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第９回「倫理的消費」調査研究会 議事次第 

 

１. 日時 平成 29 年１月 25 日(水) 16:00～18:00 

 

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 

  足立委員、生駒委員、小倉委員、柿野委員、金丸委員、河口委員、佐野委員、潮谷委員、 

島田委員、清水委員、末吉委員、高山委員、竹内委員、長崎委員、中原委員、西村委員、 

平井委員、福田委員、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 

  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 

  阿部委員、飯泉委員、細川委員 

 

４. 議事 

  １.開会 

  ２.エシカル・ファッションについて（生駒芳子委員） 

  ３SDGs と倫理的消費について（河口真理子委員） 

  ４消費者意識調査について 

  ５.最終報告書 構成案について 

  ６.その他 

  ７.閉会 

 

５. 配布資料 

  資料１ 第９回「倫理的消費」調査研究会 出席者名簿 

  資料２ 生駒委員資料「エシカル・ファッションとその周辺（仮）」 

  資料３ 河口委員資料「SDGs が変える『消費』」 

資料４ 意識調査結果 

  資料５ 最終報告書 構成案 

  参考資料１ 日本エシカル推進協議会の一般社団法人化（中原委員提出） 

  参考資料２ グリーン購入ネットワークの電力についての取組（竹内委員提出） 
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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 9 回倫理的消費調査研究会を開催したいと思います。

本日は平井委員が遅れていらっしゃいます。また阿部委員、飯泉委員、細川委員が所用により御

欠席です。このあとの進行は山本座長にお願いいたします。 

 

〇山本座長 

皆さん、こんにちは。先ほどネットでニュースを見ていたら、トランプ大統領がメキシコとの

国境に壁の建設の大統領令に署名したとありました。あるいはパイプラインの建設を始める。大

変なことになってきたなということです。御存じのように先週、世界気象機関から 2016 年の地球

気候の最新状態についてレポートが出まして、結論は、2016 年は観測史上、世界の平均気温は最

高温度を記録したとのことです。これは 3 年続きで、昨年だけで 1.1℃、産業革命以前に比べて世

界の平均気温が上昇して、2016 年 1 年間だけで 0.1℃上がったそうです。このままいけば、2020

年には、いわゆる 1.5℃ターゲットが突破されてしまうと。そういうことで昨日、学術会議でそう

いう気候の非常事態に、いわゆるジオエンジニアリングでどう対抗するかというシンポジウムが

行われまして、今予算をつけて研究が始まっているわけです。ですから地球気候が非常事態を迎

える中でトランプ大統領が出現して、世界の潮流に対する、一時的だと思いますが、極めて逆流

が今、生じておると。ということで、私はトランプショックにエシカルで対抗するということを

考えております。倫理的消費は、やはり社会のすべての問題を解決できるわけではありません

が、持続可能な方向へ一歩でも二歩でも進めるのには、大変有力な手法であるということです。

この調査研究会も終わりを迎えておりますけれども、大変重要な位置づけだと思います。今日は

三つの議題がございます。第 1 はエシカル・ファッション、第 2 は SDGs と倫理的消費につい

て、第 3 はその他ということでございます。 

まず、生駒委員にエシカル・ファッションについてお話をいただくわけですか、その前に事務

局から配布資料の説明をお願いしたいと思います。 

 

〇金子消費者教育・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。まず資料 1 として出席者名簿をお配りしてい

ます。資料 2 が生駒委員からの資料でございますが、著作権の関係で、のちほど回収させていた

だければと思います。資料 3 が河口委員の説明資料。資料の 4 が意識調査の結果でございます。

資料の 5 として、最終報告書の構成案として 1 枚を配ってございます。それと中間報告の概要を 1

枚、追加で配らせていいただきます。参考資料としまして、中原委員から参考 1、参考 2 として竹

内委員からの資料がございます。また、清水委員から消費者志向経営トップセミナーの紹介のチ

ラシ。それと、子どもに影響のある広告およびマーケティングに関するガイドラインの冊子。葭
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内委員からお茶の水女子大学附属小学校の公開教育研究会のリーフレット。それと、我々から配

布遅くなってしまったのですが、昨年の海外調査の報告書の冊子を印刷しましたので、それをお

配りしております。以上でございますが、もし足りないものございましたら、おっしゃっていた

だければと思います。 

 

〇山本座長 

よろしゅうございますか。それでは、第 1 の議題であるエシカル・ファッションについて、生

駒委員にお話しいただきたいのですが、15 分でお願いしたいと思います。生駒さん、来ています

か？ 

 

〇生駒委員 

はい、来ております。生駒芳子と申します。私から、エシカル・ファッションの最前線の動き

について、御報告させていただきます。私はもともとパリコレクションやミラノコレクションな

ど、ファッションの中枢部で取材を続けて、ファッション雑誌の編集をするという仕事をしてま

いりましたが、2000 年頃から肌で感じる、地球の温暖化といった環境の変化に対してファッショ

ンが何ができるのか、ファッションがどう変化していくのかということが、自分の観察ポイント

になりました。私が編集しておりました雑誌は『VOGUE』『ELLE』『マリ・クレール』という

インターナショナルな雑誌ですが、『マリ・クレール』という雑誌の中では、環境とファッショ

ンの接点なども取材した中から、“エシカル”という言葉に出会いました。それは 2007 年でした

が、イギリス特集の取材の中で“エシカル”という言葉が出てきまして、その言葉に関する記事

を作ったことが発端でした。機を同じくして、フェアトレードやオーガニックの世界にも出会い

ました。もともとファッションの中心にいますと、いまとは違って 10 年くらい前は、フェアト

レードやオーガニックについて取材する機会は頻繁にはありませんでした。どうしても流行のト

レンドであるとか、有名なブランドの取材が中心にきてしまうのですが、私も編集者の勘で、こ

れから 21 世紀のファッションは絶対にエシカルの流れが中心にくるだろうと思っておりました。 

まず表紙には、地球にも社会にも優しい内側から輝くサステナブルでトレーサブルな美しさと

はとあります。ファッション、見た目は美しい世界ですけれども、その陰に多くの不都合な事実

が隠れているということが 1990 年代半ば以降しだいに明らかになってきたのですが、まずは現状

をお伝えします。2017 年のファッションの現状ですが、パリ、ミラノコレクションも変貌を続け

ています。主役は、デザイナーから消費者に変わってしまいました。ジャーナリストも編集者も

皆、そう宣言しています。雑誌や新聞の編集者に加えて、ブロガーやネットエディターがファッ

ションショーの最前列に座るようになりました。インターネットの影響が非常に強く出ていて、
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ファッションショウをフェイスブックやインスタグラムで現場から発信するような現象も普通と

なり、See now, Buy now という現象が出てきています。ファッションショーは通常、開催してから

半年後に製品を売り始めるのが今までの慣習でしたが、これでは遅い、消費者の要求に応えられ

ないという判断です。見た途端、みんなが買いたがるのではないかということで、例えばバーバ

リーといったような著名なイギリスのブランドが、ショウで見た途端、買えるようにしようとい

うシステムを実現し、消費の流れ、流通の流れを大きく変えてしまおうとする流れが生まれてき

ています。いまだ実験段階ですが。この See now, Buy now はここ 2 年ぐらいの動きです。ラグ

ジュアリーブランドは、伝統と革新にこだわり、クラフツマンシップのアピールを強化していま

す。今洋服が売れないといわれていますが、非常に安い、ファストブランドは台頭しており、一

方でハイエンドのものも売れているのです。中間層が売れません。そして価格競争からクオリ

ティー競争へと書きましたが、一時期、安いものが非常に求められましたが、今はむしろ本物が

欲しい、ぬくもりがあるものが欲しいということで、ファッション界も社会貢献や文化貢献とい

うのが軸になってまいりました。そして 90 年代、次々とファッション界の裏側が見えてきまし

た。欧米のジャーナリストが、スポーツブランドの途上国での生産の現状を暴露したのです。履

くスニーカーもない子どもたちが学校にも行かずに一日中スニーカーを作らされている。それは

まずいのではないかということで、人道的な側面、あと環境汚染もありました。そういったこと

が 90 年代、ちょうどインターネットの普及と同時に世に現れてきました。次のページにいってい

ただきますと、環境汚染も実はありました。農薬の問題。コットンなどは、やっぱり空中散布で

人的な被害が出ていました。それから工場廃水の問題。意外に見えないところにあるのが、この

廃水の問題で、有害な染料を用いるなど、廃水の問題も出てきました。もう一つは児童労働で

す。9 人に 1 人のお子さんが、この世界中で児童労働をしている。このお写真は ACE という日本

で児童労働をストップさせようという 2 人の女性によって立ち上げられたチームですが、この

ACE のお写真をお借りしています。調べると、コットン畑、カカオ畑で子どもたちの労働がこん

なにあったのか。今、日本でも子どもたちの貧困が 6 人に 1 人といわれていますけれども、世界

を見渡すと本当に深刻な、学校にも行けない、履く、着る服もないようなお子さんたちも多くい

るという現状。そして 2013 年にはバングラデシュで縫製工場の崩落事故が起こりました。これは

衝撃的でした。低価格のファストブランドが隆盛して、少しでも安く売りたいと。500 円のデニム

のパンツ。そんなことがあっていいのだろうかというような値段で出てきます。それを可能にす

るには、途上国で安く生産する。ということで、このような安普請の工場に大量の機械を入れ

て、工場が自然崩落し、1000 人以上の方が亡くなりました。 

エシカル・ファッションの歴史を振り返ってみますと、イギリスのブレア政権下でエシカル政

策という言葉が、アフリカ諸国の貧困対策に関して出てきたことが発端と言われています。そこ
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から、パリでは 2004 年からは、エシカル・ファッションショーがパリコレのあとに開かれ、ロン

ドンではエステティカという、フェアトレードやオーガニック、エシカルなブランドを集めた展

示会が開かれました。また、ニューヨークでもフューチャーファッションと題して、トップデザ

イナーがオーガニックコットンだけを使って、美しい服を作るという催しもありました。日本で

は今なお、一番先頭切っているのは、小売りの現場です。デパートで、次々とエシカルなイベン

ト、エシカルウィーク、エシカル・マンスというようなことが開かれています。 

この歴史をさらに掘り下げていきますと、ルーツは 60 年代から 80 年代、ヒッピーカルチャー

まで行き着きます。エコ書籍のバイブルといえば、レイチェル・カーソンの「沈黙の春」は、皆

さん言うまでもなくご存じだと思います。あと 80 年代のフィリックス・ガタリの『三つのエコロ

ジー』。戦後の大量生産、機械生産の波の中で自然に帰ろうという、もっと自然の素材で、自然

のペースで生きて、おしゃれも楽しもうという動きが、60 年代から 70 年代起こりましたが、こち

らがエシカル・ファッションの源流だったのではないかと考えています。80 年代には昆虫学者サ

リー・フォックスが、農薬で死んでいく昆虫の現実を知り、危険を肌で感じ、自らオーガニック

コットンの開拓者となりました。エシカルこそが、私ここに 21 世紀のラグジュアリーと書きまし

たが、実はラグジュアリーブランドのエルメス、ルイ・ヴィトン、シャネルといったブランドは

一切エシカルとはうたいません。なぜでしょう。彼らにとっては、エシカルが当たり前なので

す。なので、うたわないのです。もう当たり前でしょと、私たちは見えないとこまできれいです

よというのが、ラグジュアリーの基本姿勢であるという前提です。ボッテガ・ヴェネタというブ

ランドは、表面的にオーガニック素材を使うといったことではなく、SA8000 を取得し、メディア

にアナウンスしました。自分たちの産業にかかわるすべての労働者が健全な労働環境にあります

と、宣言したのです。そういったエシカルの表明の仕方もあるのです。ラグジュアリーブランド

にとっては、2000 年を越えてからは、エシカルが必須条件になっています。 

プロフィットエコノミーからソーシャルエコノミー、この流れがこれからどこにいくだろう

か、心配になる昨今ですけれども、私たちの意識としてはこの Win-Win の経済であるとか、サス

テナビリティ、継続の精神、このエシカルが当たり前になって、冠が取れる日がくるといいかな

と私は考えています。一過性のトレンドではなくて、２１世紀の生活の哲学ではないかと、そう

いったふうに普及できればと考えています。先ほどお伝えしたのですが、『マリ・クレール』の

編集長を務めておりましたときに、2007 年に環境問題のキャンペーンをいたしました。この中で

ファッションと環境問題を同時に報じるという試みをしました。また、表紙に登場するハリウッ

ドセレブ、キルスティン・ダンスクですけども、エコでエシカルなセレブということで取り上げ

ました。この頃からスクリーンの中で目立つセレブリティは、エコやエシカルを考えないとセレ

ブとはいえませんよという、そんな動きが強くなってきました。 
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エシカル・ファッションのセレブといえば、例えばハリー・ポッターの女優だったエマ・ワト

