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エコマークニュース No.33

第8回エコマーク運営委員会（委員長：森嶌昭夫　東亜大

学大学院教授）が2002年3月6日、（財）日本環境協会におい

て開催され、審議の結果、以下のことが決まりました。

<決定事項>

・平成14年度エコマーク事業計画及び予算が、別添1の通り

承認されました。

委員会報告／決定事項

エコマーク運営委員会（第8回）
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です。エコマークの活動予算は、すべて認定企業の皆様からのエ
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お知らせ

リーフレット『平成14年度版 グリーン購入法 特定調達品目とエコマーク』の作成について

エコマークでは、グリーン購入支援活動の一つとして、政

府関係団体や地方自治体・公共団体へのエコマーク認定商

品の情報提供に注力することとしています。グリーン購入

法の環境物品等の調達に関する基本方針が本年4月1日より

一部改定されることを受け、グリーン購入法の特定調達品

目に対するエコマーク認定商品の有無を、『グリーン購入法

特定調達品目とエコマーク（2002年度版 A4：両面）』とし

てリーフレットにまとめました。今後、このリーフレット

を国、自治体などを中心に、積極的に配布してまいります。

また「自社で独自に配布したい」など、ご要望される方が

ありましたら、エコマーク事務局までご相談ください。

大阪ATCグリーンエコプラザ「エコマークゾーン」の近況

大阪ATCグリーンエコプラザ「エコマークゾーン」では、

建築部材・工事用品、台所用品、事務用品・文具、日用品・

包装用材、紙・OA用紙、繊維製品など約70社、400商品に

及ぶエコマーク認定商品を常時展示しています。一昨年6月

のオープン以来、延べ34万人以上の方々にご来場いただき

ました。また、自治体・学校などの団体見学も多数訪れて

います。お近くにお立寄りの際は、是非、ATCグリーンエ

コプラザ「エコマークゾーン」へご来場ください。

エコマーク相談会の開催について

昨年度より開催している大阪ATCグリーンエコプラザでの

エコマーク取得に関する「エコマーク相談会（第3回）」を、4月

12日（金）、同所にて開催します。

日　時：平成14年4月12日（金）

①11:00～12:00 ②13:00～17:00

会　場：ATCグリーンエコプラザ（大阪市住之江区南港北2丁

目1番10号 アジア太平洋トレードセンター（ATC）

ITM棟11階・グリーンエコプラザ内のエコマークゾー

ン）

内　容：エコマーク認定申込に関する個別相談（当日は、エコ

マーク事務局担当者が対応します。）

相談料：無料

参加をご希望される方は、下記の項目を明記のうえ、電子

メールまたはFAXにて、エコマーク事務局までお申込くだ

さい。なお、お申込多数の場合は先着順とさせていただく

場合がありますので、予めご了承ください。

ATCグリーンエコプラザ「エコマークゾーン」

水曜定休日　開館時間 10:30～17:30

入場無料　　ニュートラム「トレードセンター前」下車

電話：06（6615）5888 FAX：06（6615）5890

①企業名・団体名　　　②ご担当者名

③ご連絡先電話番号　

④相談内容（認定申込を希望される商品名と、

具体的な内容を明記してください）

〈申込先〉

電子メール：vq2r-oosw@asahi-net.or.jp 

FAX：03（3508）2656 担当：認証課大澤

・エコマーク中長期活動計画の概略試案（案）は、本委員

会での審議を踏まえ今後検討を継続し、次回以降の運営

委員会で引き続き審議することとなりました。

＜報告事項＞

・平成13年度のエコマーク事業の現状（別添2の図表参照）

と業務進捗が報告され、昨年一年間の商品類型認定基準

策定の進捗状況や消費者向けリーフレットの整備、海外

エコラベル機関との相互認証などのトピックスが紹介さ

れました。

・ノルディックスワンとの間で、「複写機」に関する部分相

互認証の合意契約を3月中に締結する予定であることが報

告されました。

トピックス

「エコマークシンポジウム（東日本地区）」の結果報告（2）
