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第８回「倫理的消費」調査研究会 議事次第 

 

１. 日時 平成 28 年 10 月 11 日(火) 15:00～17:00 

 

２. 場所 消費者庁 共用第１特別会議室（中央合同庁舎第４号館 11 階） 

 

３. 出席者 

 

 委員等 

  阿部委員、飯泉委員、小倉委員、金丸委員、河口委員、佐野委員、潮谷委員、 

島田委員、清水委員、末吉委員、竹内委員、長崎委員、中原委員、平井委員、 

松本委員、三木委員、山口委員、山本座長、宮崎先生 

  

 消費者庁 

  岡村長官、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、柿野委員、高山委員、西村委員、福田委員、細川委員、 

宮崎委員、葭内委員、渡辺委員 

 

４. 議事 

  １.開会 

  ２.エシカル消費とバリューチェーンについて（跡見学園女子大学宮崎正浩教授） 

  ３.表示・認証の問題点と解決策について（山口真奈美委員） 

  ４.エシカル製品に関する情報サイトについて（山口良一座長） 

  ５.消費者への意識調査の実施について 

  ６.「エシカル・ラボ in 徳島」について 

  ７.「倫理的消費」の趣旨が伝わる日本語表記案募集について 

  ８.その他 

  ９.閉会 

 

５. 配布資料 

  資料１ 第８回「倫理的消費」調査研究会 出席者名簿 

  資料２ 宮崎先生資料「倫理的消費について～持続可能なバリューチェーンマネ

ジメントの視点から～」 

  資料３ 山口委員資料「表示・認証の問題点と解決策について」 

  資料４ 山本座長資料「エシカル製品に関する情報の例」 

  資料５ 意識調査質問項目（案） 

資料６ 「エシカル・ラボ in 徳島」について 

資料７ 日本語表記案資料 
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○金子消費者教育・地方協力課長 

定刻でございますので、ただいまより第８回「倫理的消費」調査研究会を開催いた

します。本日は飯泉委員、平井委員が遅れていらっしゃいます。足立委員、生駒委

員、柿野委員、高山委員、西村委員、福田委員、細川委員、宮崎委員、葭内委員、渡

辺委員が所用により御欠席です。また、今回は跡見学園女子大学の宮崎正浩先生にお

いでいただいております。また、８月に当方事務局に移動がございました。新長官と

して岡村が着任しておりますので、御紹介させていただきます。 
 
○岡村長官 

岡村と申します。皆様、何卒よろしくお願いいたします。ちょうど２カ月前に着任

いたしまして、本日はとても大切なエシカル消費の研究をされる機会ということで、

私自身も勉強させていただくために、本日ここに参上いたしております。山本先生の

これまでされてきたことに、さらに積み重ねてのエシカル消費ということで、そうそ

うたるメンバーの方のお時間をいただいている研究会でございます。本日も、別の所

でお世話になった先生とまたお目にかからせていただいておりますし、いろいろ未来

への取組をされている皆様方とここでお目にかかれたことを大変光栄に思います。ま

た、宮崎先生には今日は御講演をいただけるということでございます。日本全体が、

そして世界が変わっていくための研究会と聞いておりますので、私自身もしっかり勉

強して参ります。しっかり取り組んで参りますので、何卒今日も闊達な御意見を交換

していただければと思います。日本もまだまだやれることがあると思います。日本政

府の一部として、努力を続けて参りますので、何卒御教導のほどよろしくお願い致し

ます。 
 
○金子消費者教育・地方協力課長 

この後は、山本座長に進行をお任せしたいと思います。 
 
○山本座長  

ただいまより、第８回「倫理的消費」調査研究会を開催いたします。本日は御多用

のところ、御参集いただき、ありがとうございます。本日の研究会では、３つの議題

について議論して参ります。第一はエシカル消費とバリューチェーンについて、第二

は表示・認証について、第三はその他についてです。第一の議題では、跡見学園女子

大学の宮崎先生から御発表いただきます。第二の議題では、山口委員に御発表いただ

いた後に、皆様に御議論をいただき、その後私が作成しました資料について皆様に御

相談したいと思います。第三の議題については、事務局から御報告いただいた後で、

皆様からコメントをいただければと思います。それでは、事務局からまず配布資料の

説明をしてください。 
 
○金子消費者教育・地方協力課長 

本日の資料を確認させていただきます。資料１は出席者名簿です。資料２が宮崎先

生から、資料３が山口委員から、資料４が山本座長からそれぞれ御提出いただいた資

料です。資料５が、消費者意識調査の質問項目の案でございます。資料６が、「エシ

カル・ラボ in 徳島」のプログラムと当日の模様の写真です。資料７が、募集しまし

た日本語表記案の集計資料です。その他、竹内議員から参考資料をいただいておりま

す。足りない資料等ございましたら、事務局におっしゃっていただければと思いま

す。以上です。 
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○山本座長  

それでは、第一の議題「エシカル消費とバリューチェーン」について宮崎先生から

お話をいただきたいと思います。資料２を御参照ください。宮崎先生、申し訳ありま

せんが 15 分以内でよろしくお願いいたします。 
 
○宮崎先生 

ただいま御紹介頂きました、跡見学園女子大学の宮崎と申します。私は元々、企業

の社会的責任と生物多様性というテーマで研究しておりましたが、日本企業が与えて

いる影響は国内よりも、ずっと海外、特に開発途上国で多いということで、バリュー

チェーンの持続可能性についてこの３、４年研究して参りました。その成果を、「持

続可能性経営」という本にまとめて出したところ、山本先生から、ここで話してもら

いたいということで、今回話す機会を与えていただきました。どうもありがとうござ

いました。 
では、配布資料に従って私の研究結果を簡単に御紹介します。まず、「はじめに」

からです。これは言うまでもなく、グローバリゼーションによって、特に企業のバ

リューチェーン、すなわち設計から顧客に価値として製品若しくはサービスを提供す

るチェーンの中で、開発途上国における社会・環境に大きな影響を与えております。

そのため、企業は社会的責任としてそのバリューチェーンにおける影響をできるだけ

減らすということが求められていまして、それが持続可能なバリューチェーンマネジ

メントだ、と私は名前をつけております。これは正に、企業が持続可能な生産を行う

ということに等しく、これがあってはじめて持続可能な商品、そしてこの研究会の

テーマであります「倫理的消費」に繋がってくるのではないのか、と私は理解しまし

た。今日はこのように、企業が自主的に持続可能なバリューチェーンに取り組んだ場

合には、企業の利益にどのように影響するのかについて、私の研究成果を発表いたし

ます。 
３ページ目は、「持続可能な開発目標」です。その中には「持続可能な生産と消

費」が入っており、17 番目の「パートナーシップで」では、企業が創造力とイノベー

ションの発揮をすることによって、持続可能な開発目標に貢献することが求められて

います。  
４ページ目です。企業がこの持続可能な開発に貢献する為にはどうしたらいいか、

ということにつきましては、SDG コンパスというものが公表されています。この中に

は、持続可能性に取り組むことは、ビジネスにとっても良いことであると書かれてい

ます。その理由は５点あります。１番目は、将来のビジネスチャンス、例えば貧困層

を対象とした BOP ビジネスに結び付くことです。２番目は、売上増などによって、企

業の価値が高まること、３番目は、評判などのリスクを低減すること、また、資源の

持続可能な確保が可能となること、等々です。すなわち、持続可能性に取り組むと、

企業の財務パフォーマンスが良くなるということを主張しているわけです。では、過

去はどうだったでしょうか。 
企業の社会的責任と財務パフォーマンスの関係を調べた既存研究が非常に多数あり

ます。その結果は、両者間には正の相関関係にある、すなわち、良い企業は財務パ

フォーマンスも良い、という関係が見られます。しかし、この因果関係は、明確では

ありません。 
企業の社会的責任と財務パフォーマンスとの関係については３つの理論がありま

す。１つ目は、社会・環境パフォーマンスが財務パフォーマンスにプラスの影響を与
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えるという、「良いマネジメント論」です。一方、この因果関係が逆で財務パフォー

マンスが良い企業は企業内の資源が豊かなので、社会・環境的な課題に積極的に取り

組むという「余剰資源論」があります。３番目は両方の因果関係があるとする「好循

環論」です。 
以上は企業の CSR の話ですので、その次の６ページ目は、では持続可能なバリュー

チェーンマネジメントを実行したら財務パフォーマンスにどのような影響を与えるの

か、ということにつきまして、理論的に次のようなモデルが発表されています。これ

は持続可能なバリューチェーンマネジメントに取り組みますと、１番上の流れでは、

ブランド価値が創造され、売上高が増えて、営業利益が増える。２番目の流れは、従

業員が意欲を高めて、生産工程を改善し、高品質と低コストを実現して、営業利益を

上げる。最後の流れは、消費者若しくは従業員からの訴訟のリスクが減って、その結

果財務リスクが減って、財務コストが低減する。これらを合わせて株価の上昇に繋が

るというものです。ただ、これは理論的な筋書きでして、実際にどうなっているのか

というのがまだ検証されていません。 
そこで私は７ページにありますように、これは業種によって違うのではと考え、ア

パレル、食品、医療品、小売という、バリューチェーンの持続可能性が問われる業種

について実証的な研究を行いました。まず、業種別に「持続可能なバリューチェーン

マネジメント」（SVCM；Sustainable Value Chain Management) の評価基準を作り、こ

れを基に世界の主要企業の取組を CSR レポート等の公開情報を基に評価しました。次

に各社の SVCM 評価点と財務パフォーマンスとの関係を分析しました。その方法とし

て以下の３つの方法を用いました。 
１つ目は、業種別に企業の SVCM 評価点と財務データの相関関係を見ました。２番

目は、小売業について因果関係を明らかにするために時系列データによる回帰分析を

行いました。３番目に、４業種をまとめて 100 社を対象として構造方程式モデリング

を使って分析しました。 
第 1 番目の業種別の研究については、４業種すべてを説明しようとするとスライド

が余りにも多くなりますので、今回はアパレルだけを御用意いたしました。 
アパレルの SVCM の評価基準ですが、まずは SVCM に企業がどこまでコミットし

ているのか、バリューチェーンにおいてリスクをどのように評価しているのか、そし

て、バリューチェーンの持続可能性を高めるために、例えばサプライヤーの労働条件

の適切さや児童労働を使ってないかなどをモニタリングし、監査を実施しているの

か、最後にその結果を公表しているのか、ということです。こういった点が CSR レ

ポートに書いてあるかどうかを見て評価点を出しました。それと財務データを比較し

たのが、次のページです。 
９ページ目は、売上高と SVCM 評価点を比較した図です。売上高は企業の規模を計

る指標として取り上げております。すなわち、企業の規模が大きいところはそれだけ

資源も豊かなので、SVCM に積極的に取り組むのではないかということです。アパレ

ルについては両者の間に正の相関があるように思われますので、先ほどの理論からす

ると、「余剰資源論」が当てはまるのではないかと考えられます。 
続きまして、10 ページ目は SVCM と売上高増加率との関係をみましたが、これを見

ますと、両者には相関関係はありません。つまり、良いアパレル企業だからといって

売上高が増えているわけではないし、逆に減っているわけでもない、ということにな

ります。 
11 ページ目は、SVCM と営業利益の増加率に関しても相関関係はないということで

す。すなわち、良い会社は利益が増えているわけでもないし、減っているわけでもな
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い、という結果になりました。 
12 ページに４業種をまとめた全体の表があります。この研究過程で私は個別企業ご

