
　日本エシカル推進協議会は2014年５月30日に任意団体として発足し、地球生態系と共生し得るエコ

文明の構築のためにエシカルな生産、消費、経営、教育等を推進し、エシカルな文化の定着を目指して活動

して参りました。

　消費者庁は倫理的消費調査研究会を設置し、2015、2016年度にエシカル消費について幅広い調査が

実施されました。

　このような流れを受けて任意団体を発展的に解消し、一般社団法人日本エシカル推進協議会（JEIJC）

が設立されました。この協議会は持続可能なエコ文明の構築のために活動する様々な団体、個人のプラッ

トフォームであり、特にサステナブル購入、フェアトレード、FSC、MSC、レインフォレストアライアンス認証、

RSPO、動物福祉、オーガニック、ESG投資、エシカルファッションなどなどのエシカルなライフスタイル

及び文化全体の底上げを主要な使命としております。

　志を同じくする皆様方の全面的なご支援・ご指導を切望しております。 

一般社団法人日本エシカル推進協議会会長
東京大学名誉教授

国際グリーン購入ネットワーク名誉会長

山本 良一

1 国内外のエシカルに関する情報の提供
○国や地方自治体、各種団体のエシカルに関する情報やイベント・セミナー等の情報を提供する。

2 エシカル基準策定
○エシカル基準策定のＷＧを設置し、ディファクトスタンダードの確立を目指す。

3 エシカル教育の事業の推進
○エシカル教育・検定のＷＧを設置し、エシカル教育教材の等教育や、検定事業を推進する。

5 調査・研究活動
○エシカルトーレード等エシカルに関する調査研究を行う。

6 エシカル朝食会の開催
○ボランタリーな立場で協力する講師からの講演を受けて、
　朝食を交えながらエシカル消費への理解を深めることを目的として開催。

7 エシカル・アワードの創設
○エシカル基準に基づいた、表彰や番付作成。

▲エコプロ2016エシカルワールド

▲第3回エシカル朝食会　広中和歌子氏

▲第４回エシカル朝食会　坂東眞理子氏

▲発足記念シンポジウム

4 普及啓発活動
○エシカル消費普及のためにセミナー・シンポジウムを開催する。（設立記念シンポジウムの実施）
○消費者庁主催のエシカルラボに事業協力（第1回エコプロ2015、第2回徳島県、第3回鳥取県）
○エコプロダクツ展等のイベントに出展

▲2015第1回エシカルラボin東京 ▲2017エシカルラボin鳥取▲2016エシカルラボin徳島

事業概要

ご 挨 拶

日本エシカル推進協議会（JEI）は、
様々な分野で活躍する専門家、団体、企業、自治体が集まり、

その知識と力を合わせることで、
17項目の持続可能な開発目標（SDGs）を達成することを目指します。

エシカル消費に関する動き（概略）

資料：国連広報センター

B.C.4 「ヒポクラスの誓い」職業倫理の始まり
1754 近江麻布商人中村冶兵衛宗岸書き置きに「三方よし」
1920 米国 キリスト教会等による社会的責任投資開始
1936 米国 コンシューマーズ・ユニオン（CU）発足、商品テスト誌コンシューマーレポーツを発刊
1946 米国 テン・サウザンド・ビレッジがプエルトリコから刺繍製品をフェアトレード
1958 米国 フェアトレードショップ第一号店開店
1960 国際消費者機構（IOCU現在のCI）設立
1960 米国 公民権、女性の権利、環境保全などの社会運動が起きる
1962 米国 農薬など化学物質の危険性を指摘したレイチェル・カーソン「沈黙の春」が米国議会を動かす
 ケネディ米国大統領教書で「消費者の4つの権利」を提唱
1966 米国 動物福祉法（Animal Welfare Act）制定
1968 消費者保護基本法制定
1969 オランダ 欧州初のフェアトレード・ショップ開店
 米国 経済優先順位評議会（CEP）設立
1972 米国 社会的責任投資研究センター（IRRC）設立
 デニス・メドウズら「成長の限界」発表
1976 OECD、多国籍企業行動指針策定
 英国 ザ・ボディショップ創立
1980 世界保健機構（WHO）動物実験の代替を提唱
1982 国際消費者機構（IOCU）の消費者の8つの権利と5つの責任まとめる
1983 バングラディッシュ　「グラミン銀行」を設立
1985 米国 ユニバーサルデザインの7原則を提唱
 国連 消費者保護ガイドライン制定
1987 欧州フェアトレード協会（EFTA）設立
1988 英国 The Green Consumer Guide出版
 オランダ フェアトレードラベル「Max Havelaar」開始
 米国 Shopping for a Better World出版
1989 英国 Ethical Consumer出版
 オルター・トレード・ジャパン設立
 国際フェアトレード連盟設立
 エコマーク開始
1990 米国 アメリカ障害者法（ADA）制定
1991 地域版グリーンコンシューマーガイド発行
1992 ブラジル地球サミットで持続可能な消費概念を提起
 グリーンピース地球サミットでGREENWASHを公表
1993 ナイキ製品ボイコット運動開始
 フェアトレード・ラベル運動開始
 スターバックス製品ボイコット運動開始
 OECDが遺伝子組み換え食品の安全性の考え方と原則
 FSC（森林管理協議会）設立
1994 オスロ持続可能な消費シンポジウム