ソン、彼女はフェアトレードのピープルツリーと組んでブランドを作っています。アンジェリー

ナ・ジョリーも皆さん、言うまでもなくご存じですよね。数多くの社会貢献、人権保護の活動を

されています。あと何といってもパリコレで一番先頭を切っているのはステラ・マッカート

ニー、ポール・マッカートニーのお嬢さんです。彼女は、いち早くオーガニックコットンも使い

ましたし、革を一切使いません。今は何とシルクも使いません。私はシルクという言葉を聞いて

どきっとしたのですが、カイコがやはり生き物であるということで、シルクも使わないようなデ

ザイナーも出てきている状況です。 

日本のエシカル・ファッションセレブというのは、知花くららさんですとか、黒柳さんですと

か、社会貢献に熱心な伊勢谷友介さんですとか、滝川クリステルさん、そして今朝方、エシカル

朝食会にスピーチしてくださいました杉本彩さんはここに入っていませんが、アニマルライツと

いうか、ウェルフェアで本当に真剣な活動を 25 年も続けてらっしゃいます。あまりメディアでは

報じられないのですが、セレブな方々の本格的なエシカルの活動というのは始まっています。 

次にエシカル・ファッションとは地球に優しい素材、これは言うまでもないことですけども、

地球に帰る素材ですね。あと人に優しい、思いやりのあるアクションということで、フェアト

レードや SA8000、ISO といった認証制度を取得する企業やブランドということです。そしてサス

テナブル、リサイクル、リメイク、リユース、アップサイクリングも入りますね。物々交換と

いったものも入ってくるでしょう。伝統世界、手作り世界を見直しましょう。手作り、伝統工

芸、クラフツマンシップも入ってきます。私は今、伝統工芸とファッションをつなぐ活動をして

いますが、エシカルの傘のもとでの活動ととらえています。そして昨今は 3D プリンター、レー

ザーカッターによるファッションの製造というのも、無駄を出さずに製造できるということで、

エシカルの傘に入ってまいりました。ウェブ上でいえば、「エシカル・ファッション・ジャパ

ン」、これはスタイリストの竹村伊央さんが始められた、プロデュースされたファッションサイ

トです。本格的なエシカル・ファッションのサイトです。そして次に、エシカル・ブランドをい

くつかご紹介します。私は『オルタナ』という雑誌でエシカル・ファッションの旗手たちという

連載を持ち、もう 30 回ぐらいになりますので、その中でも御紹介しているブランドです。フェア

トレードをリードするのはピープルツリー。これは、サフィア・ミニーさん。命懸けでフェアト

レードに取り組んでいらして、トップデザイナーとも組んで、おしゃれなフェアトレードの発信

に尽くされています。先ほども申し上げましたステラ・マッカートニーは、ファッション界の中

でなかなかエシカルの動きが目立ちにくい中、先頭に立って開拓的に取り組んでいます。靴も

バッグも一切、革使いません。毛皮も使いません。先ほど申し上げましたようにシルクも、そう

いったラムウールとかも使わないです。子ども服は全面にオーガニックコットンで、化粧品の開
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発も全部オーガニックで製造しています。それから三宅一生さんもリサイクルポリエステルを

使って、いち早く、一生さんらしいオブジェのようなお洋服を開発されています。21 世紀は物作

りする人は美しい・美しくないじゃなくて、一番最初に考えるべきは、そのものができてどう地

球にインパクトを与えるかだよと、一生さんが宣言されています。こういう方が宣言されると大

きいと思います。そして TOGA Odds & Ends というのは、TOGA は、東京の話題のデザイナー

で、ロンドンでもパリでも活躍していますが、Odds & Ends という、大量生産で作られて工場の中

に放置されている、例えばデニムですとか、T シャツを仕入れてきて、おしゃれなストリートの

ファッションにリサイクルしている。写真を見てもおわかりのように、単なるリサイクルものと

は見えないような、おしゃれなアップサイクリング・ブランドです。エルメスもアップサイクリ

ングを始めています。エルメスの社内中のごみを持ってきなさいとディレクターが声をかけ、エ

ルメスの職人たちに「このごみで、世界一すばらしいものを作りなさい」と指示を出しました。

そうして生まれたのが、アップワイクリングのブランド「プティ・アッシュ」です。小文字の h

という意味です。エルメスのロゴは大文字ですよね。こちらは小文字ですよ、次世代のエルメス

ですよということで名付けられ、今ではパリにお店もできています。それから高級バッグリサイ

クルブランドとしてはフェンディの三女の方が立ち上げたカルミナカンプス。これもすべて、残

布やリユースされた素材で作られていますが、最終縫製はフェンディの工場で行っていますの

で、とても丈夫でラグジュアリーな作りになっています。お値段も少し高めですけれども、いい

循環で、多くの方に楽しんでいただけるものがここから出てきています。次は MAIYET。これを

立ち上げた方は、ニューヨークのクリエイターですが、大量生産系のブランドにいて、工場に

行ってショックを受け、自分で考え方を変え、これからのファッションはスローファッション、

世界中の職人の手作業と組んでラグジュアリーなファッションを提供しようと考えました。ビー

ズ刺繍などすべて、アジアやアフリカの職人に頼み、廃れていくと言われる伝統産業をサポート

しながら、彼女もニューヨークで全部、最終製造しています。今、始まっているのは、途上国で

装飾部分や材料を作り、先進国で最後仕上げする。そうすると、商品のクオリティーがぐっと上

がるのです。途上国と先進国のものづくりの合わせ技で、少し値が張ってもいいものをマーケッ

トに提供しようという動きが出てきています。あと、アニエス・ベー。皆さん、ご存じだと思い

ます。彼女も生まれながらのチャリティ派で、ファッションやっている意味合いというのは、人

を助けるためだと言いきっています。社会貢献から環境保護まで、地球温暖化の調査船を購入

し、地球上の海を回遊させて、環境報告を行っています。それから、3D プリンターのクチュール

ドレス、これイリス・ヴァン・ヘルぺンというオランダのデザイナーですが、彼女のように 3D プ

リンターでパーツを作って、つなげてドレスにするという動きも出てきています。こうした動き

がパリのオートクチュールの世界に生まれ、ファッション界では大変話題になっています。 
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ファッションの最先端の動きとして一つ、rooms という、ファッション最大手の展示会にエシカ

ルのコーナーが数年前からできまして、今やメインのコンテンツになってしまいました。実は

ファッションが本当に売れてないのですね。そして、メインのコンテンツが今、rooms ではエシカ

ルと伝統工芸、地場産業のようなコーナーになっている。これが、象徴的だと思います。また、

2016 年、秋冬コレクションからジョルジオ・アルマーニが、ノーファー宣言をしました。これは

本当に衝撃的でした。彼だけじゃないのです。ヒューゴ・ボス、ラルフ・ローレン、カルバン・

クラインとか、あとに続こうとしていますけども、名立たるビッグネームのデザイナーが、毛皮

を使わない宣言をするというのは、ファッション界にとっては新しい 1 ページが開いたというこ

とですね。そして 2016 年秋冬はそういう理由で、エコ・ファーが普及しています。今、この下の

女性たち、カラフルなファーを着ていますけど、みんなエコ・ファーです。かつてフェイク

ファーと呼ばれたものが、今年からエコ・ファーという呼び名になりました。フェイクファーは

偽物のファーですから、ネガティブな意味になりますが、じつはそれは環境にいいファーだとい

うことで、エコ・ファーと名前が生まれ、今年は話題になって、トレンドになっています。そし

て、シチズンから私がプロデュースしたのですが、エシカル時計。光発電、CO2 排出量公開、

DRC コンフリクトフリー、製品成分表公開、伝統工芸素材使用などフルに、エシカル時計である

とシチズンが銘打って発表しました。ここまで大手の企業がエシカル宣言されたのも、非常に新

しい潮流かなと思っています。 

ということで、ファッションは見た目だけ美しい世界ではなくて、これからのファッションは

内側からも美しくありたい。だから人への思いやりももち、地球にも優しい、そういうエシカル

×ファッションで、思いやりのあるおしゃれを私たちは目指し、私も引き続き追求をしていきた

いと思っております。持続、信頼、敬愛、創造、品質と書かせていただきましたが、すべての要

素がエシカル・ファッションの中に、今、融合されて、また新しい次元にファッションが差しか

かりつつあるという状況です。以上です。ありがとうございました。 

 

〇山本座長 

はい、ありがとうございました。それでは若干時間がありますので、何か御質問、コメント等

ございますか。 

生駒さん、日本のデザイナーの方たちはどうですか。欧米では随分進んでいるような気がする

のですが。 

 

〇生駒委員 

先ほど申し上げたのですが、三宅一生さんは、素材開発からサステナビリティを頭に置いて取



10 
 
 

り組んでいらっしゃいます。その視点ははっきりと宣言をされていて、リサイクルポリエステル

に積極的に取り組んでいらっしゃいます。あと伝統素材もずっと使っていらっしゃいます。た

だ、ファッション界全体を見渡すと、エシカルという言葉は、アルマーニがノーファーという宣

言をしたほどには、まだ浸透してないなという印象です。とりわけ日本の若いデザイナーは、あ

まりエシカルということを、極端に声高には言わない傾向にあります。ただ、取り組んでいるブ

ランドはいくつかあるのですが、メディアの中の取り上げがちょっと弱く、アルマーニのように

インパクトあるかたちで投げかけるというアクションが少ないようには思われます。私自身は、

もう少し働きかけていけたらいいかなと思います。自分もその業界の人間ですので、責任だと

思っています。 

 

〇山本座長  

はい、どうぞ。 

 

〇島田委員 

貴重な報告をありがとうございました。御報告の最初のほうでファッションの分野は二極化し

ているというお話があったかと思うのですが、この御報告いただいた部分でブランドとファスト

ファッションで二極化していると思います。いわゆるファストファッションを今、買っているよ

うな人々の層が今後変わっていく展望を、何かお考えがありましたら教えていただければと思う

のですが、いかがでしょうか。 

 

〇生駒委員 

今、ファッションの消費に関して言うと、二つの軸というのはソリューションとエモーション

と言われています。何か課題を解決してくれるファッションとして、ユニクロのヒートテックな

どが象徴的なのですが、寒さを解決してくれる。ソリューションのファッションとエモーション

と言いまして、一方ではコラボ流行りですね、コラボレーション。アーティストとコラボしたリ

ミテッドもの、非常に限定的なアーティスティックな何かがファッションのマーケットの中です

ごく際立っている。しかし、今、若者は経済な事情もあって、ファストブランドに走っている、

その中でいろいろ我々が啓蒙活動をして、やはりトレーサビリティーを考えて買おうねという働

きかけはしていますが、もっともっとアピールが必要ですね。あと H&M やユニクロも、ある部

分ではエシカルにしようという動きを取っています。いろいろな観点から見ると、完璧でないか

もしれないけれど、積極的にエコやリサイクルを取り込もうとしています。何より、若者に影響

力のあるブランドのアクションは貴重です。というわけで、少しずつ前進をしている状況かと思

われます。 
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〇山本座長 

はい、どうぞ。 

 