とに評価した資料を作成しました。山本先生から各社の評価点を皆様に見ていただい

たらどうか、という御示唆をいただきました。私は各企業の評価点を付けることを目

的として研究した訳ではありませんし、これは 2011 年の情報を基に評価した結果です

ので「こんなはずはない」と思う方もおられるかもしれませんが、参考までに皆様に

見ていただくように回覧をお願いします。 
 
○山本座長  

回覧してください 
 
○宮崎先生 

回覧が終わりましたら、回収させていただきますので、よろしくお願い致します。 
 
○山本座長  

イオンの金丸さんはいますか。イオンも点数付いていますよ。 
 
○宮崎先生 

それでは 12 ページに戻りまして、業種ごとの相関分析の結果です。アパレルでは

SVCM 評価点は売上高と正の相関があるということで、企業規模の大きいところが

SVCM に取り組んでいる、といえると考えられます。食品の SVCM は、売上高と売上

高増加率との間に正の相関がありますので、規模の大きな食品会社や売上高が伸びて

成長している会社が、より SVCM に取り組んでいるようです。製薬につきましては、

売上高が大きい企業が SVCM に取り組んでいるようです。ただし、製薬の場合は、持

続可能なバリューチェーンとして評価対象としたのは、製薬会社が開発途上国の貧困

層などに対し医薬品へのアクセスを高めるために、例えば非常に安い値段で医薬品を

販売するなどの活動を SVCM の評価対象としています。医薬品につきましては、売上

高との相関があるということは、規模が大きい企業が積極的に取り組んでいる、ま

た、営業利益増加率との相関があるので、利益が増えている企業がより積極的に取り

組んでいることがわかります。すなわち、規模が大きく利益が増えている企業が社会

貢献に積極的に取り組んでいる、ということかと考えております。小売につきまして

は、SVCM と売上高との相関関係はありませんが、売上高が増加しているところが積

極的に SVCM 取り組んでいる、ということがわかります。しかし、この分析では、両

者間の因果関係の方向はどちらなのかははっきりしていません。 
このため、13 ページからですが、小売業を取り上げて時系列分析をしました。評価

基準は少し増やし、20 点満点で評価しました。 
14 ページには、今回用いた推計式を示しています。式の左側の Y_t が t 年の売上高

です。式の右側の Y_(t-1)は、t 年の 1 年前の売上高です。SVCMt は t 年の SVCM 評価

点、SVCMt-1 は t 年の 1 年前の SVCM 評価点、SVCMt+1 は t 年の１年後の SVCM 評

価点を示します。この推計式を用いて回帰分析を行い、売上高がどの年の SVCM とど

のような関係にあるかを明らかにすることによって、何が原因でこういうことが起き

ているかというのが推定できます。この回帰分析を行った結果、下から４行目にある

推計式が得られました。これを見ますと SVCMt と Y_t は負の関係にあるということに

なります。このことは、小売業では、持続可能なバリューチェーンのために取り組ん

だ企業は、売上高がマイナスになったということでしょうか。しかしこれは常識的に
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は考えられません。そこで、右にグラフがあります。これは SVCM の評価点が高い上

位５社、中間の６社、下位５社の SVCM の平均点の推移を示しています。これを見ま

すと、この５年間、下位５社は、SVCM に積極的に取り組んでおり、SVCM の評価点

がどんどん上がっています。一方、今回の資料では数字を載せていませんが、それら

の５社の財務データを見ると大部分は売上高が減少していました。これをどう考えた

らいいのかというと、売上高が減少している、つまり経営がかなり苦しくなっている

企業が、これではいけないということで、積極的に SVCM に取り組んだと推測するこ

とができます。このように、SVCM と売上高との関係はかなり複雑であることがわか

ります。 
次に、SVCM と企業業績との因果関係を明らかにするため、第 3 番目の方法を用い

ました。それは、2011 年の SVCM 評価点と、その前の 2009 年から 2011 年までの売上

高・売上高増加率・利益率、また、その後の 2011 年から 2013 年の売上高増加率・営

業利益増加率・株価上昇率とどのような関係があるのかを構造方程式モデリング

（SEM)によって分析しました。その結果が、次の 16 ページにあります。 
矢印は両者の変数間に相関関係があることを示すものです。黒の矢印が正の相関が

あるということ、赤の矢印が負の相関があるということです。この結果を見ますと、

売上高が高い企業と売上高の増加率が高い企業が、SVCM に積極的に取り組んだと考

えられます。一方、SVCM に積極的に取り組んだ企業は、売上高の増加にはつながら

なかったということを示しています。 
以上のことから、売上高が大きい企業はより積極的に SVCM を進めるとする「余剰

資源論」は支持されたと考えられます。しかし、その逆の、SVCM を進めると売上高

の増加に繋がるという関係は実証されず、「良いマネジメント論」は支持されなかっ

たと考えられます。だからと言って、SVCM を進めても売上高は増えないということ

ではありません。本研究結果は、多数の、この場合は 100 社のデータを用いると 90 社

から 95 社に当てはまるような関係は、残念ながらありませんでした、ということを示

しています。すなわち、持続可能なバリューチェーン構築をただ進めれば企業業績に

つながるということではなく、それがいかに企業の利益に結び付くか、例えばコスト

削減とか、顧客の増加とか、そういうものに繋がるようであれば、売上高の増加など

企業業績に繋がる可能性があると考えられます。以上で発表を終わらせていただきま

す。どうもありがとうございました。 
 

○山本座長  

宮崎先生ありがとうございます。宮崎先生、まず私から質問させていただくと、13
ページにあるような、評価基準を別のものにすると結果が変わってくるということは

ありませんか。 
 
○宮崎先生 

私は業種別に各社の CSR レポートや Sustainability Report を見て、その中で報告され

ているものを基に評価基準を作成しました。企業が開示している情報を基に判断すれ

ばそんなに変わりはないと思いますが、ESG 評価を行う調査会社がアンケート調査を

配って調査をするような場合には、一般に公開されないデータが含まれますので、評

価基準によって結果が違ってくるかもしれません。 
 
○山本座長  

それでは、委員の先生方から御質問等ございましたら、どうぞ。清水委員、いかが
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ですか。 
 
○清水委員 

100 社の詳しいところはわからないので、今お話をお伺いした範囲だけですが、国

際的にグローバルな企業で、SDG コンパスの取組みや、そういうものに署名してない

と生き残れないと思っているような先進的な企業さんだと点が高くなる気がするの

で、売上の余剰がどうのというよりは、グローバル的な会社かといった要件も関わる

のではないかと思いました。 
 
○宮崎先生 

御指摘の通り、世界的に規模が大きい企業、売上高が高い企業は積極的に SVCM に

取り組んでいると思います。売上高と SVCM 評価点との間には正の相関があるという

のは、そういうことを示しています。しかし、SVCM と利益との関係では、そういっ

た相関は見られません。ですから恐らく、SVCM が利益に結び付くというのは、すぐ

に起きることではなく、持続可能性に対する取組を行っていれば、その中で新しいビ

ジネスのニーズを取り入れたり、その過程でイノベーションを起こしていけば、そう

いうことが将来の利益に結び付くことが期待できる、ということで SVCM に取り組ん

でいるのだろうと思います。また、特に世界的に大きい企業では持続可能性とはビジ

ネスと同じであるというような考えを表明されている経営者が多いと思います。それ

に対して、日本の企業は本業を通じて世界や地球環境に貢献するというところが多

く、本業と持続可能性は別であると認識されている、との印象を私は受けておりま

す。 
 

○山本座長  

金丸委員いらっしゃいます？いかがですか。イオンの評価は、適切な評価になって

いますか。 
 
○金丸委員 

2011 年ですよね。そんな感じかと思いました。弊社はそのあとかなりコミットメン

トなど進んできていると思います。グローバルな企業が上位に並んでいましたけれど

も、評価基準そのものがグローバルな基準だとは思いますので、そうだろうと思いま

す。私自身は正直言うと、利益と相関関係があると言っていただけるとすごく嬉しい

んですけれども、実際のところなかなか売上にしろ、利益にしろ、相関関係を出すの

は、社内でも私たちがいろいろな仕事をする上でも非常に難しく、そこをどう上手く

社内の中でも説明できるかというところが課題だとは思っています。私自身はやは

り、今年これをやったから来年業績はこうなるとは言えない中で、やはり長い目で見

ればお客様の支持とかブランド・企業価値が上がって、それは必ず企業の利益や売上

に貢献していると信じて取組はしております。 
 
○中原委員 

質問ですが、持続可能なバリューチェーンはグローバルな視点からしたらサプライ

チェーンそのものであろうと思いますが、今の清水さんの質問は大企業がということ

だったのですが、日本の多くの中小企業は海外でバリューチェーン、若しくはサプラ

イチェーンを形成していると思うのです。それを中小企業だから自分たちは許される

みたいなことがあって問題が起きたら、逆にリスクはどんどん広まると思いますし、
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逆に大企業の場合は、グローバルなサプライチェーンの中で、下請けがやったことだ