基調講演「持続可能な消費を目指して～エコマークとグリーンコンシューマー～」（要旨）

本年2月4日に開催された標記シンポジウムにおいて、同志

社大学経済学部教授の郡嶌孝氏に基調講演をいただきました

ので、その要旨をご紹介します。なお、詳細は3月下旬頃、当協

会ホームページに掲載する予定です。

「コンシューマー」を英英辞典などで引きますと、最初に出

てくる言葉は「デストロイヤー」です。「破壊しつくすもの」、「む

さぼり食いつくす」、「どん欲なるもの」、「果てしない欲望を持

った者」という言い方もあります。そのような消費者が、いかに

グリーンコンシューマーになり得るかということが、今日の主な

テーマです。

戦後の消費者運動を見ますと、グリーンコンシューマーの誕

生まで3つの段階があります。1つは、戦後の物不足の時代で

す。物不足ですから、品質が悪くても売れる時代でもありまし



た。そのため粗悪品が市場に氾濫したのです。ところが、粗悪マ

ッチの追放が始まりだと思いますが、安くて良い物を消費者に

提供してほしいという消費者運動が起こってきます。安くて良い

物を提供することが、その当時の企業の社会的責任であり、消

費者はそれを支持するというのが最初の段階でした。

高度成長期になると、我々は物の溢れる豊かさを享受するよ

うになりました。物の溢れる豊かさとは、ゴミも溢れる豊かさで

もあります。そこから大量生産、大量消費、大量廃棄という使い

捨て社会をどう見直すかという議論が出てきます。大量生産、大

量消費の上に成り立った大量廃棄を、大量生産、大量消費その

ものを見直すという反省ではなく、出てくる大量の廃棄物を大

量のリサイクルに変えていくという出口対応がなされることにな

ります。

ところが、次第に物に囲まれた豊かさへの反省が出てきます。

自分の家から出る出口対応としての分別排出だけでは、問題の

解決にならないということで、自分の所へ入り込んでくる、溢れ

るゴミに目を向けるようになります。ところが、入口をどう対応し

たら良いか見えてこない。そこで消費者は悩んでいます。

しかし、次第に入口対応、つまり購入時の買い物が非常に大

切であるということになってきます。もう一つは、出ていくゴミを

コントロールするよりも、入ってくるものをコントロールする消費

技術が重要になってきます。そしてできるだけ使い込んだり、徹

底的に消費をするという意味での消費技術を獲得し、出す時に

は分別排出をするという、リサイクルの漠然とした形が見えてき

ます。その中から先進的な消費者が、少しずつそういったノウハ

ウを身に付け、グリーンコンシューマー誕生の産声が上がり始め

た段階にきている気がします。

1988年にイギリスのジョン・エルキントンが書いた「ザ・グリー

ンコンシューマー・ガイド」という本があります。当時は、消費者

の環境への取り組みの手段の1つとして、政治的活動がありまし

た。投票において環境派の議員を選出する。そして、環境派の

議員から成り立つ議会が環境関連の法整備をする。1人1票の投

票によって、世の中を環境にやさしい社会へ変えていくという動

きがありました。ジョン・エルキントンの貢献は、環境問題は日々

の経済活動、言い換えると、スーパーの日常的な買い物でも世

の中を変えることができるという提案をしたことです。そして、そ

れを示そうという動きとして、グリーンコンシューマーが出てきま

す。複数の選択肢の中で物を買うことは、その会社に対する支

持であり、買わないのは不支持ということになります。環境にや

さしい社会をつくるために、日常の購入態度の中からそういう企

業を選んでいくことができれば、より良き明日のための企業に

対する支持と、企業もそういう物を作っていくという、“working

together”ができる社会ができていきます。これが実際に効果を

発揮したのは、その当時イギリスでは、セインズベリーというスー

パーが小売店の売上の1位を記録していたのですが、業界2位の

テスコが、環境にやさしい製品の品揃えを始めました。そして、

テスコに行けば環境にやさしい商品が全て揃うということで、テ

スコが業界1位になります。そこから、「環境を考えて行動する消

費者はいるのだ」という流れが出てきます。

このことは、消費者が環境を守るにはいくつかの方法がある

ことを意味しています。消費者は、地球や環境の破壊までつな

がるのであれば、より少ない形で満足を得ようという動きが出

てきます。コンシューム・レスです。2つ目は、違ったライフスタイ

