
How much is enough? 

持続可能な消費の国際的取組 

中原 秀樹 

東京都市大学 

2012年５月２４日 







「持続可能な消費とは、人類にとって必要な自然資源を効率的
に使用しながら、生活の質の向上と幸福を目指すために必要
な社会・経済・技術の変革を行うことである。」 
2006年６月30日までに39カ国280名の研究者がオスロ宣言に
署名。 
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持続可能な生産と消費のコンセプト 













 “持続可能な消費に向けた教育こそが持続可能な開発のための教育の
テーマであり、責任ある行動をとれる市民と消費者を育成するために欠かせ
ないものである。 

 

経済的社会的正義に基づいたライフスタイル、食品の安全性、生態系統合、
持続可能な生活、全ての命への敬意、社会統合と民主主義そして集団行動
を育成する価値観、がその教育内容である。“ 
 





責   任  
環境意識 

消費者の権利  

消費者市民  

 



消費者の権利 
1962年ケネディが提唱した「消費者4つの権利」 
• 安全を求める権利 
• 知る権利 
• 選ぶ権利 
• 意見を聴いてもらう権利 

 
1975年ジェラルド・R・フォード によって、 
•  消費者教育を受ける権利 
が追加され、「消費者5つの権利」と呼ばれるようになる。 
 
現在は、1980年に国際消費者機構(CI)が追加した、 
•  生活の基本的ニーズが保障される権利 
•  救済を求める権利 
•  健康な環境を求める権利 
 
を含め、「消費者8つの権利」と呼ばれている。 



Over time, the consumer movement has developed this vision 
into a set of eight basic consumer rights which now define and 

inspire much of the work CI and its members do 

•The right to satisfaction of basic needs - To have access to basic, essential goods and 
services: adequate food, clothing, shelter, health care, education, public utilities, water 
and sanitation. 
•The right to safety - To be protected against products, production processes and services 
which are hazardous to health or life. 
•The right to be informed - To be given the facts needed to make an informed choice, 
and to be protected against dishonest or misleading advertising and labelling. 
•The right to choose - To be able to select from a range of products and services, offered 
at competitive prices with an assurance of satisfactory quality. 
•The right to be heard - To have consumer interests represented in the making and 
execution of government policy, and in the development of products and services. 
•The right to redress - To receive a fair settlement of just claims, including compensation 
for misrepresentation, shoddy goods or unsatisfactory services. 
•The right to consumer education - To acquire knowledge and skills needed to make 
informed, confident choices about goods and services, while being aware of basic 
consumer rights and responsibilities and how to act on them. 
•The right to a healthy environment -To live and work in an environment which is non-
threatening to the well-being of present and future generations 

 



国際消費者機構（ＣＩ）の 
「８つの権利と５つの責任」（１９８２年） 

▼８つの権利 

①生活のニーズが保障され 

    る権利  

②安全を求める権利 

③知る権利  

④選ぶ権利  

⑤意見を聴いてもらう権利 

⑥補償を受ける権利  

⑦消費者教育を受ける権利 

⑧健全な環境の中で働き生 

    活する権利 

 

▼５つの責任 

①批判的意識を持つ  

②主張し行動する  

③他者・弱者への配慮  

④環境への配慮  

⑤団結・連帯 
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組織統括 

労働慣習 消費者問題 

環 境 

社会開発 人 権 

公正な事業活動 



・社会イノベーションと責任の研究 

・新しい生活を手掛ける協力共同体に可視性を与える 

・持続可能な消費に関する研究推進 

・消費者市民意識の促進 

・持続可能なライフスタイル推奨と持続可能な消費のための教育の推進 



地域サポート単位 

組織図  

国際関係グループ 

コンサルタント・ネットワーク  

ステアリング・グループ 

PERLコア単位 
１．反省と作業：実施グループ 

２．社会イノベーション 

３．持続可能なライフスタイルの推奨  

４．責任ある生き方に向けた教育 

５．コミュニケーションとマルチ

メディア   

６．国際的対話とコンサルテーション  



日本、モーリシャス、メキシコのケーススタディ 

持続可能な消費のための教育実施の進捗 























Consumers and ethical products 

 



Consumers and ethical products 

Consumer spending on green and ethical goods grew from 
£1.4 billion in 1999 to £7 billion in 2009, according to the Co-
operative, but research suggests that consumers want more 
information about what they are buying. 
 
Consumer Reports launched their own iPhone app in 2010 to 
compare prices while shopping. 
 