と言い逃れができなくなってきていると思うのです。そういうことに対する評価はど

うなさっているのでしょうか。 
 
○宮崎先生 

バリューチェーンは、顧客に対して何らかの価値を提供するためのものです。その

価値が高いとバリューチェーンを構成する企業に利益が出ます。つまり、バリュー

チェーン全体で利益を出すための仕組みを作っていかなければなりません。その時に

利益を上げるということだけではなくて、社会と環境に対する影響も一緒に考え、バ

リューチェーン全体としての持続可能性を高めていくというのが、結局はバリュー

チェーン全体での利益に結び付くのだろうと思います。そういう意味で、バリュー

チェーンの一部を構成している中小企業は、その中で社会・環境に対して取り組んで

いかないと、全体のバリューチェーンが持続可能にならないので、中小企業も持続可

能性に取り組むべきだと思います。 
 
○島田委員 

お分かりでしたらというところではあるのですが、要するに「売上」というのは、

その中身をどう見るかという話もあろうかと思います。つまり、企業全体の売上と

言ったときに、そこには発展途上国の消費者あるいは、倫理的な消費に関して積極的

に取り組んでいる特にヨーロッパの消費者全体が一緒になっているということになる

のだと思いますが、そこを分けて分析された結果というのは何かないのでしょうか。 
 
○宮崎先生 

消費者の中でエシカルな人とそうでない人ということですか。 
 
○島田委員 

地域でも結構です。 
 
○宮崎先生 

消費者がエシカルに対してどの程度評価しているかというのは、例えばエシカル

ファッションについて、消費者を対象に支払意思額を聞くような調査はいくつかあり

ます。すなわち、エシカルな製品であれば普通の製品に対してどれだけ高いお金を払

うことができるかというのを消費者にアンケート等を行って調べるという研究はあり

ます。それは海外でもありますが、日本ではあまり見たことはありません。恐らくそ

ういうデータを各国で取られていたら、各国ごとに消費者がどれくらいエシカルを評

価しているか分かるのではないかと思います。 
 
○山本座長  

そのほかに何か御意見ございませんか。それでは、時間ですので次の議題に移らせ

て頂きます。次の議題は表示・認証のテーマでございまして、山口委員に「表示・認

証の問題点と課題」についてお話しいただいた後に御議論をいただきたいと思いま

す。資料の３を御参照ください。では山口委員、５分でお願いします。申し訳ありま

せん。 
 
○山口委員 
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 山口です。よろしくお願いいたします。今回は発表というよりも、昨年の委員会の

時にお時間頂いて発表させて頂いておりますので、今回その資料も一緒にお配りさせ

て頂きました。エシカルにまつわるラベルや認証についてという 31 ページのもう１つ

の資料がございますので、そちらも併せて御覧いただければと思います。 
５分でということなので、今回の議論のための問題提起というかたちですので御了

承ください。まず、表示認証の問題点と解決策についてということです。資料を開い

ていただいて、製品のサプライチェーン、原料の調達から最終製品を消費してまたリ

サイクルに回る、若しくは廃棄にするまでの間で先程の先生の話にもあるような、持

続可能性をどう担保するかです。倫理的な消費の前には生産がないといけないと考え

ていますし、そこがリンクしていると思いますので、そこも併せて考えていかなけれ

ばと思っています。 
SDG の話は先ほど御説明がありましたので飛ばします。倫理的消費と認証の関係と

いうことでロゴをいくつか出させていただいていますが、こちらの三つ折りのパンフ

レットの中を開いていただきますと、有機農業からソーシャルコンプライアンス、そ

の他農業、繊維、森、サステイナビィリティ、水産、様々な分野での今、世界で展開

している第三者の認証のものを中心に紹介していますが、全部は載っておりません。

例えばフェアトレードさんやレインフォレストアライアンスさんは載ってないのです

けれども、こういったものが存在するということで、御参照頂ければと思います。 
今回のテーマでもあります問題としては、どのように透明性をきちんと証明するの

か。企業の方々、自分の原材料や製品をどう証明するのかといったところで、お金が

かかってでもやる企業さんもあれば、取引先に要求されて、ということもあります

し、他社との差別化というのもあります。しかし、一番は自社のブランドをどう守っ

ていくのか、リスクマネージメントの一環として取り組んでいる企業さんが特に海外

は多いかなと思っています。 
８ページの方に「表示・認証の現状と解決策に向けて」ということで書かせていた

だいております。一覧を御覧いただいたように各分野で多くの認証とか表示のラベル

が存在します。前回もこれを全て消費者の方が覚えるのは大変だというのもあります

し、B-to-B の認証というのは、認証とまずラベルは別物だというスタートラインもあ

ります。B-to-B の認証やシステム認証 ISO14000 や 9001 等は製品にロゴが付くもので

もありませんし、表示に繋がらない認証があります。また認証マークが多く混乱して

いるのと、認証の設立の背景、どういった団体がスキームオーナーなのか、審査の体

制が、第三者認証システムをきちんと取っているのか、というのがあると思います。 
前回の資料「エシカルラベル」を開けていただきたいのですが、例えば７ページに

iseal が加盟している認証スキームには、FSC や MSC の認証も入っています。SC、こ

れらの認証ではサイトでも皆さん御覧になられると思いますが、透明性をきちんと担

保するための取組の全体的な底上げをする努力もしています。また、今の資料を開い

ていただいて、16 ページです。認証の仕組みが第三者の認証システムになっているか

どうかというのが、日本国内で海外から来る認証システムと対抗するためのテーマに

もなるでしょう。日本発の認証というのが最近多く登場しておりますが、独立した第

三者の機関がきちんと確認をしているのか、それが業界の団体だけで留まっていない

のか、とか、誰がどのように基準を策定し、透明性を確保しながら審査・監査をして

いるのか、というのが担保されないと、そもそも表示の信頼性というのは失われると

いうのが１つあります。 
あとは、例えば 18 ページを御覧いただくと、様々なラベルが日本にはあります。こ

れはオーガニックコットンなどの繊維の場合ですが、JOCA さんのタグは前は認証の



10 
 
 