 滋賀県・グリーン購入ガイドライン策定
 Rugmark（現、GoodWeave）運動開始、児童労働に加担していないことを認証
 グリーンコンシューマー・全国ネットワーク「グリーンコンシューマーになる買い

物ガイド」出版、全国60ヶ所で地域版ガイド発行
 世界エコラベリングネットワーク（GEN）設立
1995 フェアトレード団体ピープルツリー設立
1996 環境マネジメント国際規格「ISO14001」発行
 グリーン購入ネットワーク（GPN）設立
1997 国際フェアトレードラベル機構（FLO）設立
 MSC（海洋管理協議会）設立
 NIKEの委託工場における人権侵害が発覚、不買運動に
 社会的責任インターナショナル（SAI）、SA8000策定
1998 英国 倫理的貿易イニシアチブ（ETI）発足
 インド カイラシュ・サティヤルティ「児童労働に反対するグローバルマーチ」を呼びかけ
1999 英国 ブレア首相、これからの外交はエシカルアプローチが重要と演説
 日興証券よりエコファンドが発売される
 エコプロダクツ展開始
2000 世界初のフェアトレードタウン誕生（英国のガースタング）
 グリーン購入法制定
 国連 グローバルコンパクト発足
 消費者契約法制定
2001 EU「消費者教育のヨーロッパモジュール」で、グリーンコンシューマーと

「Ethical Shopper」が新しい課題と報告
 食品表示制度スタート
 国連 世界観光倫理憲章を制定
 GRIガイドライン第1版発行
2002 フェアトレードの世界統一認証ラベル決定
 エコリーフ（TypeⅢエコラベル）開始
 EU 遺伝子組み換え食品の表示義務化
2003 消費者市民教育の国際ネットワークCCN（Consumer Citizenship 

Network）発足
2004 APO（アジア生産性機構）コプロダクツ国際展開始
 消費者基本法に「消費者の権利と責任」が明文化
 パリでエシカルファッションショー開始
 日本政策投資銀行環境格付融資を開始
 遺伝子組換え生物等の使用等の規則による生物の多様性の確保に関す

る法律（カルタヘナ法）施行
 環境福祉学会設立
 Roundtable on Sustainable Palm Oil（RSPO）設立
 Electronic Industry Citizenship Coalition（EICC）行動規範作成
 Supplier Ethical Data Exchange（Sedex）発足

2005 国際グリーン購入ネットワーク（IGPN）設立
 オスロ大学で開催された持続可能な国際ワークショップで「持続可能な消費に

関するオスロ宣言」が発表され、39カ国280名の研究者がオスロ宣言に署名
 GOTS（Global Organic Textile Standard）第３者認証開始
 国連 「持続可能な開発のための教育の10年」開始
2006 国連 持続可能な消費のための教育に関する「マラケッシュタスクフォース」発足
 有機農業の推進に関する法律制定
 責任投資原則（PRI）策定
2007 オランダ銀行 ユーロ紙幣の原料にフェアトレード認証コットンを使用
 グリーン契約法制定
2008 英国 Futerra, The Greenwash Guide出版
 古紙パルプ配合率偽装事件
 国連 ビジネスと人権に関する国連フレームワークを承認
 マラケッシュタスクフォースが、持続可能な消費のガイドライン「Here and Now!」を作成
 内閣府「平成２０年版国民生活白書―消費者市民社会への展望 ゆとりと