〇河口委員 

はい、ありがとうございます。こういった高級ブランドを着る側、特にどちらかというと、欧

米でも、経営とかいろいろな意味でのセレブ層だと思うのですが、やっぱりセレブなファッショ

ンをセレブな人たちが着ると、いろいろな意味で意思決定の中枢にいるような人たちが着るとな

ると、そこに対する影響というのはあるのでしょうか。つまり、セレブ層が自分たちが愛用して

いる服がエシカルな理由で愛用している服がなぜファーじゃないという話を聞いて、ファーでは

ないのは実はこう言う理由があるときき、それは問題なのだということを認識することで、普通

の企業の経営者のトップの方とかに伝える影響力を持っているのでしょうか。 

 

〇生駒委員 

すごく大きいと思います。やはりハリウッドとか、ファッション界の中枢部にいて目立ってい

る方、セレブリティといわれる方々が、エシカルなほうがかっこいいと思う、エシカルなほうが

重要であると、積極的にエシカルなものを取り入れると影響力は大きい。ステラ・マッカート

ニーなどは、まさに象徴的だと思うのです。パリコレにおいて、彼女は、一人、エシカル路線で

戦っているデザイナーという印象があります。あとエマ・ワトソンも、自分でフェアトレードの

ブランドを作り、やはりそういった方が動くと大企業のトップの方とかへの影響もとても大きい

と思います。 

今日も、杉本彩さんがアニマルウェルフェアの件で、御自分が女優というかテレビに出て芸能

人を辞めないのは、辞めてしまったら、自分のこの活動の影響力が縮まってしまうのではない

か、自分としてはテレビに出続けることで、アニマルウェルフェアの活動が広まるのではない

か、そういうチャンネルを持ち続けられるのではないかと考えているとおっしゃっていました。 

 

〇山本座長 

いかがでしょうか。その他。はい、どうぞ。 

 

〇長崎委員 

製造業で、例えば CO2 削減ということで言うと、本当に正義のためにとか、地球のためにやっ

ている企業がある一方で、やっぱりグリーンピースに攻撃されるからとか、売れなくなるからと

いった理由でやっているところもあると見ているのですが、こういうファッション業界では、そ
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ういうやっぱり二分されているのでしょうか。 

 

〇生駒委員 

そうですね。取組はさまざまです。ユニクロは多分後者で、グリーンピースに導かれている活

動も多々あるようには聞いていますね。やはり、大きい企業でブランドであればあるほど、対象

になるわけです。社会的影響力も大きいですから。だから自ら意志をもって取り組んでいるとこ

ろと、社会的責任ということで取り組まざるを得ないというところと、両方の動きは同時に起

こっている感じです。でもやはり長く続くのは、意志をもち責任を感じて取り組んでいる企業の

活動です。そうなればすぐに売り上げが出なくてもやめるということにならずに、継続できる。

企業のそういった視点、本当の意味でのエシカルな活動が広がるといいなと私は思っています。 

 

〇長崎委員 

わかりました。 

 

〇山本座長 

よろしゅうございますか。どうぞ。 

 

〇葭内委員 

今朝、その杉本彩さんの会の方に私も出席したのですけれども、そちらで最新の科学的な技術

を使うリサイクルダウンのグリーンダウンプロジェクトというお話もありました。リサイクルダ

ウンはきちんと洗浄することが技術的に可能で、障害者雇用にもなるというお話がありました。

今お話がいろいろあったように、エシカルな素材を追求するとか、もしくは生産者の生産方法が

どうか、トレーサビリティー的なところを見ていくというエシカルもあるのですが、もう一つ、

これからのキーワードとして付け加えることとして、シェアエコノミーというのがあるのかと

思っています。 

昨年、お洋服が月 7000 円～1 万円ぐらいで、3 着繰り返し好きなものが送られてくるような

シェアの方法のサイトや、高級ブランドバックをやはりそのくらいの値段で、いくつも取り替え

ることができるといったサイトがいくつも立ち上がり、爆発的に伸びています。シェアエコノ

ミーというと、今話題の民泊の Airbnb ですとか、Uber ですとか、乗合タクシーとか、そちらのほ

うが割と話題になるのですが、実はファッション消費の形の話として注目する話ではないかと思

います。今の人たちは割と、経済的な意味でも、たくさん持ちたいわけではなく、賢く持ちたい

というのがより強いのかなと思っていて、そういうときにシェアエコノミーという共同、共有型

で、どんどん作って消費する従来の大量消費型よりも、人と持つ共有型の消費が、これからのエ
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シカル・ファッションやエシカル消費の中でキーワードになるのかなと思います。 

 

〇生駒委員 

アメリカでは Rent the Runway という、パーティ用のドレスをすごくリーズナブルに借りられる

サイトが人気です。パーティ用のドレスで 30～40 万するものは頻繁には買えないし、1 回着たら

二度と着られないみたいなところがあるので、借りるビジネスがすごく隆盛しています。その

シェアは素晴らしいと同時に、ただ服を作る側の人間は、そこの経済効果を見越して作っていか

なければいけないというのはあります。物々交換もそうですけれども、ものを無駄にしないで、

シェアしていく、カーシェアリングのそういうような方向も、ファッションもウェブ上でとりわ

け出てきています。 

 

〇山本座長 

はい、ありがとうございました。時間がありますので、議論はこの辺りで打ち切らしていただ

きます。 

次は第 2 の議題でございます、SDGs と倫理的消費を河口委員に 15 分でプレゼンをお願いした

いと思います。 

 

〇河口委員 

ありがとうございます。今日は 15 分という時間なので、手短にお話をさせていただきます。事

務局とお話をして、何を話したらいいかとなったときに、やはりこの世界の動きとして SDGs と

絡めていろんなことを動かしていこうというのがあるので、エシカル消費に関しても、SDGs との

関連で戦略的に考えていくのがいいのではないかということで提案させていただきます。ちなみ

にここで SDGs を知らない方はいらっしゃらないですよね？意外と企業の人の前で話すとほとん

ど知らないです。マスコミもほとんど知らないという人が多くて、え？常識じゃないの、という

感じなので、一応ここは用意していますが、皆さん御存知だと思うのでここは飛ばさせていただ

きます。 

1 枚、めくっていただいて、そのエシカル・ファッション、エシカル消費にいく前に、一番最初

に、皆さんの意識を合わせたほうがいいかということで、人と地球の関係を見直そうということ

です。これは別なところでこのレジュメを使って、SDGs と地域創生というテーマで話をし、ここ

が一番受けたので入れています。気候変動、生物多様性の喪失。パリ合意も SDGs も 2015 年にで

きて、これがその新しい地球のパラダイムシフトになると言われていますが、何でそんなものが

できたのかということを考えてみますと、地球と人間の関係はこのままじゃだめだということで

はないかと思います。本当は図の左にあるように、地球があって、人間社会ができて、それで今
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の経済があるという循環ですけれども、今の経済人の頭の中、ビジネスマンの頭の中は右みたい

になっていて、まず経済があって、その中でそれで何か省エネみたいなことを少しやらなければ

いけないとか、何か最近児童労働がうるさいけど、コストが上がるから、どうしようみたいな順

番頭になっています。こういった経済のほうが地球よりも、あたかも重要であるという認識でみ

んな日々の活動をしているわけです。その経済活動の規模が地球規模に比べて小さいうちはいい

ですけれど、ここまでの規模に拡大してしまいなってくるので、結果として地球環境をむしばむ

ことになってしまったのではないか。 

ではなぜ左なのに右の頭になってしまったかということなのですが、これは私の私論ですけれ

ど、共同体社会から産業革命によって近代化になり社会の仕組みが変わっていく中で、頭が切り

替わってしまったのではないでしょうか。逆に言えば SDGs というのは、この逆転した関係をま

た元に戻すためのツールともなり得るものだということで、地域とか消費者目線での消費という

のは、そういうものが一番身近でわかりやすいのではないのかなと思っています。 

次のページをめくっていただき、そもそも地球環境と人間の経済というのは比較できるのかと

いうことです。地球と人間を比べてみると、地球の半径 6378 キロ。これに対して生活対流圏とい

うのはたったの 15 キロ。植物が生育できる土壌の厚さはたったの 18 センチということですの

で、本当に人間というのは、地球をリンゴと考えると、リンゴの皮のさらにその上に乗っかって

いる微生物よりさらに小さいのだというレベルでしか活動していないのです。だから地球と人間

はそもそも全然対等ではないです。寄生虫よりも小さいということです。地球の寿命を 1 年に換

算すると、人類の誕生というのは 12 月 31 日の 1 時半ぐらいですか。農耕の始まりというのは 69

秒前ですから、もう除夜の鐘が鳴なり始めた頃で、産業革命は 1.5 秒なので、地球に優しくとか

言っているけれども、地球からすると、つい 3 日ぐらい前に別の文明があって、それが瞬間的に

なくなっているかもしれないけど、そんなことは我々にはわからないということです。このよう

な人間と地球の関係をもう一回見直さないと、あまりにも人間が地球に対して傲慢になりすぎて

こうなっているのではないかと思います。なぜそんなに傲慢になってしまったのかっていうのが 4

ページ目ですけれども、産業革命以前の在り方、共同体による暮らしというのは、基本的にそれ

ぞれの人が共同体に付随して、そこで農業をしたり、自分たちで着るものも自給して、家も当然

周りの資材を使って自分で作っていて、この共同体にそれぞれがくっついているところで、一応

生活ができるよう衣食住というのもまかなえたというのが、産業革命以前の姿でした。これで、

産業革命にどうなったかというと、共同体にそれぞれひもづいていたひもをみんな切っちゃった

のです。イギリスの囲い込み運動とか、皆さん習ったと思うのですが、農地が地主によって囲い

込まれ、農地から切り離されちゃった農民が、仕方なく都会に流れていって、それがスラム街を

形成し、そこに労働力が生まれたから、そこで産業革命で、できた工場がその人たちを雇って、
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それで産業が起きてきたということです。日本でも東北からどんどん出稼ぎ労働者が来て、それ

が高度経済成長を支えたと言われていますけれども、つまり産業革命以前はお金の関係ではな

く、人々が直接共同体につながっていて、そこで自分の衣食住をまかなっていたのにそのつなが

りが人々から切られてしまって、その結果どうなったかというと、お金を通じて、それぞれの市

場につながるようになった。労働市場で、まず労働を提供して、代わりに賃金を得て、その賃金

をもって、自分の暮らしをまかなう消費財を消費材市場で買う。そしてまた、そのお金を使って

資本市場で資産運用をするという暮らしに変わってしまいました。だからお金がないと食べてい

けなくなる。そして、数年前、もう 10 年ぐらい前になりますか。ここの日比谷で貧困何とか村と

いうのがお正月頃にできましたよね。リストラに遭ってしまって、食べていけない労働者の人た

ちが集まって、テント村ができて、そのときにどこかのテレビ局でアナウンサーが、いや昔は田

舎に帰ればお金がなくても納屋の片隅に泊めてもらって大根かじって暮らせていたのに、今やそ

ういうことができないと言っていました。昔はお金がなくてもつながれていたのが、今やお金が

ないとつながれないという関係。これが自由市場経済で、こんなかたちで、近代主義は合理的に

発展してきたわけです。しかし、土地や自然との営み、暮らしの営みから、人がそれぞれ分断さ

れてしまったので、自然に対する距離感が遠くなってしまったので、頭の中で自然や地球がどこ

かにいってしまって、目の前の自分の経済的な環境が全面に出てきてしまって、意識の優先順位

が変わってきたということです。 

これから、シェアエコノミーもそうですけれども、このエシカルが求めているもの、今度はも

との緩い共同体、ただ、前みたいにがちがちにするとこれは人権とかいろいろと窮屈すぎるの

で、いろいろな意味で、ネットを通じたバーチャルな共同体も含めて、緩い共同体、そして市場

企業をうまく使うという融合の世界、これが、エシカルが求めているものではないかなと思いま

す。 

次に地球の環境の現状というのは恐らく御存じだと思うので簡単にいきたいと思うのですが、

人間の生活がこうなってしまったがために、6 ページ目の私たちの生産と消費によって地球資源の

消費はどのぐらい使っているかというと、地球が生み出す生物的生産力の 1.6 倍を我々は今消費を

してしまっているということです。例えば昨年 2016 年は 8 月 8 日の時点で、2016 年分地球が生み

出す資源を使ってしまい、8 月 9 日からはその借金を取り崩すというところでやってきました。こ

のままでいけば、当然収入よりは支出が多い暮らしをしていたら成り立たないです。結果どう

なったかというと、森がなくなり、漁業資源がなくなり、すべてのストックとして持っていた資

源がどんどんなくなっていって食い尽くします。 

次のページも若干全体像を載せたものですけれども、結果としてどうなったか、1970 年から

2010 年の間に人口が 1.86 倍になりました。GDP は 3.35 倍とそれより高く増えているわけですか
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ら、一人当たり生産性は上がっています。何と資源消費量は 220 億トンから 700 億トン、3.2 倍に