ロゴで、いくらという形で買って製品に付けるロゴだったようですが、今は会員さん

が付けられるというタグになっています。ただ、未だ認証のロゴだと勘違いされやす

かったりします。下の POC のマークは企業さんが作っているロゴであって認証ではな

いのですが、これも勘違いされてしまったりします。この繊維の分野については当然

数年前に経済産業省が「オーガニックコットンに係る表示ガイドライン」というのを

出しました。第三者の認証というよりも、事業者がきちんと確認できればよいという

ところで、事業者に対しては、「トレーサビリティを確保」しなさい、「自主的に客

観的な評価を受けるのが望ましい」となっています。これは日本国内でとどまってい

ますが、海外の場合はそれが国で、国際基準若しくは団体のスキームに載っているも

のでないと、自称のものはあまり受け入れられないという現状がございます。 
前回も出させていただいた、31 ページ目の「エシカルラベルの検討課題」というと

ころにもありますが、その基準を保有している団体の設立の背景とか、どのタイプの

ラベルなのか、自称なのか第二者なのか第三者なのか、若しくは今言ったような実は

企業のロゴなのか、世界的にも受け入れられているロゴなのか。そういったものや

チェック体制の把握。製品に付けられるロゴと付けられないロゴの表示が多数存在し

ているところで、信頼性・透明性の検証をどのようにしていくのか、認知度をどのよ

うに高めていくのか、というのがあると思います。 
今日の資料に戻りますが、その認証とラベルが違う場合において、まず９ページ目

「消費者による正しい理解」というところで、まず消費者の認知度の前に、正しい情

報へのアプローチがしづらい、特に国際的に認められているものは英語のサイトしか

なくて、日本語ではなかなか読み取れないということで、一般の方が非常に分かりづ

らいということがあります。もう１つは、オリンピックの問題もありますが、政府の

調達の中で、森林認証の FSC にしても、EU などでは特に海外から入ってくるものに

対して危機感がありますので、これらの認証のものを活用したり、政府の調達で公園

の遊具や国鉄の切符には必ずこういうものが使われているのですが、日本はまだまだ

政府の調達には関わりが小ないということで、全体的に認知度が低いかなと思ってい

ます。一方で、やはり NGO と共同して新しい認証等を展開しているような、先ほど

の宮崎先生の発表にもありましたトップに入っている企業では、新しいものをどんど

ん取り組んで認証を作り上げることをやっているので、表示が出てきて取り組む、と

いう以外にも仕掛けていっているというのが海外の企業の現状でございます。なの

で、今回９ページにありますように、消費者による正しい理解だけではなくて、誤表

示やロゴに対する正しい理解というようにプラットフォームも含めて考えなければな

らないのではないでしょうか。あと、日本では法整備がまだまだ不十分ではないのか

ということです。また、信頼性・透明性の確保をどのように取っていくのか。そし

て、氾濫する表示をどのように理解するのか。日本における認証の違いと表示との関

連性を一度整理した上で皆さんを巻き込んでいかないと、倫理的消費に繋がるのはま

だまだ難しいのではないかな、と問題提起させていただいております。以上です。 
 
○山本座長  

ちょっと早口なのでよく理解できなかったのですが、次の私が提出した「エシカル

製品に関する情報の例」とも関連するわけですが、今の山口委員の「表示・認証の問

題点と課題」、これをどう解決していくか。これは大変重要なテーマでございまし

て、最終報告会にはなるべく整理した形で議論をまとめなければいけないと考えてお

ります。ただ今の山口委員の御説明につきまして、いかがでしょうか。たくさん御意

見があるかと思います。 
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○中原委員 

大変良いプレゼンテーション、ありがとうございました。お話を伺っているとやは

り思い出すのは、例の豊洲市場問題に対する東京都の対応です。消費者が信頼性の問

題、さらに透明性を問題にすると、一方で行政が「安心ですよ、安全ですよ。」と

言ってきた。そうすると、また豊洲問題と同じかしら、と思う消費者にとって、行政

機関や企業はどういうふうに答えていけばよいのか教えていただければと思います。 
 
○山口委員 

私ですか。他の委員の先生方の方がよろしいかと思いますが、一言だけ。10 年くらい

この仕事をしていて思うのは、原産地でどのようなことが起こっているか、という事

実を日本国内では知らないまま私たちは生活できているということです。結局森を破

壊してやろうと思っているわけではないのに、自分の行動がそこに加担しているかも

しれないという繋がりが見えづらいと思うので、そこはきちんと見せていく努力を、

国にしろ NGO の力を借りながらしていかないと、なかなか消費者の方は「またか」

となりかねないと思います。 
 
○中原委員 

ありがとうございます。それは検証していくことも含めて、ということですよね。 
 
○山口委員 

例えば審査とか、日本の企業は第三者にいちいち来てもらわなくてもうちはちゃんと

しているよ、という話になるのですが、それでは国際社会ではなかなか通用しないの

かな、と思っています。かといって既存の認証が完璧でもないですし、最終的には表

示やラベルに頼らない社会にしていくための一通過点だと思っているので、そこは日

本はまだ遅れているかもしれません。 
 
○飯泉委員 

山口委員から非常にスピーディーに分かりやすく、ありがとうございました。本当

に褒めています。実はいま、中原委員からもあったように、じゃあどういうふうにす

れば、という話で。似た世界といいますか、私も 20 年近く、郵政時代から情報通信を

ずっとやってきたのですが、今エシカルの世界も、日本全体が遅れている、という意

識、それから、国民全体としてもまだまだ意識が、という中で。情報通信の世界はど

うしてきたかというと、２つありました。ディファクトスタンダードでいくのか、標

準化をするのか。日本人は標準化したがるのです。ただ、標準化すると世界から遅れ

てしまいます。ということで、どちらかというと我々はディファクトスタンダード、

どんどん良い所を伸ばしていこうよ、と。ただし、もちろんこれにはまずい点もあり

ますので、こうしたもののネガティブチェックを政府がやっていく、という形です。

例えば今のお話であれば、どんどん様々なものが国内外から出ていくので、そうした

ものをどんどん推奨していけばよいと思います。ただこの中で、これはまずいと今お

話があったようなものに消費者の皆さんが加担してしまうと、自己嫌悪に陥ったり、

エシカル嫌だ、という話になったりしてはいけないので、ネガティブチェックをし

て、これはおかしいというのは国の方から打ち出していく。ネットで出すというのも

１つだと思います。あとはどんどん良いことは競争していけばよいと思います。自然
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に淘汰されていくと思いますので、国としてはそういったものは推奨しながら、おか

しいと思ったものだけ叩いていく。要はディファクトスタンダード形式。今お話を聞

いていて、こうしたものがエシカルの世界では望ましいのではないかな、と思いま

す。まずは事業者の皆様、国民の皆様にどんどん関心をもってもらう。場合によって

はその世界を作り上げていく。こうしたことが重要ではないかと思っております。 
 
○山本座長  

大変貴重な御意見、ありがとうございます。佐野委員、いかがですか。 
 
○佐野委員 

消費者にとっては１番分かりやすい表示なりラベルなりが 1 番よいかと思うのです

が、前にも１度申したように、なにしろ１冊の本になるくらい沢山のマークがあっ

て、それを消費者が全て完璧に理解しろというのは無理なわけです。それをどういう

ふうにするのかは皆さんとここで考えていきたいと思うのですが、やはり第三者認証

が良いのかな、というのは基本的にあって、企業が自己認証して「これが良いです

よ」といって広めている性善説を、どこまで消費者が信じられるか。いかに見える化

をして、私たちが理解できるようにするかというのは非常に難しいことです。エシカ

ルだけでなく、食品でも全ての分野において非常に難しいですけれど、やはり私たち

がものを買うときに、いちいち色んなことを調べながら買うというのはなかなか難し

くて、お店に行って、ちょっと比べてさっと理解して買える、という方法が一番良く

て、あまり複雑にするともう見なくなる、という方が多くなるように思います。それ

で、良い所を伸ばしていくのは大変良いのですが、一部の所だけ進んでしまって、情

報通信の場合はよいのですがエシカルの場合はそれでよいのか、できるだけ色んな商

品を色んな角度で見ながら、一緒にレベルアップできたらよいのかな、と思います。

それから、自然淘汰というのは日本であったことがないので、ちょっと難しいと思う

ので、それなりの行政の関与が必要で、法整備はやはり必要だと思います。消費者に

とって信頼性・透明性、そして見える化、いかにして見せるか、というのが１番重要

ではないかと思います。ただ、私も第三者認証とか研修も必要だと思うのですがそこ

にはお金がかかるというのがあって、企業の方はなかなかそこが踏み込めない、とい

うのが今まで色んな認証制度の中でありましたので、そこをどうするか。それから、

エシカルは全ての分野ですから、全ての分野をどうやって誰が認証していくのかとい

うのも非常に厳しいかな、という気持ちがあります。とにかく分かりやすくしていた

だきたいというのが第一です。 
 
○山本座長  

まあ、難しいですね。 
 
○島田委員 

私ばかりが喋って恐縮ですが、私のアプローチは佐野委員とちょっと違う方向性で

す。たくさんありますが、たくさんのマークを覚えるとか統一するというのはそもそ

も無理ですので、１つ２つ３つ、それくらいのマークを関心をもって見る、まず１つ

でもいいから、関心を持って「自分がそのマークを見るというのがどれほど大事か」

を理解する消費者をどうやって作るか。１つ見始めた消費者はそのままどんどん見て

いくわけですよね。そういうところに集中していくのがまず大事なのでは、という感

じがします。 
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○山本座長  

阿部先生、教育はどういうふうにやられているのですか。 
 
○阿部委員 

私も実は家庭科の教科書を編集しているのですが、そこには認証マークがいっぱい

出てきます。マークは良いのですが、消費者がマークを覚えて使いこなすのはなかな

か難しいと思います。マークを知らせるだけでも一定の時間を消費者教育の場で使わ

なければならないのでは、と思います。 
 
○潮谷委員 

１つは国民全体で共有していく課題ということで考えていきますと、今私たちは高

齢社会の真っ只中にいるわけです。そういう観点からすると、表示・認証をどうやっ

て高齢社会の中の１人１人に届けていくのか、という基本的なスタートラインでの理

解というのがものすごく求められてくると思います。そういった意味で、今出されて

いるラベルの問題につきましても、書かれている中身が、字が小さすぎる。色彩的に

もユニバーサルデザインが認識されてなくて、空間的なものの配慮がない。だから、

情報をどのように届けていくのか、ということが実は問題点の解決策ということとも

繋がってきますし、啓発のあり方と見える化をどうするか、ということにも繋がって

くると思いますので、是非我々は今エシカルの問題を高齢社会の中で取り組もうとし

ているという認識を持つことが大事ではないか。以上です。 
 
○山口委員 

ヨーロッパに行きますと、小さなコンビニみたいな店舗でも、オーガニックの棚と

か、いちいちラベルを見なくても、ここにあるのはこれ、と分かりやすい買い方がで

きる工夫がされていて、ここの棚のものは安心で買えるとか、小売の方も巻き込んで

活動されているな、と感じました。あとは RSPO ジャパンデーという、パーム油のイ

ベントを先日したときも、日本の企業で取り組んでいる企業さんは、やっているのが

当たり前の社会にしてもらいたいので、やっていない企業さんに対して環境税等、

やっていないとその分税金が大変とか、その分ペナルティとまでいかなくても、やっ

ている方が得だと思う仕組みがあると、別に消費者にいちいち覚えてもらわなくても

やりやすいという話がありました。以上です。 
 
○山本座長  

これは金丸委員に聞かなくちゃいけないね。 
 
○金丸委員 

私たちも第三者認証のラベルも導入して拡大はしていくという方向はありますが、

なかなか全体の商品像の中でウェイトは大きくない。どう広げていくかとなると、お

客様に買っていただく、買っていただけるとまたその商品を品ぞろえし、増やしてい

く、ということは必ずできる。そのためにはどうやってそれを伝えていくかは、私た

ちの努力もまだまだ不足していますが、皆さんと一緒にやって広めていくというのが

大事だと思っています。できれば、さっき山口さんが言われたとおり、マークとか関

係なしに、それがほぼ当たり前、商品全部そうですよ、という社会を目指せばマーク

は関係なくなるのですが、最初のうちはどういう基準でどうなっているかというのを
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しっかりお客様にも伝えていかなければ、と思っています。ただ、基本はセルフなの

で、商品、あるいは展示物・ポスター等の展示物を見ただけでお客様にお伝えしきれ

ない。きちんと説明させていただければ御理解・御賛同いただける方はたくさんいる

と思っています。そこでいろんなところと一緒に協力してやらせていただきたいと

思っています。 
 
○佐野委員 

もう 20 年くらい前に、「環境に優しい買物キャンペーン」というのを一時期やりま

して、東京都からスタートして全国的に期日を決めて、スーパー・デパートなどどこ

に行っても、ここの棚はすべて環境にやさしいものですよ、とキャンペーン活動をし

ていた時期があります。スーパーやデパートでは必ず、ずっと館内放送を流してくだ

さって、そこに行けば見ることも買うこともできるという、消費者にこういうものが

あるよ、と知らせながら一緒に売る、というものでした。今ではもう尻窄みになって

しまってしまいましたが、そういう形の全国的なキャンペーンというのがあると消費

者には分かりやすいかな、と思います。 
 
○山本座長  

大変良い御提案をいただいたと思いますが、その他何かございますか。 
 
○阿部委員 

先ほどマークを学ぶ時間が、とお話したのですが、それというよりは小売店なり、

お店で、商品にマークはついていますが、お店の中にマークを大きな標示にして掲げ

ておく、と。このマークはこうだ、と誰もが見える場所に表示するというのはすぐに

でもできるのではと思いますので、それをまず進めていき、同時に、徹底するのは難

しいと思いますが、まずは生活の中で理解していく場面を作っていくことを提案した

いと思います。 
 

○中原委員 

皆さんのお話を伺っていると、マークにしろ、教育にしろ、必要なのは消費者と一

番接点のある販売員の教育が極めて大事かと思います。消費者も勉強して理解するこ

とが大事ですが、エシカル検定のようなものをこういう委員会を通して開発し、販売

員の人たちの資質向上の場として考える動きが必要であると思いました。 
 
○山本座長  

岡村長官、エシカル検定はいかがですか。 
 
○岡村長官 

やれるに越したことはないですよね。日本としてやるわけですよね。本当に、今日

は皆様おひとりおひとりの御発言を聞いているだけで、消費者庁に何ができるか考え

ていたところです。かなり、山口委員の御報告にもありますとおり、欧米で先進的な

取組と日本、という論点もあるかと思いますし、一方で潮谷先生のおっしゃった高齢

者にとって分かりやすいということもなかなか難しいですし、検定、もしこの研究会

の一つの御提言として出されるのであれば、検討してよろしいでしょうか、審議官。 
 
○吉井審議官 
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これまで実施された検定については、地方公共団体がやっているものは多くはない