ルで消費をすることが考えられます。コンシューム・ディファレン

トリーです。3つ目は、より効率的に消費をするという形ができ

ます。コンシューム・エフィシェントリーです。総合的に考えます

と、コンシューム・ワイズリーです。消費者が賢く消費をするよう

に変わり、企業も変わることでお互いの助け合いが出来上がり、

新しい社会を夢見ることができるようになります。

問題は、そういう消費者がいて、環境にやさしい物が売れるの

であれば、企業の皆様も環境にやさしい物を作るでしょう。しか

しなかなか売れない。そこが一番大きな問題です。この議論は

その後、グリーンコンシューマーはどういうバックグラウンドを持

っているのかというグリーン・マーケティングという形で展開され

ます。しかし、色々な調査が行われましたが、調査方法や時期に

よって結果が異なり、セグメントも異なってきます。どうも、景気

の動向でグリーンコンシューマーの顔が見えたり、見えなかった

りするといわれています。これは、景気が悪くなると価格、品質

が優先され、環境配慮が選択行動に大きな影響を与えなくなる

ということです。

そうすると、グリーンコンシューマーは1つの塊として存在する

のか、怪しくなってきます。最近では、グリーンコンシューマーは

コアとしてはいないと言われています。グリーンコンシューマー

はブームでしかなく、最初のブームが1980年代の後半、第2次ブ

ームが、地球サミットが開かれた1992年を中心としたところです。

第3次では、何らかの形でその時々に、顔の見えるグリーンコン

シューマーが現れています。

もう一つは、グリーンコンシューマーは一括りにできないとい

う議論です。グリーンコンシューマーが多層化しており、意識、行

動、動機によってレベルが異なります。私は、環境問題に全く関

心を持たずに購入している人たちを「無関心派」と呼んでいま

す。それに対して、関心と知識は持っているが、行動を伴わない

人たちを「頭でっかち派」と呼びます。3番目は関心もあり、環境

に配慮して行動する人たちです。その人たちが買っている物を

調べますと、「詰め替え用品」や「省エネ商品」が必ず出てきま

す。詰め替えは、ゴミの減量化につながるという環境配慮があり

ますが、むしろ徳用になっているから買う。省エネ製品も、CO2

を減らすためというより、電気代が節約できるから買う。経済的

な動機であっても、結果的にゴミの減量化やCO2を減らしている

「家計簿優先派」です。外国では純粋のグリーンでないという意

味かわかりませんが、「ダークグリーン」と呼ばれています。最後

は、意識もあり、行動もし、しかも動機が非経済的な人たちです。

環境を守るために、高くても品質が悪くても買う。外国の言葉で

は「ハードグリーン」です。これが、本当のグリーンコンシューマ

ーかもしれません。

一括りにグリーンコンシューマーとは呼べないとすると、その

人たちがどれだけいるのかが問題になります。関西の調査では、

頭でっかち派と家計簿優先派が、日本のグリーンコンシューマー

の大部分であり、その層がエコライフ派に近づいたり、無関心派

に変わっていく。そこに揺れ動いている消費者が見えてきます。

例えば家計簿優先派でも、場合によっては高くても買うという行

動を示します。例えば有機野菜が売れるのは、環境ではなく安

全のためです。高くても、安全や健康という価値によって差別化

された商品だといえます。そうすると省資源、省エネルギー的な

徳用のものは、個人的な便益と結びつきながら、結果的に環境

を守っていくというところに、グリーンコンシューマーの関心が出

てくる。それをいかにグリーン購入へつなげていくかが重要で

す。

海外では、グリーンコンシューマーを探す上で2つの軸がある

といわれています。1つの軸は、価格と品質と環境をどう考える

かということです。消費者は安くて良い物を求め、企業もそうい

う物を作れば売れる時代がありましたが、環境配慮をすると高

くなったり、品質が悪いという問題が出てきました。このトレード

オフの関係をどう考えるかで、消費者がグリーンに働いたりノン

グリーンに働いたり、軸がぶれます。この軸を「コンプロマイス」

と言います。日本では、品質と価格と環境のトレードオフ関係を
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認めて行動するグリーンコンシューマーよりも、3つを定立させ