膨れていますということです。一人当たりの消費量は 6.4 トンから 10.1 トン。ここで問題になる

のは、括弧の中に書いてあるものですけれども、先進国が 25 トンに対して最貧国は 0.1 トン。こ

れが今言われている所得の差と大きく広がる経済格差ということで、どんどん貧富の差が広がっ

ています。これがいろいろなテロとか社会問題の要因になっていると言われています。世界の森

林面積は 1990 年から 2015 年の 25 年間で 3.1％減っています。3.1％って大したことないように思

えるかもしれないですけど、一人当たりにすると 25％も減っています。既にアマゾンの熱帯雨林

は 2 割が破壊されています。ついこれ先月見たレポートですけれども、南部、東部のアマゾンが

サバンナ化する可能性があって、このままいくと米国カリフォルニアのシエラネバダ山脈の降雪

が 5 割減って、そうするとカリフォルニアのあのあたりが全部砂漠化するのではないかというこ

とです。この情報をベースに投資家が森林破壊を食い止めるような活動を始めています。森林破

壊の元凶は何かというと、パームオイルと木材紙化と牛肉と大豆なので、これを使っている企業

に対してサステナブルな調達をやっているのかというような質問票を送りましょうみたいな活動

を 12 月から始めているというようなことであります。 

そして、1972 年から 2012 年の間に、代表的な脊椎動物種の個体の数が 58％減ったと、ちょっ

と信じがたいのですが、足立さんとかお詳しいと思うんですが、そういう状況です。炭素濃度は

増加上昇の一途で、先ほどお話があったように温暖化がどんどん進んでいます。そういうところ

で SDGs ができて、これが地球と経済の関係を逆に戻す新しいパラダイムではないかなと思いま

す。御存じのとおり、これは 2015 年 9 月 25 日、国連サミットで全会一致で採択されています。

ここをあとで読んでいただくということで、皆さん御存じの通り、17 の目標と 169 のターゲット

が設定されて、経済、環境、社会的な三つの側面から持続可能性を高めようと 2030 年に向けて 17

の目標と 169 のターゲットを定めました。 

11、12、13、14 ページが、御存じだとは思うのですが、もしあとで読みたいという方がいらっ

しゃったら、ぜひお読みいただきたいということと、ここで求められているのは共同のパート

ナーシップでやるということです。企業だけでも政府だけでもなく、消費者も含めて NGO も含め

て、全員のパートナーシップでやらなきゃいけないということと、誰も残さない。Leave no one 

behind、誰も残さないで我々はこの状況を変えていきゃなきゃいけないという決意があるというと

ころで、消費の力が非常に大きいです。 

その中で今回のテーマになりますけれども、一番重要な点としてはゴール 12 に持続可能な生産

と消費形態を確保するがあります。これがエシカル消費につながってくるということだと思いま

す。それで、この 12 のターゲットとしては、開発途上国の開発状況、能力を勘案しつつ持続可能

性な消費と生産に関する 10 年計画の枠組みを作りましょうということがあります。そして天然資
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源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。特に水産資源、森林資源、パームオイル、サ

ステナビリティは物量的も大きいので、これからどんどん大きな問題になっていきますし、パー

ムオイルはいろいろな消費材、食料にも使われていますし、トイレタリー系にも使われているの

で、非常に日常生活に大きなインパクトを与えます。森林は木材としてでもそうですし、紙とし

ての活用が非常に多い。水産資源、日本人は非常に魚を食べているということで、これからわれ

われの日常生活にいろいろなものがおりてくるということ、そして食品ロスも半減させると。御

存じのとおり、フランスではスーパーが食品ロスを出してはいけないというような法律ができて

施工されているということになりますので、これからはそういった面ではロスも出さないぞとい

うような消費生活を考えていかなきゃいけないし、化学物質の管理ですとか、廃棄物の防止。日

本は循環型社会ということでリサイクルシステムは随分できていますけれども、これか海洋に

いっているマイクロプラスティック、これを魚が食べてしまって、逆にそういうものを餌だと

思って食べて、プラスティックだらけになって飢え死にしてしまうというのが大きな問題になっ

ています。ダウケミカルですとかアメリカの会社がこのマイクロプラスティックの問題をどう解

決していくかということで活動を始めますので、こういったところも影響してくるということに

なります。企業に対してはこういったサステナブルな調達ですとか、実際にごみを出さないよう

な取組ということが義務づけられるようになってきますし、公共調達でもそういうことが要求さ

れるようになります。そして、人々があらゆる場所において持続可能な開発及び自然と調和した

ライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。これが非常にエシカル消費と関係すると

ころですけれども、今までやっているエシカル消費という切り口だけではなくて、SDGs がここで

も言われているというようなプロモートの仕方もあるのではないかと思います。 

いくつか事例を、伊藤園はバリューチェーンと SDGs。先進的な企業はもう調達するところから

SDGs のどういう目的に寄与するのかということを消費者に対してもアピールをしてくるというこ

とです。投資家にこういう話をしてくるということになってきますので、こういうことをより消

費者が、今までは企業が勝手にやっていてねという話ですけれども、こういうのを引き出すよう

なエシカル消費という立場から企業に対して働きかけをしていく、またはそういうことをやって

いるところをどんどんプロモートしていくと。 

次のページは不二製油で、これはパームオイルを扱っているところなので B to B の会社ではあ

りますが、逆にこの不二製油というのは自分たちがそのパームオイルを調達してきて、どうも

パームオイル調達する現場でいろいろサステナビリティの問題が生じているということがわかり

ました。それで、彼らが提供するお菓子メーカーとかに、持続可能なパームオイルを調達するか

ら、それを買ってみたいな提供をしているのですが、逆に最終商品のお菓子メーカーとかが、い

や、値段が上がると困ると言っていて、そこを説得するのが逆に大変であるということです。こ
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ういうことが非常に重要だということは川上にいるような企業の人たちはわかっているのです

が、末端の消費者がこうしたサプライチェーンの重要性がわからないので、そこに対峙している

お菓子メーカーの人たちの反応が鈍く動かないからできない、といった相談を受けたりすること

もあるのです。そういったところでサプライチェーンの情報が中断されているような動きという

のは、消費者のほうからこういった問題を知って、逆にそういう調達や原材料を使ってほしいと

いうことを進めていくのも、これからのエシカル商品に大事かと思います。 

エシカル・ファッションのような個別でファッショナブルなものもあれば、こういう日用品に

至るものまで非常に広いのですが、こういった問題意識を持つ、SDGs をベースに話をしていくと

いうのがこれから重要かと思いますので、これもエシカル消費の今後の戦略にぜひ入れていただ

きたいと思います。以上でございます。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。この持続可能な生産消費というのは私ももう 25 年、随分長い間議論

をしてきて、こういう Goal12 で明確に国際的な合意ができたというのは大変歓迎すべきことだと

思うのですが、今のお話で一つ抜けていることは、どのくらいの水準まで我々は消費が許される

のかということです。サステナブルな消費水準をどこに設定するかということは、これは長い間

議論がされていて、いろんな意見があるのですが、大体国際的には落ち着いてきて、先進国はこ

のマテリアルの消費水準の半分に減らさないとだめだとなっています。だからその辺のところが

日本の循環型社会作りの議論から全く抜け落ちているところです。だからヨーロッパのほうは相

当議論をしてターゲットを設定しているのです。しかし、ここはものすごく激しい議論になると

ころで、この場で議論するべきことではないのですが、頭の片隅にぜひ持続可能な消費水準の議

論をいつかはやらなくちゃいけないということを置いておいてください。 

中原先生、何かコメントありますか。先生の専門だと思いますので。 

 

〇中原委員 

山本先生が今おっしゃった、どこまで私たちは消費できるのかっていうのは限界消費量をヨー

ロッパの場合はちゃんと決めているのです。エネルギーであれば 2050 年までに 80％から 90％削

減するとか、塩素系の化学物質を使うものに関しては 100％なくせということです。そういう具体

的な数値目標がないと、この SDGs の 17、そして 169 の項目を具体的にどう消費を変えていくの

か、ライフスタイルを変えるにしても、ではエネルギーが 10 分の 1 しか使えないといったら電車

に乗るのもだめだし、消費者庁まで来るのも来れないというかたちになるんだろうと思います。

そういうものを前提としながら何ができるのかという具体的な目標に従って、そのためには国を
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挙げてどれだけ消費できるのかという数値を出すことをまずやらないと、絵に描いたきれいごと

の話で終わるのかなというのは懸念いたします。 

 

〇山本座長 

当然、開発途上国は一人当たりの資源消費、エネルギー消費は増やしていくということですけ

れども、特にこの先進国工業国で大幅に削減しないと地球全体ではもたないということですよ

ね。 

何かコメント、あるいは御質問等ございましたら。大変よくまとめていただきました。はい、

どうぞ。 

 

〇生駒委員 

大変良く整理していただいて、理解できたのですが、今 2 ページ目のこの黄色い丸の、経済が

頭の中いっぱいになっているような方が国のトップに立たれるような事態になって、直面して

ちょっと面食らっている私たちだと思うのです。一方で、国連でこのような非常に理性と良識に

あふれた決断、判断、分析でこういう座組みを作ってくださっているのはすごく救いだなとは思

うんです。しかし、本当に絵に描いた餅に終わらないために、一方でこの黄色い経済の肥大化し

た人たちもこの地球に共存しているわけですので、そういう人たちと同じ時代を生きていて、

我々が SDGs のゴールに向かってどのように歩を進めていくと良いと河口さんが今お考えになっ

ていることは何かありますか。 

 

〇河口委員 

まず一つは、最近エシカル消費もそうですけど、ESG 投資家の人たちには SDGs をベースに

ESG のクライテリアを作るというのが一つ始まっていることなのです。投資家も社会的課題は何

かと設定し、それに対して企業の取組はどうかと、そのインパクトを考えます。自分で勝手に社

会的課題を設定するのは独りよがりになるので、SDGs というのは共通言語で世界中どこに行って

もわかるので、これをベースラインとしてクライテリアを作っています。そうすると企業のほう

も中長期戦略を考えるうえで SDGs から外れるような戦略はできないわけですよ。それぞれの国

がそれぞれちゃんとアクションプラン作ってくるので、ここから外れるようなことをこっそり途

上国でやろうとしても、途上国のほうはルールを決めちゃいました、外れる活動はだめですみた

いな話になってくるので、ＳＤＧをつかった評価を大きな枠組でやりましょうというような話を

昨今いろいろなところでしています。 

 

SDGs をベースに自分たちのビジネスモデル、投資の在り方を考えていこうというのが始まって
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いて、それがまだ消費者のほうにまでなかなか届いていないし、SDGs と言葉を聞いた瞬間みんな