と思いますが、民間が主体的にやられているというのが実態だと思います。また、地

域でまとまってやっているものは結構あると思いますが、なかなか国がやっていると

いうのはないのではないかなと思いますので、どこまでやれるかというのは非常に難

しいと思いますが、１つの大きな検討課題ではあると思います。 
 
○山本座長  

それでは時間ですので次のテーマに移ります。次は私からお願いでございますが、

この調査研究会も最終的な報告書を取りまとめることになると思うのですが、その時

に、先ほどの山口委員の表示・認証についての情報の整理と同時に、このエシカル製

品についての情報についても、整理して最終報告書に盛り込みたいと考えておりま

す。英語のサイトと日本語のサイト、今世界にどういうものがあるのか、是非皆様方

お知恵を拝借して、事務局に取りまとめていただきたい、と思って私がたたき台を

作ってみただけでございます。いかがでございましょうか。これはお願いで、今日は

柿野委員や渡辺委員とかお休みですが、既にたくさんあると思うのですがね。清水委

員、いかがですか。ACAP が一番握っているんじゃないの、そういう情報。 
 
○清水委員 

全然そんなことございませんので、山口先生とかの方がよく御存じなんじゃないで

しょうか。 
 
○山本座長  

じゃあこの辺はお願いでございますので、また事務局の方から詳しいお願いをさせ

ていただいて、情報を集めて整理するということでよろしいですね。ありがとうござ

います。 
次に「意識調査の実施」について、資料６を御参照下さい。事務局から質問項目等に

ついて御説明をお願いします。 

 

○金子消費者教育・地方協力課長 

事務局から説明いたします。資料番号が間違っておりまして、５でございます。前回

の研究会の際、中間報告を取りまとめる一方で、そもそも十分な消費者意識のデータが

揃っていなかったという反省から、２年目の活動の中でアンケートを行ってはどうかと

提案させていただきました。実際に調査をする前に質問票について委員で見たいという

御意見もございましたので、遅くなりましたが、今回御議論いただければと思います。

全体は２頁 14 問程度で構成されています。最初の３つの問いは社会的課題に対してど

の程度関心があるかという内容についてです。次の３問がエシカル消費に対する認知度

やどういったイメージを持っているかと問うもの。裏の問７、８が実際にどういった行

動を実践しているかについて問うものです。問９が、今御議論いただいた認証のマーク

についていくつか例示をして認知度を再度確認するもの。残りがエシカル消費について

どのような意向があって、どのようなことを実践しているかということ。最後の問は、

特に企業の方々に対して、消費者がそういうものを望んでいるとか、イメージの向上に

つながるということが示せれば取り組んでみようというきっかけにもなるかと思い、こ

のような問いを付け加えました。この問に限らず、このようなことも聞いた方がよいの
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ではないかということも含めて、御意見をいただければと思います。以上です。 

 

○山本座長 

ありがとうございます。では、この質問項目ですが、委員の皆様から御意見等ありま

すか。ではまずは、大和総研の河口さん。 

 

○河口委員 

はい、ありがとうございます。今、内閣府と環境省が行った気候変動に関する意識調

査を行っており、非常に盛り下がっていたところです。なんと、パリ合意を知らない国

民が４割だということです。非常に驚いたものを午前中に見ておりました。あなたは何

をやりますか、LED ライトを付け替えましたかというところからきます。「壊れたら付

け替える」という答えを見ると、エコってこの程度なのかと思ってしまいます。私がア

ンケートから欲しい答えではなく、アクションとして聞くのがどうして LED ライトに

付け替えないのですか、とか、家電製品の環境性能が良かったら壊れてなくても買い替

えるかどうかという質問とか、いじましいです。実態と言えば実態なのですが、それを

答えさせられている人がエシカルに対して良いイメージを持つかどうか。何かレジ袋を

断るというところからスタートすると、楽しくないです。社会に貢献することをしましょ

うと、大体設問の仕方はこうなり、何も考えないとこのような作り方になると思います。

ただ、こういう作り方をしてもあまり盛り上がった答えは返ってきません。こういう質

問をすると、今の市場でエシカルと言われ、みんなが「エシカルだね」と言っている雰

囲気からかなりずれたところに出てくると思います。エシカルはレジ袋を断ることなの

でしょうか。本当にエシカルで聞きたいのであれば、逆な聞き方で、「あなたは何を買

わないか」や「社会に悪くてもこのようなものだったら買うか」とか考えてみないと、

これだと聞く方も道徳的なエシカルとかいうもので社会に貢献するのはレジ袋を断れば

よいのか、となってしまいます。せっかく作っていただいて確かにこういう点もあるの

ですが、世間思想を考えてはどうかと思います。 

 

○山本座長 

確かにこれはボイコット、あなたは何を買いませんか、という質問はないですね。 

 

○河口委員 

「環境に悪いことが分かっていても安かったら買いますか」とか。大体みなさんそう

なのです。スーパーを見ても、高くても買う人がどれだけいるのかは、今エコ製品がど

れだけ売れているかを逆算すれば分かる話です。マジョリティーはこういうところでい

い格好しても、店で実際どうなのとなると、なかなかそうでもなかったりします。知ら

しめるという意味ではいいのですが、楽しいということがここから伝わってきません。

エシカルなものを買って楽しいなというイメージが伝わってくるような設問もあるかと

思います。 

 

○山本座長 
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河口委員、会議が終わるまでにそこで楽しい質問を書いてください。 

では飯泉委員、どうぞ。 

 

○飯泉委員 

今の河口委員のお話によく似ているのですが、例えば先ほどの環境の問題です。今こ

れだけ台風が大きくなり、異常気象だが、その原因がここなのだと最初のつかみが必要

ではないでしょうか。例えばこれをエシカルに置き替えた場合に、例えばフェアトレー

ドの話や、チョコレートの話がよく言われます。あるいは熱帯雨林の話です。こんな状

態になっていますが、あなたはチョコレートを買いますか、というところから説き起こ

して、そんな問題があったのだという気付きになり、それがそもそもエシカルだという

ことに気付くような、以下設問に入るという形の方が、つかみとして分かりやすいと思

います。これまでの議論でもそれはあったと思います。それを冒頭に書いていただいて、

以下設問と。あとこれを調査としてネットでやるのかどうかということです。恐らくネッ

トでやるという前提で申し上げますが、先ほど潮谷委員からもお話しがありましたよう

に、高齢者の皆さんにとってみるとネット苦手というのがありますから、ネットと紙媒

体と両方でできる方がよいのではないかと思います。ただ集計していくのであればネッ

トが望ましいと思います。 

もう一つは、恐らく多くの方がエシカルという言葉をもともと知らないというところ

から入ってきますので、アンケートに答えてくれた皆さんに、ありがとうございますと

アンケートの最後にありますが、そこにエシカルのいろいろな分かりやすい情報のリン

クを貼ってはどうかと思います。 

最後の 1 点は、設問の話ですが、一番最後のところに、あなたはエシカルを学びたい

と思いますかという質問があり、あるいは学習の機会があれば参加したいと思いますか

と問い、そこで○ということであればいろいろな PR をそこに打ち込んでいくと、今後

の参考にもする設問があってもよいのではないかと思います。以上です。 

 

○山本座長 

大変貴重な御意見ありがとうございます。では、清水委員。 

 

○清水委員 

この調査で知りたいことは、日本が海外に比べてどんな状況かということと、今後進

めるためのヒントを得るということが２つのポイントだと思います。日本の状況を知る

のであれば、海外調査もされていましたが、同じような一般の人向けに行ったアンケー

トと同じ質問を比べて、他の国はこのくらいのパーセントだったけど日本はまだまだと

いった比較ができるような質問ができたらよいと思います。 

また、今後進めるためのヒントという意味では、先ほどから出ていましたように、近

くの店で売っていたら買うとか、キャンペーンがあればよいというような、どんな取り

組みをしたら皆さんが知るようになるのか、エシカル消費を進めるためのヒントが得ら

れるような質問項目を入れていったらよいと思います。御検討お願いいたします。 
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○山本座長 

では佐野委員、潮谷委員、お願いいたします。 

 

○佐野委員 

質問の中で例えば問 10 の回答で「とても購入したい」「購入を検討したい」「あま

り購入したくない」「全く購入したくない」とあります。これが４つの答えとしては正

しいのかもしれないですが、「あまり購入したくない」というところを「購入を検討し

ていない」とか、「全く購入したくない」を「今のところ興味がない」とか、これだと

○か×になっているので、そういう答えの仕方を考えた方がよいと思います。また問 13

は、私はこれは非常に重要なテーマなので、全員に聞くべきだと思います。「購入した

い」や「検討している」人でも、本当に社会貢献につながっているのか分からないし、

価格が高いと思っているかもしれません。こういうことがこれからの大きな課題となる

大きなテーマなので、これは「購入したくない」「全く購入したくない」人だけの回答

だけではなく、全員に聞いてほしいと思います。 

また、レジ袋を断るということが最初にきていますが、ここだけ断るになっています。

ではマイバックを持っている方が良いのではないかと思いました。 

さらにもう一つは、問２の関心を持って社会的課題に、環境保全活動、子ども支援活

動ときているのに、なぜか高齢者は対策になってしまっています。高齢者だけではなく、

中黒を付けて障害者も入れるべきではないかと思っています。高齢者・障害者支援活動

とした方が良いと思います。 

 