成熟した社会構築に向けて―」発行
 Forest Footprint Disclosure Project 発足
 WWF人と野生植物にフェアな世界基準「フェアワイルド」ラベルの認証を開始
2009 TIME誌9月号で「倫理的消費者の台頭」特集
 学習指導要領告示 中学・高等学校の家庭科で「消費者の保護」から「消

費者の権利と責任」に学習内容が変更
 ノルウェー政府、公共調達における倫理的基準発行
 消費者庁を設置、消費者市民社会の形成に向けて、消費者委員会を設置
 家電・住宅エコポイント制度導入
 米国 レーシー法改正、違法な木質製品の輸入と取引を禁止
2010 社会的責任に関する手引き（ISO26000）発行
 生物多様性条約COP12で愛知目標採択
 米国 金融規制改革法（Dodd-Frank法）に紛争鉱物についての条項を含む
 紛争鉱物を含まない「エシカルケータイ」キャンペーン開始
 公共建築物木材利用促進法を制定
 欧州委員会Buying Social発行
2011 英国 DEFRA（環境食糧農林省）倫理的調達方針発行
 フェアトレードタウン・ジャパン設立
 UNEP サステナブル・ライフスタイルに関する国際調査
 東日本大震災後「応援消費」活発化
 グリーンピース「デトックスキャンペーン」開始
 21世紀金融行動原則発行
 カナダ バンクーバー市、倫理的購入方針（EPP）策定
 日本初のフェアトレードタウン誕生（熊本市）。世界で1000番目のフェアトレードタウン、アジアで初めて
 英国 生協Co-operativeがEthical Operating Plan発表
 韓国 生協（iCOOP KOREA）倫理的消費運動を本格化

 米国 サスティナブル・アパレル連合結成
2012 リオ +20サミットでUNEP、持続可能公共調達（SPPI）プロジェクトを立ち上げ
 国際グリーン購入ネットワーク（IGPN）、エシカル購入研究会発足
 「持続可能な消費と生産に関する10年枠組み（10YFP）」がRio+20で採択
 UNEP FI、「自然資本宣言」を提唱。39の金融機関が賛同
 障害者優先調達法制定
 ロンドンオリンピック・パラリンピックで環境面、社会面に周到な配慮
 消費者教育推進法制定
 持続可能なイベント運営に関する国際規格ISO20121発行
 環境新聞社「未来を拓くエシカル購入」出版
 IFC、パフォーマンススタンダード改訂
 カーボンフットプリント開始
2013 バングラディッシュでラナプラザ縫製工場崩落
 社会、環境問題に配慮したブランド・プロジェクトroomsエシカルエリア開始
 EU 化粧品の動物実験全面禁止へ
 日本の食糧輸入量3,070万トンのうち、遺伝子組み換え穀物が1,520万トン
 EU 木材法、適用開始。違法な木質製品の域内への持ち込みを禁止
 リサイクルブランド流通協同組合設立
 米国 アンドリュー・バルノスキーら500名程の科学者により21世紀におけ

る人類の生命維持システムに関するコンセンサス発表
 美しさに犠牲はいらない、化粧品の動物実験を考えるシンポジウム開催
 GRI、G4ガイドライン公開
 IIRC、国際統合報告フレームワーク公開
2014 ダボス会議でグリーン製品の貿易自由化交渉開始表明
 札幌、GPN/IGPN　エシカル購入国際シンポジウム開催
 持続可能な調達の国際規格作業（ISO20400）進む
 日本版スチュワードシップコード導入、機関投資家によるESGに着目した投資の促進
 EU指令 非財務情報開示の義務化
 日本エシカル推進協議会（JEI）設立
 「化石燃料への投資を止めて再生可能エネルギーへ再投資することを求め

る声明」発表、80名の神学者・宗教指導者
 日本ロボット学会　倫理綱領を制定
 国連食糧農業機関（FAO）、2014年を国際家族農業年に設定し、小規模

家族農業とアグロエコロジーの普及を推進
 オーストラリア、違法伐採禁止法施行。違法な木質製品の輸入を禁止
 国連気候サミットにおいて「森林に関するニューヨーク宣言」発表。2030年までに森林破壊ゼロに
2015 国連で「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択
 バイオマス活用推進基本法
 消費者庁、「倫理的消費調査委員会」を設置
2016 パリ協定の発効
2017 日本エシカル推進協議会（JEI）が一般社団法人として発足