消費のものとは違うと思ってしまうので、そこが届いていないから、いかにブレイクダウンをし

て、その中の要素で消費者にアピールするようなところをうまく説明するかと思います。消費者

に説明する際に、単に日本国内、独りよがりの話ではなく、グローバルな課題とちゃんとつな

がっているんだというような説明の仕方をすると、より影響力も持つし、世界とこういうかたち

でつながれるとなると思います。 

それからもう一つ、この頭の中が経済でいっぱいの人が大統領になってしまったのですが、か

たやアメリカでつい 2、3 日前に南部でものすごい竜巻が発生して、何十人も人が死んでいると

か、カリフォルニアは 7 年ぐらい干魃（かんばつ）で大変なことになっている。干魃（かんば

つ）で大変なことになっているから、おととし、カリフォルニアの議会では CalPERS と CalSTRS

という二大年金基金に対して、石炭関係に投資するのを議会で禁止してしまったという動きが出

てきています。トランプ大統領になっていろいろなことが後退するから、逆に投資家とかがもの

すごい先鋭化しているようです。ほっておくと大変なことになるから、自分たちがやらなきゃ

と。なので、トランプのマイナスをどう跳ね返すかみたいな別の勢力の動きというのがある意味

で加速化していくというところに油断はできないのですが、期待はしたいです。それから、本当

に災害が増えてきたらトランプが言っていることやっていたら本当にひどいことになるのではな

いかという、そちらのリスクのほうが高まっているような気もします。経済優先できてここまで

自分の首締めちゃって、本当にそれが経済と自分の首が締まっているのがつながってない人がこ

れから、あんまりよくないことですけど、つながってきちゃうかなと思います。それは一般の消

費者の人にもそういった大雪になっていたり、ここはいいですけど、鳥取はすごい大雪で大変と

かいうことがありますので、だんだんこれが、自分たちが気候変動とかで問題を起こしているが

原因なのか？みたいに思う人が増えると、エシカル消費も当然やらなきゃいけないよねと変わっ

てくるのかなというのは期待しています。しかし、何となくそうなるとは思うんですが、やはり

こういうところでオーケストラの指揮ではないですが、うまく皆さんの意識を盛り上げてうまく

つないでいくプロデューサー的なことをしないと力にはならないので、逆にこういう場がそう

いった指揮者的な力を発揮できるのではないかと期待しております。 

 

〇山本座長 

はい、どうぞ。 

 

〇足立委員 

一つ前の話になりますけれども、消費をどこまでしていいのかということに関しては、この河
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口さんに御紹介いただいた資料の中の 6 ページですよね。このエコロジカルフットプリントがま

さにその図なわけですよ。この 1 というのが地球の大きさですから、この中でやらなくてはいけ

ないわけですよね。これは地球全体の平均ですけれど、今 1.6 ぐらいですけれども、これ、日本の

消費レベルでいくと大体 2.3 だったか 4 だったかぐらいになるのです。アメリカとかもう少し多い

ですけども。そうすると明らかにそれは日本が少なくとも地球の中でやるためには、今の 2.3 分の

1、2.4 分の 1 ぐらいに全体の消費量を落とさなければいけない。そこが、これはもう随分昔から

実は言われていることなのです。 

私、実は中原先生がおっしゃったことに大変申し訳ないんですけど、一つ違和感があったので

すね。パリ協定はこのことを逆に見据え、2℃に抑えるために CO2 の排出量を 2050 年ぐらいには

もうゼロにしなきゃいけないというバックキャスティングで合意ができたのです。もちろんその

ためには私たち CO2 の排出量を減らさなければいけないですけれども、省エネももちろんしたほ

うがいいとは思いますけれども、実は別にそれでエネルギーを全く使えなくなるわけじゃないの

です。それは再生可能エネルギーへの切り替えを進めていけば、加速していればいいだけの話で

あって、そうすれば、ここに電気自動車で来れば、あるいは再生可能エネルギーで電気を供給す

る地下鉄で来ればいいだけの話です。しかもそれは技術的には完全にアベイラブルです。太陽光

パネルの価格もこの 5 年間で 3 分の 1 に落ちているのです。そういう環境が変化したにも関わら

ず、まだ石炭火力発電を作るようなことをしているというところが、これいかにも、これも河口

さんが今日の 2 ページ目のわかりやすい絵のように、そこが問題だったのです。これは私、決し

てどこかの国の大統領の頭の中じゃなくて、今の日本のほとんどのビジネスピープルの頭の中が

これになっていると思います。なので、やはり私たちがここで言わなきゃいけないのは、ここま

でなんだと。ここまでしか消費を増やせないんだ、あるいはここまでに下げなきゃいけないんだ

と。もう数字はいろんなものが出ています。SDGs の中で正確な名前は忘れましたけれども、SDG

インジケータ（SDG indicators）というものがありますよね。その中でかなり細かい数値目標があ

り、まだこれは完璧なものではなくてもう少し修正していかなきゃいけないと言われていますけ

れども、かなり定量的なものが出ています。そういう科学的に、あるいはマルチステークホル

ダーで議論されて合意されたような限界を越えちゃいけない、その中でやろうねという、そうい

うことをやはりこういう場所で確認するべきです。恐らく、頭の中がこの真っ黄っきの人たちの

中で議論していただくと、いや、それは無理だよという話になっちゃうので、そうではない左側

のきちんと地球が一番ベースにあるという考え方の中でしていくことが必要だと思います。そこ

をぜひこの場でやりたいということです。 

 

〇山本座長 
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ありがとうございます。その他。はい、どうぞ。 

 

〇中原委員 

一つ付け足しておきたいことがあるのですが、消費の問題を考えるときに、過剰消費の定義

が、これはドイツのブッパタール研究所が出しているものです。過剰消費というのはいわゆる物

理学的、生物学的に見て持続不可能であることだそうです。それに対して、ここで SDGs のター

ゲットの目標 1 がありますけど、貧困って何だろうかといったときに、これは社会的に持続不可

能になってくるという問題。かたや物理学的、生態学的に持続不可能。貧困は学校にも行けな

い、人権も無視されるという社会的にこれは持続不可能になってくる。この辺の違いを私たちは

よく考えております。そういう意味では今日の河口さんのレクチャーの中にありましたけれど

も、まさにこの 17 の項目というのはエシカルを考えるうえで、もしくは生駒さんのファッション

を考えるうえで非常に重要で、例えば、1 番から 4 番まで考えると、全部当てはまってくるような

感じがします。ぜひエシカルの中でこれを積極的に活用していきたいと思います。 

 

〇山本座長  

ありがとうございました。時間が限られておりますので、次にいかせていただきます。 

次は消費者意識調査の結果につきまして、事務局からこの調査の結果について簡潔に御報告を

お願いしたいと思います。 

 

〇金子消費者教育・地方協力課長 

前回の研究会で意識調査の質問についても御議論いただきましたけれども、実施しまして結果

がまとまったということで、概要を御説明したいと思います。お手元の資料の 4 に基づいて御説

明をいたします。 

まず調査の内容でございますけど、資料の 3 ページを見ていただければと思います。そちらご

ざいますように、調査対象は全国の 15 歳から 65 歳の 2500 サンプルについてウェブアンケートに

よって 12 月に実施したものということでございます。内容は時間の制約もございますので、本当

にかいつまんでの御説明になります。 

まず、ページを飛んでいただいて、10 ページを開いていただければと思います。ここで聞いて

いるのはそもそもエシカルに関連する用語の認知度を確かめようということです。結果としてエ

コやロハスといった用語に比べるとはるかに認知度が低く 1 割に満たないような状態になってい

るということでございます。 

次にまた飛んでいただいて 12 ページでございます。エシカル消費に対して興味があるかどうか

というのを問うたものですけれども、これで見ますと、昨年のデルフィスさんの調査のデータを
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紹介いただきましたけれども、そのときと同じような傾向で、やはり 10 代、20 代の若手の関心が

他の世代に比べて、高齢というか 50 代 60 代が一番高いのですが、それに次ぐ関心度の高さとい

うのが確認できたということでございます。 

次の 13 ページでございますけれども、じゃあ実際に行動しているのかということを問うたもの

でございます。これで言いますと、先ほど言った関心の高かった 50 代 60 代の世代では、関心も

高いし実践もしているという感じなのですが、若い世代 10 代 20 代については相対的に実践の度

合いのは低いという結果だったということです。 

またページ飛んでいただいて、16 ページでございます、これもそういったエシカルな商品につ

いて購入したことがあるかとか、今後の購入の意向について聞いたものということですけれど

も、購入の経験あると答えた層というのは全体で大体 3 割ぐらい。今後の購入予定というのも含

めると、6 割強と感じになります。傾向として、年齢が高くなるにつれて購入の意欲は高くなりま

す。 

次のページに、生活用品なのかぜいたく品なのかによって購入の意向が変わるのではないかと

いう御意見をいただいて問うたものです。やはり食料品とかそういう生活に密着したものに対し

て購入の意向が高めに出ているという結果になりました。 

そのあと、22 ページでございます。購入を検討している層に対して、なぜそういった行動を取

るのかということですけれども、一番多かったのが社会貢献につながるということに魅力を感じ

ているということです。その他、環境に配慮といったことを意識して、そういった商品を購入し

てみたいと答えているということでございます。 

次に 27 ページでございます。こちらで聞いたのは、要はエシカルな商品に対して、通常の商品

よりどの程度割高でも許容できるかということを聞いたものですけれども、4 割ぐらいの人が同額

までと言っているのですが、一方で 5 割を超える人が 1 割ぐらいまでなら割高でも許容できると

答えているというのが今回わかったということです。 

33 ページを見ていただければと思います。購入したくないと言っている人に対してどういう理

由で購入したくないのかを問うたものです。ここで印象に残るのが、価格が高いというのは想定

される答えだと思うんですけれども、それ以上にこの商品が本当にエシカルなのかどうかわから

ないという意見の方が多いです。三つ目のところもどれがエシカルな商品、サービスなのかわか

らないというものが続くということですので、そういった情報をどう消費者に伝えるかというの

が、例えば次の議題である最終報告のまとめ方であるとか、その後の活動への示唆ということに

つながっていくのかなと印象を持っております。 

最後に 37 ページでございますけれども、これはそういった商品、サービスを提供する企業のイ

メージが向上するかどうかという問いを聞いたものですが、大体 7 割弱の人がそういうイメージ



24 
 
 

の向上につながると答えたということでございます。駆け足でございますが、説明は以上でござ

います。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。たくさん御質問があるかと思いますが、いかがでしょうか。おおむ

ね予想どおりというか、あまり我々の予想に反したような結論は得られていないですよね。 

 

〇金子消費者教育・地方協力課長 

ええ。 

 

〇山本座長  

はい、どうぞ。 

 

〇西村委員  

単純な質問で申し訳ないのですが、48 ページのような最後のページのエシカルという言葉を

知っている人の行動を見ているわけですね。それが全体として、母数が大体 1500 ぐらいというこ

とで、これはエシカルの言葉を知っているかという最初の質問に対して聞いて、4 割は知らないと

答えているから、大体 6 割の方が知っていて、そこが 1500 になっているということだとまず理解

しました。 

一方で、12 ページのエシカルについての興味というところで見ると、非常に興味があるとある

程度興味があるっていうのは両方足すと全体で 35.9 ですから、36％、4 割弱ということですよ

ね。ということは、言葉は知っているけど、興味がないという人は差だという理解でいいかとい

うことが出てきます。 

もう一つは、これは調査してないから仕方ないことで、推測もできませんが、一番いいのは興

味を持っているっていう人がどういう行動を取っているのかということで、クロスで存在しても

らえば何かまた新しいものが出てくるかもしれませんが、このエシカル消費をしない方たちの言

葉は知っているけどしないとか、興味を持っているけどしないという人たちの、エシカルな行動

を取らない理由というのがどこにあるかというのがここではわからないという理解でいいでしょ

うか。何か推量できるものがあったのかとかそのあたりですね。これは個別の調査なので、トー

タルでどう理解をしたらいいかというのが難しい側面があるかというところです。以上でござい

ます。 

 