○山本座長 

事務局はきちんとメモとっていますよね。全て貴重な御意見ですので、参考にしてく

ださい。潮谷先生どうぞ。 

 

○潮谷委員 

私は山本先生にとても興味を持ったきっかけが、先生のお書きになった「１秒の世界」

です。あれを読むと、本当に持続可能な社会というのは、いろいろな面で人類にとって

脅かされている現象をひしひしと感じます。そういう意味からもエシカル消費というの

を私たちが本気で取り組んでいかなければならない時代に来ていると思います。そうい

う観点からすると、設問の中で例えば一番最初に具体的な消費行動の例として挙げられ

ている中身が少し違っていると感じます。例えば、障害者支援につながる商品等の消費

というのは、人への配慮というところに出ていますが、障害者が取り組むということを

ややもすると、私たちはかわいそうに頑張っている人たちを応援しましょうみたいな感

じになってしまうのです。障害があろうとなかろうと、倫理的消費というのは私たちが

課題にしていかなければならないと思います。そういう点で、もう少し具体的な消費行

動の挙げ方、例の取り方を考えた方がよいと思います。また先ほど、佐野委員がおっしゃ

いましたが、問２の設問の中身ついては整理をしないと、高齢者対策ということではな

く、言葉を変えていかなければいけないと感じました。難しい領域に思いますが、もう

少し案として考えたらよいと思います。以上です。 
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○山本座長  

阿部委員お願いいたします。 

 

○阿部委員 

 今までの御意見に賛同です。また冒頭の、今潮谷委員がおっしゃったことですが、以

前も私、この倫理的消費の果たす役割と言った時に３つの公正という話をしたと思いま

す。他の人々との関係、未来の人々との関係、そして環境との関係という意味で、その

３つの視点が出されるといいと思います。この具体例だけでは、先ほど地球環境問題、

とりわけ気候変動と生活との関係が見えてこないというのがありますので、その辺が必

要だと思います。また、問 11 ですが、このエシカル商品を買う方、つまり、消費の社

会化という視点だけではなく、それを買うことで差別化したい、つまり一種のファッショ

ンとして買う方もいらっしゃると思います。つまり、それを買うことで、自分はオルタ

ナティブな生き方をしていますよということです。それはここには出てこないので、そ

れも含めていただけたらとよいと思っています。以上です。 

 

○山本座長 

時間がおしておりますが、島田委員で終わりにいたします。 

 

○島田委員 

申し訳ございません。質問の順番なのですが、問１、２辺りは何か重い問題というか、

社会の問題に関心を持っていない方は答えるところがなく、このアンケート全体がそう

いうものなのではないかという目で見られてしまうので、この質問自体は聞きたいとこ

ろですが、後ろの方に回した方がよいと思いました。 

 

○山本座長 

時間がありませんので、ここで議論は打ち切らせていただきますが、大変貴重な御意

見をいただきましたので、事務局でまとめて質問票をまとめてブラッシュアップしてい

ただきたいと思います。 

それでは、エシカル・ラボ in 徳島が終了しておりまして、その報告を課長から簡潔に

お願いいたします。 

 

○金子消費者教育・地方協力課長 

７月に行いました、エシカル・ラボについて資料６とプログラムに基づいて御報告い

たします。このエシカル・ラボですが、７月２４日に徳島で行いました。合計約 260 名

の方にお越し頂き、特に徳島会場は盛況であったとのことでした。今回の開催に当たり、

御協力いただいた飯泉委員をはじめ、徳島県の皆様に改めて感謝を申し上げます。構成

についてはプログラムを開いて２ページ目に全体の流れが書いてあります。４部構成で

行いました。第一部は、エシカル・ニュースということで、末吉委員と中原委員に新聞

記事等を用いて、これはエシカルと思うかどうかということを会場に問う参加型で行い
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ました。その中で、生産等の背景が分かるものを消費していかなければいけないという

ことや、身近な新聞記事からもこういった情報が得られるので、情報を正しく理解し、

見抜く力を身に付けなければいけないということを紹介いただきました。第二部がパネ

ルディスカッションで、エシカル・トークとして生駒委員に進行をお願いし、パネリス

トとして飯泉委員、平井委員、サラヤ株式会社の更家社長、株式会社福市 Love & Sense

の代表取締役でいらっしゃる髙津さんに御参加いただきました。その中で特に地方から

エシカルについて発信することの意義や事業をされている方々にエシカルなビジネスを

行う上で、克服すべき点や、あるいはこういった動きを広めるために重要なチャネルは

何かを議論いただきました。第三部がエシカル・ニュースの２番目のパートです。末吉

委員と徳島県消費生活審議会の会長をされている加渡先生にお願いをしました。特に徳

島において若者がどのように実践しているかという例を御紹介いただき、その中でエシ

カル消費というのはそこに住む人や地域を元気にするような消費行動だということを改

めて紹介いただきました。第四部は１回目の時も同じでしたが、若者からのメッセージ

ということで、鳥取、徳島、東京それぞれから学生の方に日頃どういった取組を行って

いるか紹介いただきました。この中でも地産地消や環境、途上国への支援といったいろ

いろな観点から興味深い活動内容を紹介いただきました。その中で、特に皆さんがおっ

しゃっていたのは、まず身近なことから取り組んでみることが未来への第一歩になるの

ではないかということがメッセージだったと感じております。簡単ではございますが、

紹介いたします。 

 

○山本座長 

ありがとうございました。それでは、徳島県知事の飯泉委員、いかがでしょうか。 

 

○飯泉委員 

もともとは中原委員がこの場で御提案をいただき、皆様の御賛同で昨年は東京ビッグ

サイトで行ったものを今回は徳島をメイン会場にし、さらに東京都、鳥取の倉吉をテレ

ビ会議システムで結ばせていただき、３会場３元中継で行いました。パネルディスカッ

ションも平井委員もテレビ会議で御参加いただきました。新しいやり方を行わせていた

だきました。特に若者のという中で、うちも徳島商業高校の子どもさんたちや大学の皆

さんを見てみても、若い人にとって見るとエシカルはなんら抵抗のあるものではなく、

当たり前という世界なのです。いかに消費者教育、エシカル教育が重要なのかが全国に

発信できたのではないかと思った会でした。そして県としましては、これを一過性に終

わらせてしまってはもったいないということで、消費者大学や日本の中で２番目に作っ

た消費者大学校大学院というところで、エシカル消費教育のコースを作っていきたいと

考えております。また徳島は日本で一番のケーブルテレビ普及率になっております。高

齢者の皆さん方にも分かりやすいのですが、高齢者の皆さんはずっとテレビを見ている

のです。そこでケーブルテレビを使ってのエシカル教育の CM を分かりやすく全県に流

していこうと進めたいと思っております。もう一つこの場で問題になった企業の意識で

す。企業がエシカル的な行動、エシカル目線に立っての行動を行うべきではないか、そ

うした意味で県としてエシカルに行動していく企業に対しての懸賞制度やできれば、今
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少子化の場合には認定制度とメリットシステムを持たせるのですが、是非そうした県独

自の認定制度を作っていきたい。こういうかたちで、是非今回のこの成果を発信してい

きたいと考えております。以上です。 

 

○山本座長 

ありがとうございます。では平井知事お願いいたします。 

 

○平井委員 

ただ今飯泉知事からお話がありましたが、中原先生から御提案いただき、地方でやっ

てみようということで、大変良かったと思います。考えてみますと移動時間や移動のエ

ネルギーを考えますと、今のテレビ会議システムを使った方法は非常に有効だと思いま

す。今回私ども鳥取環境大学が参加をさせていただきました。非常に良い効果があった

と思います。鳥取県でも、今飯泉知事からお話がありましたが、消費者大学の中にエシ

カルの講座を入れさせていただこうと今動かしています。また夏休みに子どもエシカル・

ラボをさせていただき、末吉先生にも御協力をいただきながらさせていただきました。

子どもたちに分かりやすくエシカルの考え方が伝わったのではないかと思います。地方

での実践例も出てきましたので、取り込んでいただければと思いますし、是非こういう

かたちで、地域を結ぶようなエシカル・ラボを今後も推進していただければと思います。 

 

○潮谷委員 

一つだけ要望があります。 

 

○山本座長 

 潮谷委員。 

 

○潮谷委員 

両知事に要望ですが、知事会の中で今回の取組の御報告、あるいは知事会の中で部会

的なものを作って、全国的に始めていこうという機運や動きはいかがですか。 

 

○飯泉委員 

今エシカルの話が知事会で出ることはほとんどないです。しかし潮谷委員、もっと言

うと先輩知事でもありますので、特にこのエシカルについては日本全体の話にこれから、

また企業も巻き込んでということになりますので、是非そうしたきっかけを、私も総合

戦略政権評価特別委員会の委員長でもありますから、沖縄問題や合区問題だけではなく、

こうした日本の将来を目指していくという点について是非提案をさせていただきたいと

思います。 

 

○潮谷委員 

 よろしくお願いたします。 
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○飯泉委員 

 ありがとうございます。 

 

○山本座長 

明日の毎日新聞の朝刊に、私のインタビュー記事が出る予定なのですが、その中で、

私は 2020 年までに東京は世界に先駆けてエシカルタウンになってほしいということを

予報しています。是非東京がなる前に徳島と鳥取がエシカルタウンというか県になって

いただきたいと思います。末吉委員、いかがですか。 

 