なくてはいけないという欲張りなグリーンコンシューマーが多

い。「欲張り」は英語で「グリード」といい、グリーンのNとDだけ

が違うので、私は「グリーディーコンシューマー」と呼んでいま

す。

例えば、京都市での調査で「買い物袋を持参していますか」

ということを聞きました。買い物袋を持参すること自体、一方

ではレジ袋を断るという1つの行動パターンがあります。ところ

が、後で「レジ袋は断りますか」と聞きますと、全く違う答えが

出ます。買い物袋を持参する人は多いのですが、レジ袋を断

る人は少なかったわけです。そこから、買い物袋は持っていく

けれども、レジ袋ももらうという、欲張りな消費者像が浮かんで

きます。他の色々な要因が、買い物の行動に入っている。そう

すると日本の場合、品質と価格、環境をできるだけ定立させた

商品提供をしないと、難しいことがわかってきます。

これを企業の方が、欲張りなグリーンコンシューマーがいる

から、欧米のようにトレードオフ関係をやるべきだと理解される

と間違いです。日本で欲張りなグリーンコンシューマーを満た

せるならば、外国でも売れるということになるからです。これか

らは、品質、価格、環境という3つの基準での物作りのあり方

が、日本が世界に提案する1つのモデルではないかと考えて

います。そういう製品も少しずつ出始めており、手巻き型でク

オーツ並の品質と、水銀を減らすという環境配慮を両立させ

た時計や、トイレでも、光触媒を表面加工する技術で、汚れが

付かずに手間が省け、結果として洗剤や水が節約できるとい

う商品があります。品質と環境の両立は技術的に可能なので

す。ところが、今は物余りの時代ですから、その値打ちの決定

権が買い手側に移っています。品質と価格を合わせてという

製品のコンセプトが、その人のライフスタイルや価値に合ってい

るかどうかで値段が決まるのです。

もう1つの軸は、信頼、信用です。環境にやさしいという主張

が、本物か嘘かを消費者は見ています。エコラベルは、環境に

やさしいという主張をマークを付けるという形で行っています。

マークを付けて「これは自社製品よりもさらに環境配慮型です

よ」という、自己主張型のマークもあります。これらは「これは

環境にやさしいから、エコマークが付いているんだよ」というこ

とを認定しているということで、トラストミー（信頼して下さい）タ

イプです。もう1つエコラベルの中には、リードミー（読んで下さ

い）タイプがあります。LCAのデータだけを出して、環境にやさ

しいかどうかは、そのデータをもって判断をしなさいというもの

です。

そうすると、問題はそのマークが信用できるかどうかです。と

りわけ自己主張のように、自分で自分が言うということになる

と、消費者はあまり信用しません。自己主張型においては、第

三者がフォローアップして、もう一度検証できるかどうか。トラ

ストミー型のマークにおいては、もう一度検証ができないとだめ

なのです。そうすると、科学的知見に基づいた判断が必要にな

ります。幸いなことにエコマークは、LCA的な配慮をしており、

より科学的な知見に基づいてマークの信用性を高めようとし

ています。また自己主張型では、判定の基準や議論のプロセ

スなどの情報が公開されていない。そこで何が起こっているの

かわからないということになります。信用を得るためには科学

的な根拠に基づくマーク以外に、そのデータを検証できる、透

明性を持っていることなどが必要です。そういう面で、権威あ

るところが、権威を持って運用していくことが非常に重要にな

ってきます。皆が民主的な手続きとして、その機関を認める努

力をしなくてはならない。「あそこに認定されていれば確かだ」

という信頼感です。それをイギリスでつくったのが、1947年に

設立された「ソイルアソシエーション」というところのマークで

す。これは有機野菜などについていますが、非常に厳しい基

準として認められています。

もう一つは、コミュニケーションが多様になり、情報過多にな

ると、消費者はどの情報が正しいか判断できていません。判

断できないうちに多くの情報が出てくるため、かえって不安を

増大させています。その不安を排除するという意味で、我が国

においては「何々は買ってはならない」、「遺伝子組み換えの商

品は使用していません」などのネガティブな信頼確保の仕方に

なっています。グリーンコンシューマーの動きとは、「してはなら

ない」という不安の解消の仕方ではなく、むしろ信頼するとい

う運動だということを理解していかなくてはいけない。そうす

ると、これは環境にやさしいのだということを、消費者と企業の

双方が納得のいく信頼関係を高めていかなくてはいけない。

そこにジレンマがあるのです。一方で、エコマークは普及しな

くてはいけない。そのために権威や信用を高めようとして、レ

ベルを高くするとなかなか認定商品が出てこない。普及を図

りながら、かつ信頼性を高めていくことを、どういう形でグリー

ンコンシューマーと一緒にできるかが重要になってきます。

まさに今エコマークは、グリーンコンシューマーと共に、エコ

マークのあり方を権威ある、信用ある方向へ持っていかなくて

はいけない。外国のマーケティングの専門家は、グリーンコン

シューマーはいない、消費者は2つの軸の中をぶれていると言

っている。その軸を考えながら、グリーンコンシューマーととも

に、あるいはグリーンコンシューマーを育てながら、新たな環境

配慮型の市場を開拓していかなくてはいけないのです。グリ

ーンコンシューマーが存在するというのではなく、グリーンコン

シューマーとグリーンプロデューサーとがworking togetherを

しながらそういう形をつくっていかなければいけないのです。

幸いなことにエコマークの委員会には、そういう消費者団体と

企業の団体が一緒に入りながら、議論をしています。その議論

もインターネットで公開を始めています。そういう形でエコマー

クが信頼を得られ、そしてグリーンコンシューマーが育っていく

ことができればと思います。
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