをお願いいたします。 

 

○金子消費者教育・地方協力課長  

今後のスケジュールについては、先ほど申し上げた通りでございますけれども、エシ

カル・ラボを７月 24 日に行い、次回の会議は 10 月頃を予定しております。日程は後日、

調整させていただきます。よろしくお願いします。 

 

○山本座長 

長時間に渡り、ありがとうございました。これで閉会とさせていただきます。 

18 時 00 分 閉会 