Consumers International works extensively on Ethical Trade 
and Sustainable Consumption. 
 
Do you know the eight basic consumer rights? 
 



iPhone apps for consumers: know your 
rights and ethical shopping (10 Feb 2011) 

Two iPhone apps have 
been launched to guide 
consumers on their rights 
and to make ethical 
purchasing decisions. 



The app provides consumer advice for 
UK consumers in ten categories: 

•consumer protection rules 
•dealing with faulty goods 
•flight delays and cancelations 
•how to buy in sales 
•how to cancel a contract 
•online shopping and catalogue problems 
•pricing disputes 
•returning unwanted gifts 
•understanding the Consumer Credit Act 
•understanding the Sale of Goods Act 
 



'The Good Shopping Guide' app: 
•includes ECO's ethical ratings 
on over 700 brands from 
fridges to printers 
•provides information on how 
to green your business 
•provides information on how 
to improve the ethical 
footprint of your office 
(covering office equipment, 
energy suppliers, travel, 
banking, insurance and office 
supplies such as tea and 
coffee) 
•costs £2.99 to download, 
with 10% of the net revenue 
going to the Friends of the 
Earth charity 



How 'The Good Shopping Guide' app works 
1.A consumer chooses a category and then can choose a 
 product from there, such as coffee. 
2.Then the consumer is able to compare the Ethical Company  
Index (ECI) of different brands of coffee. The scores are rated 
from a possible 100 points. 
3.Summary tables 
are also available,  
ranking products  
as 'the good, the  
bad and the ugly'  
in categories relating  
to the environment, 
human rights and  
animal welfare. 
 



'The Good Shopping Guide' app is 
broken into seven categories 

•home and office 

•food and drink 

•health and beauty 

•travel 

•energy 

•fashion 

•money 



倫理的消費とは? 

• エコ（環境に優しい） vs フェア（人に優しい） 

• 消費者は環境にやさしいつもりでも、環境や人
にとって本当に優しいとは限らない（キットカット
とヤシの実石鹸2010） 

• 倫理的行動・フェアな行動とはステークホルダー
の中でも弱者をエンパワーする行動（渡邊龍也）
vs 消費者のコスト負担（生協の中国産毒入り
ギョーザ事件2008） 

• 変革志向消費vs自己満足的消費（何かいいこと
した気分） 

 

 



 
変革志向消費vs自己満足的消費 

（何かいいことした気分） 
  



コーヒー、カカオ、米、綿花、コショウの暗黒物語―生産者
を死に追いやるグローバル経済（Jean‐Pierre Boris2005） 

 ●大げさな宣伝に反して、フェアト 
レード商品の流通量がとても少 
ないこと 
●末端の生産者への経済的恩恵が 
少ないこと 
●フェアトレードは、最も貧しい惨め 
な人たちを支援しているという誤解を 
与 えていること（実際には団結したり 
組合を作る能力のある生産者を支援 
している。） 
●“もう一つの世界”を宣伝するフェ 
アトレード団体が、商品の販売を既 
存の 流通経路に頼っていること 
●フェアトレードの認定にお金がかか 
りすぎること 



紛争鉱物 

私たちの無関心や不注意が原
因で、暴力を助長させている 



武装グループはこの鉱物取引で、 
巨額の資金を調達する 

• 東コンゴの武装勢力はマフィアのように活動する。鉱山は武装勢力に 
     管理され、利益をピンハネする。隣国、特にウガンダ、ルワンダへの国 
     境を超える密輸経路も、すべて武装勢力により、管理されている。武装 
     勢力は人々から鉱物を奪い、密輸し、利益をピンハネすることで、巨額 
     の資金を得ている。 

 
• 市民を脅し、裏切りを阻止するために、武装勢力が使う非人道的行為 
     が、レイプや性的暴行である。 

 
• 密輸された鉱物はアジアに向かい、タイ、マレーシア、中国、インドで精 
     錬される。ここで世界中から集められた鉱物と混ざり、追跡が難しくなる 
     が、不可能ではない。最終的に金と３Ｔは部品に加工され、世界中で愛 
     用される製品になる。携帯電話、ブラックベリー、パソコン、ｉＰｏｄ、ゲー 
     ム機、デジカメになる。 



私たちの使う家電製品に 





Fairtrade display, Derbyshire County Council head office. Photo by Andie Gilmour. 

ご静聴ありがとうございました 
nakahara@tcu.ac.jp 