〇金子消費者教育・地方協力課長 
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それではお答えしたいと思います。まず、エシカルの言葉は知っているけれども興味を示す人

はそれに比べて少ないという理解なのかどうかという、最初の御質問ですけれども、48 ページの

問いで言うエシカルに関する言葉を知っているという、その言葉を知っているの定義というの

は、10 ページにある最初の問いで、例えばロハスという言葉も含めて、関連する言葉を何らかの

かたちで知っている人ということですべて拾いましたので、そういう意味ではエシカルであると

かエシカル消費という用語を知っている人に比べると、実際にエシカル消費に対して興味がある

人は相対的に高いと見てもいいのかもしれません。ですので、知っているけれども興味がないと

いうことにはただちにならないのかと印象を持っています。 

もう一つの、クロスで見たときにどうなのかという御質問だったと思うのですが、これについ

てはどう言えばいいのかな。 

 

〇山本座長 

買わない理由は 35 ページではないですか。 

 

〇金子消費者教育・地方協力課長 

そうですね。先ほど申し上げた 33 ページ以降のところで買わない理由を調べたものがございま

したけれども、その中で一番のクロスをしたものがございます。例えば、エシカルの関心度に関

する他の問いで、実践しているとか興味関心があるというものを取っています。これがそのもの

ということです。要はこの母集団はエシカルの商品、サービスを購入したくないと言っている人

がどうして買わないかと問うているので、そういうものはこのグラフで出ています。逆にしたく

ないということではなく、興味関心であるということであると、そういう層をクロスで取るとい

うことは同じように興味ある人に対してクロスで取ったものというのはこの下のエシカル関心別

というところにデータが出ていますので、同じようなかたちで集計してみることはできると思い

ます。見てみようと思います。ありがとうございます。 

 

〇西村委員 

ありがとうございます。 

 

〇山本座長 

はい、どうぞ。 

 

〇足立委員 

質問ですけれども、まずは大変興味深い結果をありがとうございました。この年代別にかなり
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明確な傾向が出て非常に興味深く思ったのですが、地域別はいかがでしょうか。あるいは、都市

と都市でないところで何か差はありそうでしょうか。 

 

〇金子消費者教育・地方協力課長  

地域別については、例えば、関東とかブロック別では集計可能です。そのデータというのは実

はもらって見てみのですが、やはりそういった地域ブロック別で見たときの差というのはあんま

り目立ったものはなかったかなと思います。確かに大都市と小規模の都市を分けけられるともう

少し面白いことができたのかもしれないですけども、それは難しそうでございます。 

 

〇山本座長 

鳥取や徳島でエシカル購入をやりたいという人の数がたくさんあるというデータはないのです

か。 

 

〇金子消費者教育・地方協力課長 

もちろん都道府県別に集計することも可能ですけれども、問いによっては十分なサンプルが得

られずに本当に統計の誤差が大きいかもしれないということもあります。それは目をつぶるので

あればそういう集計してみることは可能だと思います。 

 

〇山本座長 

はい、どうぞ。 

 

〇清水委員 

今回の結果を見て、当たり前の感じじゃないかと先ほどお話ありましたけれども、私はすごく

明るい光が見えたと思いました。といいますのは、去年私が事業者へのアンケート結果を報告し

たときに、エシカル購入、倫理的消費に対する消費者の認識がまだ低いのでニーズは少ないので

はないか、消費者がエシカルになれば企業も変わるという意見が結構ありました。今日の結果を

聞くと、「これからの時代に必要」「エシカルは企業イメージアップにつながる」と答えている

方がたくさんいらっしゃいます。 

逆に言うと、本当にエシカルなのかよくわからないとか、まだ知らなかったという段階の方が

多いようですので、エシカル消費についてよく知って、本当にエシカルなものが選べるラベル等

が普及すれば、消費者は、そういうことをやっている企業がいいと思うだろうと読み取れます。

消費者の認識が変われば、企業もどんどんエシカルな商品を作って市場に出していき世の中が変

わっていく、というような動きになるのではと感じました。 
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〇山本座長 

はい、ではもう一つ、それで終わりにします。どうぞ。 

 

〇小倉委員 

私のところでも昨年の 12 月のこの会で自分たちの取ったアンケート調査の報告をさせていただ

きました。そのところで 3 点ほど申し上げたいと思うのですけれども、先ほどの 35 ページで、な

ぜ本当にエシカルかどうなのかわからないというお話がありましたけれども、そこを私どもも聞

いておりまして、なぜ買わないのかという理由に関しまして、そこの企業が信用できないという

数字が高く出ていたというところがあります。その頃、企業の不祥事が続いたりして、その企業

に対しての本当に善意が生かされているのかどうか信用ができないというところが一番高く出て

いたというところが興味深かったところです。それと、企業努力がストレートに消費者に伝わっ

ていなかったということも挙げられておりましたので、そういったところが善意が生かされてい

ない、消費が本当にエシカルかどうなのかわからないというところにもつけ加わってくるのかと

思いました。 

それと、普通の消費者の人たちにとりまして、エシカルとか倫理的消費というのはなかなか身

近な言葉ではないけれども、50 代、60 代を中心にして、日々のところではいろいろな消費行動が

行われています。ハードルを低くして間口を広げていくということも、とても大切なことではな

いのかと思いました。 

社会貢献についてですけれども、社会の役に立っているという消費者の思いもありますけれど

も、消費者が企業に対して社会貢献をしていないところは買わないよというプレッシャーを与え

ていくことも必要なのではないかと感じました。以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。まだ御質問等あるかと思いますけれども、時間が押しておりますの

で、大事な最終報告書の構成案については課長のほうから御紹介ください。 

 

〇金子消費者教育・地方協力課長 

はい。それでは、最終報告に関しての御説明をしたいと思います。次回が最終回ということ

で、最終報告書をまとめようと考えているわけでございますけれども、それをどういうかたちで

これから事務方として準備したらいいかということで御意見をいただければと思います。現段階

での我々の考え方としては、昨年度 6 月にまとめました中間取りまとめの概要ということで 1 枚

横長の絵を併せて配布させていただきましたけれども、これに今年度議論したことを書き加えて



28 
 
 

いくようなかたちで最終報告書を構成してみようということを考えております。具体的にどうい

う加筆をするかというのを、以下、下線を引っ張っているところが新たに書いていくことになろ

うと想定しているものです。例えば、2 章の倫理的消費の定義に関わるような話であれば、本年

度、アニマルウェルフェアの議論もしていただいて、これも倫理的消費の一部じゃないかという

ことでございますので、これを具体例として加えていくことであるとか、日本語表記の募集もし

て、結局いろいろな意見が出て一つに絞りきれないという話ではありましたけれども、これも消

費者がどういうイメージを持っているかという情報としては有用かと思いますので、2 章の中に書

いていくのかなということを考えております。 

3 章については、大きく変わるところはないと思うのですが、4 章、今後の普及に向けてという

ところで、特に、先ほど御説明した、ウェブアンケートの結果をきちんと文章にしようというこ

とを考えていて、その中で特に、推進方策への示唆として、本当にエシカルなのかどうかわから

ないとか、どれがエシカルな商品、サービスなのかわからないとか、そういった信頼度等に関わ

る意見が多いことに対して、どう対応していくのかというのが考えなければいけない点ですとい

うことをまとめていくのかなと思います。 

具体的にどういった方策を書いていくかということですけれども、これまでの議論の中で出て

きたものとしては、国民への啓発や議論を喚起していくということで、これまでやってきたエシ

カルラボについても引き続き来年以降も継続していくとか、あるいは中原委員から協議会の動向

について説明があると思いますけれども、そういった民間の中で出てきているような動きと我々

行政側もきちんと手を取り合って、そういった推進のための啓発活動を行っていくということで

す。括弧書きの中に書いているのは、思いつきで書いたものなので、これは実際に中原委員から

御報告を受けて、どういったことを協議会の中で考えておられるのかということを踏まえながら

書いていこうかというイメージです。学校教育についても、若い世代への教育、啓発というのが

重要ということが改めて裏づけられていると思いますので、それを消費者教育の一貫の中で取り

入れられることを取り入れていくとか、あるいはそのために教育の事例を収集したり、教材等を

作っていく必要もあるんじゃないかということです。 

最後に信頼度に関わるものとして、今の中間報告の中でも書いてございますけれども、企業が

どういう意味でエシカルなのかということを説明するようなもの、ウェブサイト上でも構わない

と思うんですけれども、そういった情報を開示していただいて、そういったものが消費者の目か

ら探せるようにしていただくということです。それを助けるために、例えばこれまでの議論の中

で、認証ラベル等もさまざまのものがあって、なかなかどういったものなのかというのがうまく

伝わっていないのではないかという意見もございますので、そういった探すための情報を資料に

集約をするといったことをやってみるとか、そういったことが方策として考えられるのかなとい
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うイメージを現段階で持っております。 

その他、こういったことも入れ込むべきではないかといったことがあると思いますので、この

場で御意見をいただければということでございます。説明は以上でございます。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。最終報告書をどうするかということで、たくさん御意見があるかと

思いますが、若干時間を取って皆様の御意見をいただきたいと思います。どなたからでも結構で

すが、いかがでございましょうか。 

 

〇潮谷委員 

今、お話を伺いましたが、今日の人と地球の環境を見直そうという項目がまずきちっと入ると

いうことが、エシカルの問題を自分のこととして考えていくことにつながっていくと思います。

それから、この報告書を一般的な層に向けてやっていくのか、どこの層に対してのアピールをし

ていくのか、そこあたりのことは初めの段階のところで明確にしておくということも必要ではな

いかと思います。 

それから、この倫理的消費のところで、少し具体例を追加すると書いてございますけれども、

エシカル・ファッションというのは、そういうところまで関わりがあったのかと思いました。で

すからもし追加をしてくださるということであれば、特に女性層がやはりエシカルを考えていく

うえでは非常に比重の多い部分ではないかなと思いますので、具体例の中には少しそういったも

のも入っていくということが大事かと思います。 

認証に関しては、現段階で、認証というものが外側にはあんまり見えていませんし、それから

認証の透明性というのがわからないからこそ、先ほど行政でなされたアンケートの中で出てきて

いる結果ではないかと思いますので、その辺の御配慮もちょうだいしたいと思います。以上で

す。 

 

〇山本座長 

ありがとうございます。じゃあ、島田先生。 

 

〇島田委員 

私も潮谷委員と同じ思いを持っておりまして、先ほど第 4 章の 2 の、本当にエシカルなのかど

うかわからないという声にどう対応していくのかという問題がありましたけれども、私は本当に

エシカルなのかどうかわからないから買わないという層というのは、かなりの部分が、恐らくエ

シカルというものの必要性をあまり実感していないというところがやはりあると思います。そこ
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を実感すれば、わからなければ自分で調べて買うとか、自分なりにこっちがいいのではないかと

思って買うとか、だから買わないという選択にはならないと思うのです。だから、そこが非常に

大きな問題としてはあるのではないだろうか。だからこそ、潮谷委員のおっしゃったように、冒

頭にきちんとその意義を伝える内容が必要ではないだろうかと思いました。 

それから、調査結果の要約がこの 4 章に取り込まれていくのだろうとは思いますけれども、私

が気になったのは、調査結果の報告の中の 7 ページですけれども、エシカルな行動の実践経験が

長い人というところの最後の部分で、マイ箸とか省エネが上位であるから、まず手軽に実践でき

るものをアピールすることが有用というところがございます。確かに、非常に大事な視点ではあ

るのですが、一方で社会がどう変わっていくのか、誰が社会をリードしていく層なのかというと

ころを考えたときに、やはりこのエシカル・ファッションやそういったところに関心を持ってい

る方が非常に大きな力を発揮すると思うのです。そういう人たちが、節電、省エネ、さあ、やり

ましょうと盛り上がるかというと、これが決してそうではない部分があって、そこで二つの方向

性をきちんと意識しながら進めていかないと、なかなか社会全体が動いていかないのではないか

と思っております。 

それから、その 4 章の 3 の 3 の学校教育の部分です。私も教育の関係でいろいろ、やらせてい

ただいていますので、非常にここは大事なところだと思うですが、やはり、この教材、啓発資

料、事例収集は非常に大事だと思います。今、次第に学校の先生方のこの問題に対する関心が高

まっておりますけれども、授業にするときに、子どもたちにわかりやすくエシカルのモデルを示

すときに、一から自分で探さなきゃいけないというところで非常に苦労するのです。このサイト

にいけば、そういういろいろな資料、統計資料からいろんな実践例からいろんなものが手に入る

というところをわかりやすく示していくということが、この教育を普及するうえでは非常に大事

だと思っております。以上です。 

 