○末吉委員  

先ほど鳥取県知事からも子どもエシカルラボについてお話がありましたが、私は小学

校４年生から６年生までの子どもたちにお話をさせていただきました。その際にエシカ

ルの話をしたときに、「モノってどうやって作られているの？」という製品の背後を子

どもたちに伝えたところ、最後に小学校５年生の女の子が私のところにやってきて、「ど

うしてこんなに大切なことを今まで大人は教えてくれなかったのか」という感想を私に

言ってくれました。私はその子どもの感想に非常に心を打たれまして、やはりエシカル

というのは中学から、高校からでもなく、小学校から教えていくべきだと強く感じまし

た。そして先ほどのラベルの話にも通ずるのですが、ラベルだけを見せて教えていくの

では、なぜそのラベルを買う必要があるのか、そもそもなぜラベルが作られたのか、そ

の必要性が分からないと思いますので、背景と併せて伝えていけるような教育が必要で

あると思います。またスーパーなどでも、商品が作られている現場の様子がわかる映像

を棚の隣に置いて、買いに来る人に背景を見せることで、視覚的にも消費者の人たちが

分かるような工夫も必要なのではないかと思いました。ありがとうございます。 

 

○山本座長 

中原先生どうぞ。 

 

○中原委員 

今のお話を伺っていて思ったのですが、20 数年前に山本先生と一緒にグリーン購入の

グループを作りました。その時引き金になったのは滋賀県だったのです。滋賀県が一生

懸命やっている、それを全国に広げていこう。まさにエシカル消費というのも鳥取県、

徳島に端を発して日本中に広げていけるのではないかと思っておりますので、是非先ほ

どの知事会にアピールするなりいろいろな形で、ここにもメディアの方もいらっしゃる

と思いますけれども、声を上げていかないと、さっきから飯泉委員がおっしゃっている

のは、行動につながらないと市場は変わらない、社会は変わらないのだろうと思います。

是非よろしくお願いいたします。 

 

○河口委員 

全体的な感想というか提言なのですが、まずアンケートに関しては皆さん、私がこれ

じゃ盛り下がると言って皆さんから御賛同いただいたのですが、あるべきエシカル消費
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者像を持っているのかどうかと、こういうエシカル消費者が世の中に増えたら楽しいよ

ね、という像を皆さん共通して持って、現状はどうなのという設問にしていかないとい

けないと思います。そうすると恐らくレジ袋は最初に出てこないし、この最初に出てき

たような難しい社会問題意識を持っているかということはとりあえず、そんなに難しい

言葉でなくてもいいでしょ、ということになってくると思います。どんな像なのかをあ

る程度皆さんの中で共通なものを持ち、又は問題作成者がこういうイメージだという者

を持っていただいて、そこから紐解いていただくといいと思います。先生の宿題を今書

きましたので、読めるかどうか分かりませんが、後でお渡ししたいと思います。あと企

業を巻き込むという話があり、SDGs 絡みで今私も一生懸命調べているのですが、かな

りレスポンシブルサプライチェーンということは世界的に構築しようという動きがあり、

グローバルな企業はいろいろな活動を進めているというのがセットであるので、これと

どうリンクさせていくかだと思います。巻き込むというより、あちらはあちらでかなり

進んでいるので、こっちとどうリンクさせていくかという戦略が必要。 

そして消費者にアピールするなら、商品を戦略的に選ぶということがとても重要です。

なんでもあるよね、と言うからぐしゃぐしゃになるのです。マスコミという話がありま

したが、つい２、３日前に NHK のおはようなんとかというところから、冬の水鳥のダ

ウンジャケットがどんどんなくなっているらしいが、知っていますか？ということがあ

りました。この間、私は参加できなかった 10 月２日に開催された「エシカル消費と動

物への配慮を考えるシンポジウム」を御紹介したので、連絡が行くと思います。私もサ

イトで見たのですが、たとえばそのダウンジャケットが、なぜあんなに安くできるかと

いうと、生きているダウンをむしっているというのを見たり、平飼い卵とかゲージの中

でこんなになっているとか、分かりやすくていくつか市場に戦略的な製品を徹底的にや

り、なぜレスポンシブルじゃなきゃいけないのかということをいろんな分野で３つくら

い非常に分かりやすいシンボリックなものをやるのが良いと思います。そして消費者の

意識を変えて、あれは？これは？と広げていかないと、あまりにも品目がありすぎて、

訳が分からないです。困る会社もあるかと思いますが、積極的にやっている会社も多い

ところですので、RSPO とかオーガニックコットンとか平飼い卵とかダウンとか MSC の

魚とかそういうものをいくつか事例を取り上げて、戦略的に企業とのマッチングをベー

スにこういうところに行ったらこういうもの買えるよ、と消費者に落としていくという

のが良いのではないかと御提案したいと思います。あと世界的に見て、先進国ではエシ

カル商品が一番伸びているのです。日用品はほとんどマーケットがサチュレートされて

いて伸びてない中で、以前ボストンコンサルティングのマーケティングの中に、唯一伸

びているのはレスポンシブルなカテゴリーだということをみました。こうした情報を基

に企業にとってもここをやらないとだめだという認識は非常に強いです。そういう情報

と分かりやすくセットにして、戦略的に出していくのがいいかと思います。 

 

○山本座長 

はい、ありがとうございます。では島田委員、短くお願いします。 

 

○島田委員 
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私も徳島のエシカル・ラボ、本当に感動いたしました。素晴らしいと思ったと同時に、

これを全国の人に伝えたいとつくづく思いました。要望なのですが、是非このラボの結

果をやりっぱなしにせず、まとめたものをHPにアップするでもなんでもよいのですが、

結果が全国で紹介できるようなものにしていただければと思います。もう一つ、来年は

消費者教育推進法が制定されて５年の節目になりますので、そこに向けてラボと消費者

教育推進のフェスタを是非大々的にやっていただければと思います。是非これを二つ連

続してやってみて、それぞれの参加者がどちらにでも参加できるようなかたちにできる

と、教育界とエシカルの世界とがつながるうえでも大事なのではないかと思いますので、

御検討いただければ幸いです。 

 

○山本座長 

課長、いかがですか。 

 

○金子消費者教育・地方協力課長 

考えてみたいと思います。 

 

○山本座長 

ありがとうございます。時間が押していますので、それではアンケートについては事

務局の方でまとめてください。よろしくお願いたします。 

次に、「『倫理的消費』の趣旨が伝わる日本語表記案の募集」の結果、資料７にまと

められておりますので、事務局から簡潔な御説明をお願いいたします。 

 

○金子消費者教育・地方協力課長 

資料７を御覧ください。こちらの日本語表記の募集については７月 13 日～８月 31 日

まで募集をしました。その結果を集計したものをお付けしています。行う前から様々な

意見が出てきて、一つに集約できないかもしれないという話はしておりましたし、結果

を見ていただくとお分かりのように、そういう結果になりました。その中で応募が多かっ

た件数を裏面にまとめてございます。思いやり消費やつながり消費といったものが比較

的件数としては多かったです。キーワードで見ると未来、優しい、社会、つながる、心

といったものが多かったです。先ほど申し上げたように、これを一つに名称を絞るとい

うことではなく、世代やテーマによって使い分けるという使い方なのかと現段階では思っ

ております。最終報告に向けて、これをどう生かしていくかは今後考えていきたいと思

います。以上です。 

 

○山本座長 

ありがとうございます。御意見や御感想はいかがでしょうか。 

 

○飯泉委員 

後ろの資料７を御覧いただきますと、エシカル・ラボをやったというだけでもこれだ

け反応があるということです。なので、今お話がありましたように、全国でこのような
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催しを行うことによって意識が高まってくると思いますので、進めていただければと思

います。 

 

○平井委員 

飯泉委員の意見に賛成ですが、まだまだ浸透していないと思います。潮谷委員からも

ありましたが、知事会で議論するのもいいと思うのですが、それだけでも世の中動かな

いと思います。一番の原因は分かりにくい。申し訳ないのですが、高邁な議論に聞こえ

てしまい、お財布を握っている消費者の方がエシカル消費はなんだろうかと考え込んで

しまうのではどうかなと思います。そういう意味で私はこのアンケートは金子課長から

も御発言はありましたが、むしろこれをもとにして日本語でムーブメントを起こした方

がいいのではないかと思います。エシカル消費と言われて、端的に思い出すのが、今ト

ランプを攻撃するクリントンのようで、「あんた倫理的じゃないわよ」とやっている話

と混乱すると思います。我々は理解していても、思いを国民に広く共有できるかという

と、そうではありません。「もったいない」がすごく浸透しました。あれと同じように、

私は「思いやり消費」で良いのではないかと思います。それに副題をつけるのであれば、

「未来と人と社会の為の思いやり消費」とか。そういうかたちで、この委員会ではこう

いう運動を起こしましょうと言葉をきちんと出しながらやった方が、５年 10 年経って

結果が出てくると思います。もう一つの戦略として、河口委員からもおっしゃいました

が、何か特定の思想を取り上げながらやったり、地域でも全国それぞれに活動をやって

みる、それも国が応援する形でやることで初めていろんな学者の方々や委員の皆様来ら

れて盛り上がるのではないかと思います。そうしたことをやるための研究会報告ではな

いかと思いますので、どれか TPO によって使い分ければよいとなりますと、結局エシカ

ル消費に戻ってしまって、運動が前に進むかどうかというのが私は疑問があります。 

 

○山本座長 

審議官、いかがですか。全国でエシカル・ラボをやってはどうかということですが。 

 

○吉井審議官 

全国でエシカル・ラボをやることは非常に良いことだと思っています。各県でそうし

た取組をやったらよろしいと思っています。我々も消費者関連の交付金を持っておりま

して、そうした交付金などを是非活用していただいて対応していただければと思ってお

ります。全国にお声を掛けたいと思います。 

 

○山本座長 

言葉の問題はまだまだ熟成する必要があるかと思います。今審議官から非常にポジティ

ブなお話もありますので、是非全国展開をして国民運動につなげていければと思います。

その他何かありますか。では清水委員。 

 

○清水委員 

今のことに関連してなのですが、以前私の発表の時にも申し上げたのですが、スーパー
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でコーナーを作るとか、○○の日ということで毎月○日はエシカルの日とか、様々手法