〇山本座長 

はい、その他、どうぞ、足立さん。 

 

〇足立委員 

少し重なるところございますけれども、私も、なぜエシカル消費が必要なのかということにつ

いては、かなり丁寧な説明が必要かと思っています。実は、一つの理由は、もしかするとエシカ

ル消費もしくは倫理消費という言葉が、若干誤解を生むかもしれないからです。つまり、「そう

いうことは倫理的であるけれども、でも倫理的であることを気にしないのであれば別にそれをし

なくてもいいよね」と誤解されかねないと思うのです。もちろん倫理的な部分から、あるいは他
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者に対する共感から、そういうことをしようというのは非常に重要ですけれども、今日の河口さ

んのお話にあったように、そもそも持続可能という観点から、それをしなかったら結局は自分た

ちのところに戻ってくるんだよ、自分たちの生活が続かなくなるんだよというところは、やはり

必然性として必要だと思うのです。あるいは、生駒さんのお話でもございましたけれども、やは

りそういうことをしないと、もはや世の中から、他者から、受け入れない、評価が下がってしま

うというような部分も出てくるわけです。なぜその部分を強調するかというと、先ほど言いまし

たように、ちょっと若干ミスリードする可能性があるわけです。 

あともう一つは、徹底的にエシカル消費をしようとしていくと、若干の不便や苦労したりとい

う部分も出てくると思うのです。つまり自分が今までしたかったことを少しあきらめて不便に

なったりしてでもやっぱりやらなきゃいけない、そうしないと本当の意味でエシカルにならない

部分があると思うのです。「そうであっても、していこうよ」と呼びかけをするためには、やは

り必然性を非常に丁寧に説明する必要があるのではないかと考えております。 

 

〇山本座長 

はい、それじゃあ、平井委員。 

 

〇平井委員 

山本先生、また岡村長官をはじめ、多くの皆様にいろいろと導かれまして、この最終報告の段

階まできたことに、感謝を申し上げたいと思います。私ども鳥取県でも末吉委員などいろいろと

お手伝いをいただきながら、県内でのいろいろな啓発活動を進めてまいりました。来年に向けて

はエシカル大使というのを子どもに任命しようとか、それからエシカル大学のような消費者教育

の場を作ろうとか、今、予算編成の中で検討しているところであります。そうした意味で、この

（3）にありますけども、学校の教育などを通じた消費者の意識向上、これが大事だと思います

が、国のモデル事業になるようなものです。セッティングを考えるとか、政府の審議会でありま

すので、やはり政府の施策について提言する部分も、もう少しはっきり書いてもいいのではない

かという気がいたします。 

もう一つですが、（4）のところに関連するんですが、結局売れなきゃしょうがないということ

でありまして、そういう認証事業だとかポータルサイトがございますが、それと合わせて、そう

いうマーケットを成長させよう、育成しようと、お店の方で取り扱ってもらえるように、イオン

さんも、今回いろいろな御協力があるわけでありますが、そうしたことをもっともっと推奨して

いただけるとありがたいと思います。 

今日、潮谷委員もいらっしゃいますが、熊本で大きな地震がありました。私ども鳥取県も、
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今、災害続きでございまして、今日実は私は雪の現場からやってきたばかりで、今日やっと全線

が開通して除雪ができました。ただ、ネギが葉折れという被害がございます。こういうものが非

常に農家を痛めるのです。私どもは熊本と同じように地震があったわけでありますが、私ども

は、くまモンのようなスーパースターがいないのです。ですから、とりあえずアイデアをぶちま

けて、メディアに取り上げてもらうようなこともやりました。梨が落っこちて落下被害があった

のですが、落っこちなかった梨もあるのです。今、センター試験もありまして、大事でございま

す。絶対落ちない、そういう落ちない梨、合格まちがい梨とかけております。しかも値段も 3939

円というサンキュー、サンキューの感謝の気持ちとサクラサクになっております。これでどうだ

ろうかって結構売れたりしました。それからワイン蔵が地震で揺れまして、山ほどワインが割れ

てしまいました。ただ、この割れなくて残ったワインで何とか今年の分を稼がなきゃいけない。

その残ったワインを紅白めでたいものを 11 月 22 日のいい夫婦の日に売り出したのです。絶対に 2

人の仲は割れないという、ハッピーハートで 8810 円で売り始めました。こういうポリシーでやっ

ているわけではないのですが、とりあえずそうやって、くまモンがいない分を補おうとしていま

す。ネギも今、何か売ろうとしておりまして、ただ、傷ついたネギだといって決して値切ること

なくやっていただきたい、ねぎらいの気持ちでということで、これもいわば半端もんでないです

けども、わけあり商品で売るようなことを今考えようかなと思っています。ただ、こういうもの

もマーケットがないと、被災地に届かないのです。ですから、マーケット作りにもこの（4）の中

で記述をしていただけるとありがたいと思います。 

 

〇山本座長 

大変重要な御指摘いただいたと思います。国のモデル事業とか、エシカルマーケットをどう

やって成長させるか、これはぜひ盛り込んでいただきたいと思います。はい。その他に。じゃ

あ、大和総研の河口さん。 

 

〇河口委員 

ありがとうございます。多くの委員から、私のプレゼンで使った、そもそも地球の関係という

ところが重要だという御賛同いただいて、大変うれしいです。何でこれを入れたかというと、い

ろいろなところで CSR、ESG 投資の話をしているのですが、仕組みはわかったけれど、そもそ

も、なぜやらなきゃいけないんだといって、最後までよくわからない人がいて、理解できるけれ

ども納得感がないと言うのです。なぜかなと思うと、地球環境の状況がこんなにひどいというこ

とを知らないので、何でそのためにやらなきゃいけないのかなと言うのです。なので、やはり、

そこの共通認識を持たないと、先ほども、倫理でいいけど、僕はそんな倫理的じゃなくてもいい



33 
 
 

という人には響かないということですので、そこはある程度、なぜやらなきゃいけないのか、そ

して、やらなきゃいけないっていうところに、ぜひ、SDGs のような流れがあって、もうただの気

持ちだけではなく国際的なルールやいろいろな企業の取組として、実際にそういう波が来る。そ

の中で消費者というのは非常に大きな力を持ち得るというようなことがわかるように、最初の初

めにか 2 章のところに、ぜひつけ加えていただいて、そういう流れがあるという、ものすごい大

きな潮流であるというようなことを入れていただきたいと思います。 

あと、4 章になるのですが、アンケートで、前もちょっと申し上げたのですが、エシカルといわ

れて、マイバッグというのは盛り下がるからどうなのという話もしましたが、やはりマイバッグ

というのがわかりやすいから入っちゃうんだろうなとも思います。でも、エシカルといわれて、

マイバッグ、また、あれそれだけでいいの？みたいな、何か「倹約のエコなやつ」みたいに思わ

れてしまいます。できれば事例のところで、もっとびっくりするとか、わくわくするような事例

の案で、例えば、アフリカで LIXIL がやっている無水トイレみたいなものが途上国あるよとか、

それは単なる支援ではなく、これから災害が増えてきたら無水トイレなんて日本でも使えるかも

しれないし、いろいろな可能性がある。それから身近でやる気になるもの、エシカル・ファッ

ションの話もそうですし、先ほどお話があったように、若い人は洋服もブランド品をシェアして

毎月 7000 円ぐらいで取っ換え引っ換え着るのを楽しむということうをやっています。それは結

局、資源の消費量は減っていて、でも満足度は高まるからいいじゃないかとか、ライドシェアみ

たいなものも実際始まっているので、どちらかというと、マイバッグなんかよりもエシカルとい

うとライドシェアとかシェアリングエコノミーで Uber とかそっちのイメージも強いと思いますか

ら、もう少しわくわくするようなものをぜひ入れてください。今、知事もおっしゃって、私も今

朝、やるなあ、と思ったのですが、今朝雪でイチゴが凍ってだめになっちゃいました。あれをど

うにかジャムにするとかジュースにするとか、災害だけれども、災害だから捨てちゃうのではな

く、それをどうにか取ってきて別の商品にして、付加価値をつけて売れるような仕組みをいろい

ろなかたちでできれば、それはそれでいいじゃないかということです。そうしないと、本当は食

べられるものを捨てるというのは、食品ロスの削減ということにも関わってきます。そういった

ところでわくわくするような事例を集めていただいて、アイデアでいいんですけれども、そう

いったこともエシカル商品で考えていこうよという提案型の部分も入れていただければと思いま

す。 

 

〇山本座長 

ゼロエネルギー住宅も入れた方がいいな。 
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〇河口委員 

そう、いっぱいあると思います。そういう楽しいものが。 

 

〇山本座長 

では、柿野さんからいってみましょう。 

 

〇柿野委員 

先ほど平井委員から鳥取県の取組についてお話がありましたが、今、地方自治体が、エシカル

消費ということで少しずつ動きが出てきていると感じています。例えば、神奈川県でエシカル消

費に関する映像を作っていたり、京都府でもエシカル消費の調査をしていたりします。地方自治

体の取組を一層促していくように、国でのモデル事業ということも先ほどありましたけれども、

地方自治体の取組を促していく方向性をこの中に示すことが重要だと思います。特に、消費者教

育推進法に基づいて、消費者教育推進計画が都道府県で義務規定になっていますが、その中でエ

シカルという言葉を入れている自治体も出てきているように思いますので、そういったところで

も地方自治体での推進を一層促すような方向性を示していけたらと思います。 

あともう一点ですが、昨年、政府でも SDGs 推進本部が立ち上がり、昨年末には実施指針が出

ています。そういった政府全体の動きに対して、今回の研究会成果を生かしてもらえるような位

置付けになっていったらいいと思います。以上です。 

 

〇山本座長 

じゃあ、佐野委員。 

 

〇佐野委員 

まずは先ほど河口さんが説明してくださった 2 ページのところはやっぱり非常にわかりやすい

と思うので入れていただきたいと思います。それで今回のこのアンケートで、エシカルを知って

いる人はたった 4.4％という結果が出ています。その中でエシカルだと思って実践しているのがマ

イバック持参というのが圧倒的に 79.3%、約 8 割です。これをカットするのはおかしいと思う。

マイバックでもいいんだ、これもエシカルな行動なんだというようなかたちで書いていただきた

い。今まで何十年もかかって続けてきたマイバック運動が、やっとここまで、8 割まできたんだと

いうことは、非常に重要な結果だと思いますので、入れていただきたいと思います。それから、

新しいことも必要ならば、それはそれで例としてプラスしていくのは、別に反対ではないです。 

もう一つは、本当にエシカルなのかどうかわからないというのが非常に多いのですが、私はこ

れは非常に重要なことだと思っています。エシカルだと思って買った製品が実は違った時、本当
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に信頼は地に落ちます。ですから、このエシカルかどうかわからないという答えをしている方々

のことを思い、それから私たちがこれからエシカル消費をしていくということを思ったら、正し

い表示は一番重要であって、それを見て買い物をしていくということが一番だと私は思っていま

す。そこの部分は忘れないでいただきたいと思います。第 4 章の（4）の表示や認証の透明性、信

頼性というのは非常に重要ですので、そのあたりをきちんと書き込んでいただきたいと思いま

す。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。時間が押しておりますので、次に、日本エシカル推進協議会につい

て、中原委員から御報告お願いします。 

 

〇中原委員 

それでは参考資料の 1 を御覧いただきたいと思います。2 枚目を開いていただきますと、我々、

2014 年の 5 月に日本エシカル推進協議会を設立して、山本先生を代表としてスタートしました。

その 3 年の歩みの中で、表紙にありますように、ダイナミックな国民運動として全国展開するた

めの活動組織を作ろうということで、2 枚目にあります、2016 年の 5 月に法人化のための準備委

員会を作りました。これが設立時の社員ですけれども、具体的には次のページにありますよう

に、昨年の暮れからつなぎまして今日現在 99 の法人、団体、有識者で、来月の末には発足できる

めどがつきました。こういう運営体制でやるのですが、我々が一番腐心したのは、じゃあ何をや

るんですかというところだと思います。事業については 5 ページ目にありましたように、短期、

中期、長期にわたって、それぞれ自治体に対して、企業、市民、そして社会に対して、また、さ

らにマルチステークホルダーというかたちで、我々は何を問いかけていくのかということで、6

ページ目から、とりあえずスタートした初年度の事業計画を 1 番から 7 番に至るまで考えまし

た。 

やはり一つの重要な柱は、エシカル教育をどう推進していくのかと、そして同時に人材育成が

大事だという話がこの委員会でもあったと思います。そういう意味ではエシカル教育、そしてエ

シカル検定のようなものを、ぜひ教材を作っていきたいと思っております。 

そんな中で具体的に問われるのが、やはり 2020 エシカルオリンピックの調達の問題でありま

す。この中においてエシカルのラベル、そして調達基準作りというものがないとだめだろうとい

うプロジェクトを考えております。そして何よりも大きな全国展開をやる推進力になるのが、エ

シカル大賞をぜひ作ってボトムアップでどんどん褒めよう、褒めて木に登っていただいて、企業

がより良い活動をしてくれればということを思っております。ですから、将来、ここに消費者長
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官賞なんて勝手に書いて、もらえるかどうかわかりませんけれども、こういうものをはじめ、

フェアトレードについてフェアトレードタウン、ディーセントマークや反スウェットショップと

いった人権の問題も含めてやる。もしくは、エシカルラボをやって、学校が学生たちと一生懸命

活動していたので文部大臣賞ぐらいいいのではないかと思います。最後は、別に平井知事のまね

をしているわけではないのですが、Our Ethical 大賞で、阿波の国と our を引っかけてやるのも徳島

でも面白いのかなと考えてみたりもしました。 

その中で、平井知事からもありました、8 ページ目にあります、エシカルアンバサダー・プロ

ジェクトということで、これは生駒チーフと話さないといけませんけれども、ステップバイス

テップでエシカルコンシェルジェという言い方がいいのが、エシカルオフィサーがいいのか、い

ずれにしてもそういうステップバイステップでブラッシュアップしていくような教育のやり方が

あるのではないのでしょうか。そして山本先生中心にやっていただいていますエシカル朝食会、

まさにマルチセクターのエシカル対話が期待できます。そしてさらにイギリスで発祥しましたエ

シカルトレーディングイニシアチブという考え方を、ぜひ日本の企業社会、企業文化の中に取り

入れることができればというのが、当面 29 年の活動目標として船出をしたいと思います。以上で

報告を終わります。 

 

〇潮谷委員 

質問よろしいですか。 

 

〇山本座長 

はい。 

 

〇潮谷委員 

中身を聞きました。だけど、やはり今のところ財源的なところが見えてこない計画ですね。財

源はどういうかたちで捻出をしていこうとされているのか。それから、この団体の中で、優先順

位を、何を最初にスタートさせて共有していこうとされているのか、財源とそのあたりのことを

少しお聞かせ願いたいです。 

 

〇中原委員 

絶対聞かれたくない質問だと思いますけれども、財源は、法人会員より個人会員のほうが非常

に多いですけれども、とりあえずはスタートしてみないと、法人のほうも、いったい何をこれは

する会だろうかと思っています。現在 500 万ちょっとの大変小さな予算からスタートするわけで

すけども、我々の活動が認められてくれば、次年度に期待したいと一応は思っております。最低
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でもやはり 1000 万ぐらいの財源がないと、事務局運営してこういう活動をやっていくには足りな

いんだろうと思っております。そういう中で、実績を積んでいく中で、協力しても良いよという

自治体や行政機関があれば、巻き込んでいきたいと思います。 

一番のポイントは、じゃあ、何を一番柱にしてやるんですかということです。とりあえずは、

エシカル教育という問題を一番のポイントに置いております。教育には次世代が担う人たちのた

めの教育と、同時に現場で先ほどのエシカルウォッシュ、エシカルマネーが多分出てくると思い

ます。そういうときに、これはやっちゃだめだよという部分をきちんと認識してもらうような、

市場の中での相対で消費者と接する部分の情報提供のやり方、そして情報開示の仕方みたいなも

のをテキストの中に織り込むことができればと考えております。 

 

〇山本座長 

それじゃあ、ちょっともう時間ありませんので打ち切らせていただいて、最後の話題でござい

ますが、グリーン購入ネットワークの電力についての取組を竹内委員から御紹介ください。 

 

〇竹内委員 

お手元に資料を配布させていただいておりますが、2016 年 4 月から電力小売りの全面自由化と

なり、家庭でも電力会社が自由に選べるようになりました。私が代表理事を務めておりますグ

リーン購入ネットワーク（ＧＰＮ）では、電気料金だけに着目して電力会社を比較してしまう

と、現状ではコスト的に有利な石炭火力発電所や原子力発電がより多くの消費者に選択されるこ

とになり、地球温暖化や資源枯渇等、未来の世代への負荷が益々大きくなっていく恐れがあり、

2015 年より「電力供給事業者情報提供研究会」を開催し、「電力のグリーン購入」の考え方を整

理し、電力会社の情報提供をホームページで行っています。それをまとめたものが皆様にお配り

している資料となります。成果として、①海外の事例と日本の取組の調査、②電力のグリーン購

入の考え方の整理、③電力会社の環境情報のとりまとめと情報の開示です。 

原子力発電所で事故があった福島県のある東北電力管内で契約可能な電力会社 23 社中、電源構

成開示している所は 12 社しかありません。一般消費者の方も、原子力発電や石炭火力発電を使い

たくないという方は非常に多いと思う反面、電源構成を調べて電力供給事業者を選択されている

方は、この研究会に参加されている方を含めて何人いるのでしょうか？非常に少ないと思いま

す。再生可能エネルギーによる電力をコアに使いたい家庭等が、電力供給事業者を選択しやすい

ように、ＧＰＮでは会員以外の方も閲覧できるように、ホームページで公開しています。ですか

ら、これを見て自分に合った電力会社を選んでいただければと思います。先ほど最終報告書の構

成案の中の第 4 章の（4）のところに、事業者による消費者とのコミュニケーション、これ本当に



38 
 
 

エシカルなの？というのがありますが、事業者や企業からいくら情報を発信しても、消費者の方

には会社の宣伝と思われてしまうので、例えば紹介させて頂いたグリーン購入ネットワークの様

な非営利団体が消費者にとって有益な情報を発信している所の案内を行政が実施して、一般消費

者との情報の共有ができるプラットホームの様な場を設定して頂ければと考えます 

現在、電源構成の開示に関して、行政は「望ましい行為」としていますが、消費者の立場から

考えると開示するのは当たり前ではないでしょうか？一所懸命、再生化エネルギーだけを集めて

家庭へ供給している電力供給事業者もいる中、価格面だけ全面に出して電源構成内容を開示しな

いとなると、消費者は価格面だけで判断する事になります。海外の事例をみると、ＣＯ２の排出

量、放射性廃棄物量まで明記されていることやパリ協定が発効されているので、温暖化防止対策

の一環として消費者も参加しやすいように電源構成の開示は重要かと考えます。開示することに

より、消費者の方も安心して電力を使えるのではないかと思います。是非、消費者側に立ってい

る消費者庁がイニシアティブを取って推進して頂ければ幸いです。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。もうあと 6、7 分しかないのですが、せっかく長官いらっしゃいます

ので、長官何か御意見ございましたらどうぞ。 

 

〇岡村長官 

本当に、この会合が一番勉強になるので、私も、グリーン購入ネットワークも含めてですが、

もうすべてについて皆様方に感謝しています。この動きを日本に、世界に広めていきましょう。

最終報告書の取りまとめは、2016 年の消費者庁のこれからの未来のための大きなステップになり

ますので、事務局も全力を上げますので、どうぞ引き続き完成までよろしく御指導お願いいたし

ます。 

 

〇山本座長  

最後に何か御発言されたい方はいらっしゃいますか。はい、どうぞ。 

 

〇西村委員 

すみません、先ほど最終報告書の構成案のところで発言できなかったのですが、冒頭に潮谷先

生がおっしゃった、誰を対象にしたものかということで、完成の報告書のイメージがここから伺

われます。おおかたそういう方向であろうと思われるのですが、一般書として、例えば「エシカ

ルな未来へ」とか、タイトルはともかくとして、学生のスチューデントネットワークがやってい

るフェアトレード運動とか、コラムもいくつか載せるということも含めて御検討いただけたらあ
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りがたいと思います。 

 

〇岡村長官 

かしこまりました。 

 

〇潮谷委員 

すみません、「あなたの消費が世界の未来を変える」というのは、これがタイトルかと理解し

ているのですが、それでよろしいですか。 

 

〇山本座長 

課長、どうですか。 

 

〇金子消費者教育・地方協力課長 

これは、中間報告のときに、何かわかりやすいサブタイトルがということで、御意見をいただ

きながら、「あなたの消費が世界の未来を変える」というサブタイトルに中間報告ではしたとい

うことでございます。 

 

〇山本座長 

それは最終報告でも踏襲されるわけですね。 

 

〇金子消費者教育・地方協力課長 

皆様がそれで良いということであれば踏襲することになると思います。 

 

〇山本座長 

大変良いタイトルだと思いますので、ぜひその方向で。 

 

〇中原委員 

やっぱり Shopping for better world ですから。 

 

〇山本座長 

では、生駒さん。それで終わりにしましょう。 

 

〇生駒委員 
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先ほど、人と地球のことを考えようという前置きというか、何のためのエシカルなのかという

ことはすごく重要だと思います。私は、二つのソウゾウ力というのをどこかに入れていただきた

いと思います。一つはイマジネーションですね。やっぱり人を思いやるというのは想像力です。

今朝方もネコやイヌのことを、例えば人間に置き換えてみましょう、そしたらそんな乱暴なこと

ができますか。やはり想像力、エシカルな思想は重要な要素だと思います。 

もう一つはクリエーションです。創造していく。この SDGs も、こういうデザインがあって、

すごく伝わりやすくなっていると思うのです。エシカルをわかりやすく皆さんに広めていくとき

に、クリエーション、クリエイティブなアクティビティというのはすごく重要だと思うので、二

つのソウゾウ力を、冒頭ですとかどこかに掲げさせていただけたらと思っています。 

 

〇山本座長 

それでは、まだ御発言したい方いらっしゃいますか？じゃあ、どうぞ。 

 

〇清水委員 

すみません、私もさっき発言しそびれました。この研究会は、とても委員の人数が多くて事務

局は大変だと思いますが、皆さん本当に熱心にそれぞれの場で自ら取り組んでいらっしゃる方ば

かりです。そういうメンバーからなる報告書ですので、他人事ではなく自分事として書く報告書

にしてほしいと思いました。例えば、4 章の 3 のところも、求められる推進方策の方向性とあり、

とても役所っぽい感じですが、具体的な推進方策とか、本当に取り組める内容を書いていただき

たいと思います。 

 

〇山本座長 

それでは長時間ありがとうございました。これで閉会させていただきます。 