で、全国に展開していくとよいと申し上げました。今の吉井審議官がおっしゃってくだ

さった意味で言うと、特に秋は消費生活フェアを全国各地でやっています。ここには東

京都や京都府の方もいらしていますが、ACAP にも全国各地から多数のイベントへの協

力依頼が来ます。そうすると簡単に周知できるツールのようなものが必要になります。

今やっている消費生活フェアは安全安心や消費者被害、騙されないということが主です

ので、そこにエシカルが入るとよいです。日本語表記については、「啓発活動の場面で

活用いただければ」と書いてありますが、活用するための具体的なものが必要です。HP

からダウンロードすればいろいろなマークが使えるとかエシカルの説明が書いたリーフ

レットなど各地ですぐに使えるようなものを消費者庁の HP に作って、交付金を使って

ではなくても、既にやっているフェアでも担当者が少し知恵を使えばすぐに活用できる

ようなものを準備していただければと思います。 

 

○山本座長 

大変建設的な御意見ありがとうございます。では小倉委員。 

 

○小倉委員 

お時間があるようなので、一言発言したいと思います。徳島と鳥取と三者を結んだエ

シカル・ラボにも参加させていただきました。そこで感じたのが、先ほどありましたよ

うに、地域の人たちが自らの手で地域を作っていくという地域創生のことと、若い人た

ちが未来につないでいく希望ということを感じました。それにつなげて、アンケートの

件ですがやはり地域を創生していくために助け合いであるとか、お互い様であるとか地

域のものを買いましょうとか、まずはハードルを低くして自分たちができることをやっ

ていくというところから入るのがよいと思いました。また、エシカル消費と動物への配

慮を考えるシンポジウムにも参加させていただきました。ハードルを低くして私たちが

やっているこういうこともいいよね、という反面、ショッキングな映像やインパクトの

あるものを私たちは見ることで、これはいけないという気付きになるということも感じ

ました。その二面性も考えていただきながらアンケートを取っていただけたらと思いま

した。以上です。 

 

○山本座長 

ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

 

○山口委員 

先ほどからキャンペーンや運動を起こすということで、私には子どもが二人いますが、

マークを見てどういうものかを理解するのは大変だと思いますが、一度覚えると早いと

思う反面、例えば NGO の方々は結構悲惨なものを見せて現実はこうですよというネガ

ティブキャンペーンをやられますが、だったもう卵食べないとか究極にならないように、

特に子供たちに対しては工夫しながら組んでいかないと怖いというのが一つ感想として

あります。もう一つは切り口として、どういうカテゴリーなのか、若しくはライフスタ
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イルで考えると衣食住につながるようなところから入っていったらよいのではないかと

思います。マークから入ると分かりづらいので、もう少しプラスの方から、先ほど飯泉

委員がおっしゃっていたディファクトスタンダードも含めて考えていけば良いのではな

いかと思いました。以上です。 

 

○山本座長 

はい、どうぞ。 

 

○佐野委員 

先ほどからエシカル・ラボを各地でやるというお話がありました。エシカル・ラボと

いう名前を使い、その中でエシカル・ニュース、エシカル・トークなどエシカルを使う

のなら、エシカルという言葉をそのまま使ってもよいのではないかと思います。それを

説明する時に思いやり消費などの言葉をつかって、基本的にはエシカルをみんな覚えま

しょう、の方がすっきりする気がいたします。 

 

○山本座長 

ありがとうございます。その他、いかがですか。潮谷委員。 

 

○潮谷委員 

今の佐野委員の御意見に賛成です。というのは、日本にボランティアが入ってきた時

に、ボランティアを日本語で言え、という人たちがすごく多かったです。それからボラ

ンティアをブドウの一種だろ言うという人までいたのですが、今やボランティアは定着

しています。私もエシカルをあまりこね回すと概念がずれてくるのではないかと思いま

すので、どんどん使っていくことの方がよいと思います。以上です。 

 

○山本座長 

大変建設的な御意見をありがとうございます。大体議題は終わったのですが、竹内委

員から、RSPO ジャパンデーの開催報告、中原委員から日本エシカル推進協議会法人化

の進捗状況の２件について、御報告をお願いいたします。 

 

○竹内委員 
私は現在約 2300 以上の会員が入会しているグリーン購入ネットワークの代表理事を

務めさせていただいております。その組織が運営している「エコ商品ねっと」という、

ネット上で環境負荷低減商品を紹介しているサイトがあります。その商品紹介している

中において、原料調達の方法について「あれは違法伐採したものを原料としてコピー用

紙に使っているのではないか」という問い合わせがあり、確認し、そうではない事がわ

かり引き続き掲載しておりますが、環境負荷低減商品だけでは消費者は納得しない難し

い面があります。我々の会社は洗剤のメーカーで、原料に関してはパーム核油といって、

油ヤシの実の種から油を搾って洗剤などを作っていますが、それもやはり違法で伐採さ

れたもの、要するに熱帯雨林を違法に伐採してプランテーションを作っているところが
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あったりするので、現在ではきちんと持続可能なモノづくりをしているところから原料

を購入しています。 

2016 年 9 月 27 日、グリーン購入ネットワークも協力して「ＲＳＰＯジャパン・デー

2016」を開催しました。RSPO というのは持続可能なパーム油のための円卓会議で、搾油

家、農園の方から、流通の方、生産者、投資家、銀行関係の方も入っています。2004 年

に WWF がコアとなって立ち上げました。その当時はまだ百数社しか加盟しておりません

でしたが、現在では加盟企業は 3000 社を超えているそうです。これはどういうことか

というと、EU 諸国やアメリカ含めて、原料調達に関してはきちっとしたトレースが取れ

ているものでないと、投資家は投資しないし、消費者の方も買わなくなってきています。

その部分はある程度法律でも縛られていますが、日本の場合は原料調達に関しては何も

縛りがありません。自由に色んなところから少しでも安いものを仕入れたりした場合、

その原料はどの様に作られているかのトレースが不明なものもあると考えられます。我々

はきちんとした原料調達をしようとずっと進めておりましたが、メーカーだけやってい

ても全然だめです。流通の方々もそういう原料でモノづくりをしているところから買っ

ていただけるスキームがないと、正直価格競争になり、原料調達先の事を考えなくなっ

てしまいますので、バリューチェーン全体で取組む事が重要です。そこで、グリーン購

入ネットワークの技術情報委員会の中にプラットフォームを作り、約１年かかりました

が、オールジャパンでこれからは積極的に取り組んでいこうということで、流通やメー

カー含めて今回開催させていただきました。お配りしている資料はその報告になります。

今後原料調達に関しても持続可能なものを調達しようということで400名ほど参加して

いただき、日本でも少しずつですが原料にも目配りする機運が高まってきています。 

 
○山本座長 

はい、ありがとうございます。では、中原委員。 

 

○中原委員 

悪い話を１点、そして明るい話を１点、２分間くらいで報告したいと思います。１枚

がカラーのもので、SDGs が昨年の９月に国連を通過し、１年目の成績表がでました。

なんと日本が OECD 諸国の中で真ん中 34 か国中 17 位という成績です。後ろのページ

を見ていただくと、この資料は SDGs を作ったジェフリー・サックスから送られてきた

ものですが、その下にバツがあります。これは日本は危ないぞというもので、貧困、男

女平等、ジェンダーですね。エネルギー、そしてなんと気候変動の対策もできていない

です。海も陸も駄目だと。そして国際連携と言うけれども、パートナーシップは全然で

きていない、というのが結果でございます。良かったのは４、６、９で、その後の項目

が作る責任・使う責任も含めて、黄色をどう読むかなのですが。もうちょっと頑張った

らグリーンになるのか、それとも限りなく赤に近いのかというところを考えていただき

たいです。そういう意味では先ほど河口委員がおっしゃったように、COP21 も未だに批

准しておらず、なんと生物多様性 COP10 も議長国でありながら名古屋議定書に未だに

批准していないのが日本だということを見ると、ますます国際的な評価が下がっていく
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のではないかと懸念されます。一層このエシカル消費を持続可能な消費と生産（SCP 領

域）と共に推し進めていくことが国是になるのではないかと思います。 

そういう意味では、お待たせいたしましたが、明るい話です。ようやくエシカル推進

協議会が皆様と手を携えて法人化を目指すことになりました。そういう意味では是非こ

の実現に向かって、先ほどからいろんな話が出ていますが、例えばエシカル検定も含め

て、若しくはエシカルオリンピックも含めて、さらにはサプライチェーン全体を理解で

きるような日本経済の仕組みづくりのために協議会を発足させたいと思っておりますの

で、皆様御協力のほど、よろしくお願いたします。以上です。 

 

○山本座長 

阿部先生はいらっしゃいますか。10月２日の動物福祉のシンポジウムの御報告をお願

いします。 

 

○阿部委員 

10 月２日に「エシカル消費と動物への配慮」というシンポジウムを立教大学で開催い

たしました。この中のメンバーの方も何人か参加していただき、座長の山本先生にもお

いでいただきました。この手の集まりとしては恐らく史上かつてない集まりで、250 名

ほどが参加されました。冒頭様々な発表があり、その後パネルディスカッションをしま

したが、参加者の方々の感想からも、パネルディスカッションをもっと聞きたかったと

いう方が多くいらっしゃり、そういう意味ではようやく日本でも動物福祉への関心が出

てきたのかなと思います。ちなみにさまざまな企業の方々が、私がざっとカウントした

だけでも 20 社くらい来ておられました。今日もお話がありましたが、動物への配慮も

エシカル消費の重要なテーマになりつつあると感じた次第です。よろしくお願いします。 

 

○山本座長 

ありがとうございました。では時間になりましたので、今後のスケジュールについて、

事務局から御説明をお願いいたします。 

 

○金子消費者教育・地方協力課長 

次回第９回研究会につきましては 12 月を予定しております。日程は後日調整させて

いただきまして、御連絡させていただきます。 

 

○山本座長 

以上で今回の研究会を閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただき、

ありがとうございました。 

 
 
 
 

16 時 55 分 閉会 


